【№１】

『ものづくりサイエンスセミナー』
と き 平成18年10月29日(日) 午前9時30分〜午前11時30分
ところ 一関市総合体育館（ユードーム）
内 容
①過去のロボコン参加マシンのアイデアから
完成までドキュメント紹介
②手作りロボットの実施・動かしてみよう！相撲ロボットの実演
③一関高専でトライしてみよう！おもしろ開発のお話
申し込み先
一関市萩荘字高梨
一関工業高等専門学校 「サイエンス・セミナー係」
FAX 0191-２４-4530
申込方法
ASIMOくんが
往復はがき、ファックスのいずれか
来ます！
申込締切
平成18年10月20日(金) 必着

新技術・新製品の開発に取り組んでいる企業が、一堂に会する東
北有数のビジネスイベントです。優れた製品や技術を目当てに、宮
城県はもとより全国から多数のバイヤーが参加します。
と き 平成18年10月12日(木)･13日(金)･14日(土) 3日間
10:00〜17:00
ところ 仙台市「みやぎ産業交流センター《夢メッセみやぎ》」
（入場無料）
同時開催 「県境メッセ東北2006」
「エコプロダクツ東北2006」
「計量・分析機器東北2006」
問い合わせ先 いいモノテクノフェア事務局
仙台市泉区明通二丁目2番地
電話 022-777-9890

【№２】

アイデア対決・全国高等専門学校
ロボットコンテスト2006 東北地区大会
課 題 「ふるさと自慢特急便」
と き 平成18年10月29日(日) 午後1時（開演）
ところ 一関市総合体育館（ユードーム）
観覧希望の方へ
往復はがき・FAX・メールのいずれかの方法で申込みください
〒021-8511 一関市萩荘字高梨
一関工業高等専門学校 ロボコン係
FAX 0191-24-4530
メール robocon@ichinoseki.ac.jp

粉体工学東北談話会講演会
と き

平成18年11月2日(木)
午後１時〜午後５時15分
ところ
蔵ホテル一関
内 容（講演）
①鉄鋼業における環境問題
埜上 洋 氏 （一関高専物質化学工学科）
②廃棄物処理の現状とその技術
坂本 宏 氏 （県立秋田大学名誉教授）
③半導体のパノスコピック形態制御と光触媒
・紫外線遮蔽機能の高度発現
佐藤 次雄 氏 （東北大学多元研）
④単分散金属粒子を用いた高精度人工結晶の作製と
テラヘルツ波フォトニック結晶の応用
川崎 亮 氏 （東北大大学院 工学研究科）
参加費
資料代1,000円 懇親会費6,000円
申込締切 平成18年10月25日(水)
申込先
一関工業高等専門学校 物質化学工学科
℡･ｆａｘ 0191-24-4766 佐野 茂
24-4777 二階堂 満

編集・発行元

と き 平成１８年１０月１４日(土)・１５日（日） 2日間
９:３０〜１７:００
ところ 花巻市総合体育館 (花巻市松園町50)
入場無料
内 容 ＜テーマ展＞
・岩手の企業が一堂に出展
・県内工業クラブ展
＜アミューズメント展＞
・イベントステージ ・大抽選会
・IBCinテクノフェア 「じゃじゃじゃTV」生放送
＜特別展＞
・計測展
・実業高校ブース展＆出演
問い合わせ先
テクノフェアはなまき2006実行委員会事務局
花巻市技術振興会館内 電話 0198−23−4545

『産学官イブニング研究交流会』へのご案内
１０月１８日 午後６時３０分〜
会場 世嬉の一酒造
会費 ３千円
ゲストの方の講演や研究発表などもあります。お誘い合わ
せの上、お出かけ下さい（準備の都合上、事前に当センター
までご連絡下さい）
【１０月１８日の内容】 （予定）
（講師） 一関工業高等専門学校
物質化学工学科 助教授 埜上 洋 氏
（テーマ） 未定

財団法人岩手県南技術研究センター South Iwate Research Center of Technology
〒021-0902 岩手県一関市萩荘字高梨南方114番地1 TEL 0191-24-4688 fax 0191-24-4689
E-mail info@sirc.or.jp
ホームページ http://www.sirc.or.jp/

10月29日
「ロボコン東北大会」
一関市総合体育館で応援
しよう!!!

月 日

イベントのご案内
行 事 名

場

所

岩手県南
技術研究センター

内

容

無料相談会を開催します。電話予約が必要で
す。
（対応：丸岡弁理士）

10月４日
9:00〜

発明無料相談会

10月６日
15:00〜

講演
「JICAの金型技術移転事業と発展途上国にお
北上市「ホテルニュー ける金利事情」
研究成果のプレゼンテーションセミナー
ベール北上本館」
講師
岩手大学工学部付属金型記述研究センター
客員教授 佐々木 哲夫 氏
他

10月7日

10月12日
〜14日

10月13日
13:00〜

10月14日
〜15日

10月18日
18:30〜

10月18日
9:00〜

10月29日

11月2日

経営革新セミナー

講演
「付加価値の高い経営を実現するために」
ホテルサンルート一関 講師
関 洋一 氏 （ザ･オフィスせき代表）
＊経営革新実践事例発表あり
・新技術、新製品の展示及び商談
・環境サミット円卓会議
・マテリアルフローコスト会計セミナー
・新科学教室
ほか
（同時開催）
・環境メッセ東北2006
・エコプロダクツ東北2006
・計量、分析機器東北2006

いいモノテクノフェア2006

仙台市
「夢メッセみやぎ」

機械情報産業講演会

テーマ「岩手のモノづくり・日本のモノづくり
― その発展戦略を探る ― 」
ホテルシティプラザ北
・「自動車新興集積地の現状と方向性」
上
・「工作機械産業をめぐる新たな動きと岩手県機
械産業の可能性」 ほか

連 絡 先
岩手県南
技術研究センター
℡0191‐24‐4688
発明協会岩手県支部
℡019‐634‐0684

北上市基盤技術支援
センター
℡0197-71-2181

一関商工会議所
経営指導課
℡0191‐23‐3434

いいモノテクノフェア事
務局
℡022‐777‐9890

財団法人いわて産業
振興センター 育成支
援グループ
℡019‐631‐3824

テクノフェアはなまき2006
（北上川流域テクノフェア2006inはなま 花巻市総合体育館
き大会）

テーマ展
・岩手の工業を一堂に企業出展
・新花巻合併記念展
・県内工業クラブ出展
アミューズメント展
こども科学教室
実業高校ブース展＆出演
（入場無料）

テクノフェアはなまき
2006実行委員会
℡0198‐23‐4545

産学官イブニング研究交流会(第63回) 世嬉の一酒造

（予定)
講師
一関工業高等専門学校
物質化学工学科 助教授 埜上 洋 氏
テーマ （未定）

岩手県南
技術研究センター
℡0191‐24‐4688

岩手県南
技術研究センター

無料相談会を開催します。電話予約が必要で
す。
（対応：丸岡弁理士）

岩手県南
技術研究センター
℡0191‐24‐4688
発明協会岩手県支部
℡019‐634‐0684

一関市総合体育館

･過去のロボコン参加マシンのアイデアから完成
までのドキュメント紹介
・手作りロボットの実施･動かしてみよう！相撲ロ
ボットの実演
・一関高専でトライしてみよう！おもしろ開発の
お話

一関工業高等専門学
校
℡0191‐24‐4738
機械工学科教授
佐藤清忠

蔵ホテル一関

講演
「鉄鋼業における環境問題」
「廃棄物処理の現状とその技術」
一関工業高等専門学
「半導体パノスコピック形態制御と光触媒・紫外 校
線遮蔽機能の高度発現」
℡0191‐24‐4766
「単分散金属粒子を用いた高精度人口結晶の
作成とテラヘルツ波フォトニック結晶へ」

発明無料相談会

ものづくりサイエンスセミナー

粉体工学東北談話会講演会

