【№１】

会場

ホテルサンルート一関

テーマ
「常温型溶融塩を用いる電析技術の開発と表面処理技術への展
開」
講師 岩手大学大学院 工学研究科
フロンティア材料機能工学専攻 助教授 宇井幸一氏
「材料開発におけるメカノケミカル効果の応用」
講師 一関工業高等専門学校
物質化学工学科 教授 二階堂 満 氏
「ラマン分光の基礎とアプリケーションの紹介」
講師 ㈱堀場製作所分析センター
テクニカルプラザチーム 中田 靖 氏

参加料は
無料です

申込み先 (財)岩手県南技術研究センター
℡ 0191-24-4688
【№２】

新商品を開発し市場に提供する場合、どんなに技術力やブランド
価値を高めても、「模倣品」への備えを怠れば、それまでの努力が
一瞬で水の泡になることもあります。これを防ぐには新技術やブラ
ンドを確実に権利化し保護しておくことが不可欠です。
当セミナーでは、具体的な事例をもとに「特許電子図書館」を利
用し特許庁への出願書類の作成を研修・習得します。
と き

商標コース
特許コース

ところ
定 員

岩手県南技術研究センター
先着15名 （受講料無料）

内

①出願書類の構成及び登録要件の基礎知識
②特許電子図書館の出願書類
(提案書)作成への活用方法

容

申込先

11月 7日(火)午後1時30分〜
12月12日(火)午後1時30分〜

岩手県南技術研究センター
℡ 0191-24-4688

第3回ECO-MA nufacture2006
と き
ところ
内

容

（略称 エコマ2006）
平成18年11月29日〜12月1日
パシフィコ横浜(展示ホールB)
製品・技術セミナー
生産と設備管理のソリューション展
環境経営シンポジウム
生産技術革新シンポジウム
生産現場改善シンポジウム

申込み･問合せ
製造業環境、エネルギー対策展事務局
http://www.jma.or.jp/ECOMA/
℡03-3434-1391

１

鋳造技術公開セミナー

テーマ
講 師
日 時
場 所
２

日 時 平成18年11月10日(金) 午前10時〜午後4時
場 所 仙台市青葉区「仙台国際センター」
内 容
10:00〜12:00 特別講演
「モノづくりは、人づくり」
アイシン精機㈱ 相談役 和田 明広 氏
13:00〜
講義
「自動車関連産業参入へのアプローチ」
中小企業基盤整備東北支部
チーフ･アドバイザー 池上 正俊 氏
事例研究
北上精工㈱、㈱北上エレメック
㈱エレック北上
受講料 ３，０００円
申込先 中小企業基盤整備機構東北支部
℡ 022-392-8811

「鋳造シミュレーション」（パソコンによる実習」
岩手大学工学部 助教授 平塚 貞人 氏
平成18年11月16日(木) 18:30〜20:30
奥州市鋳物技術交流センター

金型技術公開セミナー

テーマ
講 師
日 時
場 所

「各種プレス加工における表面処理工具の有用性」
日本工業大学機械工学科 教授 古閑 伸裕 氏
平成18年12月1日(金) 13:30〜15:30
北上オフィスプラザ２Ｆ

両セミナーとも無料です。
申込先 県南広域振興局地域支援課 ℡ ０１９７-２２-２８１３

編集・発行元

『産学官イブニング研究交流会』へのご案内
１１月１４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
電話24-4688までご連絡下さい）
【11月14日の内容】 （予定）
（講師） 社団法人発明協会岩手県支部
事務局長 南幅 留男 氏
（テーマ）
＊発明協会の事業説明 ほか

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/

おすすめ！11月10日
「表面技術セミナー」

月 日

行 事 名

イベントのご案内
場

所

岩手県南
技術研究センター

１１月1日
9:00〜

発明無料相談会

11月6日
〜7日
10:00〜

仙台国際フォーラムマイクロ・ナノ異分
野システム融合国際フォーラム「第２回
仙台サンプラザ
フラウンホーファーシンポジウム
inSENDAI]

11月7日
13:30〜

11月10日
13:00〜

11月10日
10:00〜

11月14日
18:30〜

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）

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

「MEMS技術を中心としたマイクロ・ナノテクノロ
ジー分野」とＩＴ、半導体といった異分野技術の ＭＥＭＳパークコンソー
融合をキーワードに、先端技術や産学連携、地 シアム事務局
域連携の視点からの国内外トップランナーによ 電話022‐279‐8811
る講演
講習内容
①出願書類の構成及び登録要件の基礎知識
②特許電子図書館の出願書類(提案書)作成へ 岩手県南
の活用方法
技術研究センター
講師 岩手県知的所有権センター
℡0191‐24‐4688
特許情報活用支援アドバイザー
中嶋 孝弘 氏

特許情報活用セミナー（商標コース）

岩手県南
技術研究センター

表面技術セミナー

表面・界面に関する基礎知識と最新技術の情報
提供
岩手県南
・常温型溶融塩を用いる電析技術の開発と表面
ホテルサンルート一関
技術研究センター
処理技術への展開
℡0191‐24‐4688
・材料開発のおけるメカノケミカル効果の応用
・ラマン分光の基礎とアプリケーションの紹介

自動車関連産業育成セミナー
「挑戦！自動車関連産業への参入」

仙台国際センター

産学官イブニング研究交流会(第6４回) 世嬉の一酒造

【特別講演】
「モノづくりは、人づくり」
〜最高の品質は人づくりから〜
講師 アイシン精機株式会社相談役 和田明広 中小企業基盤整備機
氏
構東北支部
【事例研究】
℡022‐392‐8811
サプライヤーに学ぶ自動車産業参入への企業
努力とは（北上精工㈱、㈱北上エレメック、㈱エ
レック北上）
（予定)
講師
社団法人発明協会岩手県支部
事務局長 南幅 留男 氏
テーマ ＊発明協会の事業説明

岩手県南
技術研究センター
℡0191‐24‐4688

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

発明無料相談会

岩手県南
技術研究センター

11月15日
〜17日

産業人材育成トレーナー養成講座

現場での若手・部下育成指導や工業高校等の
北上市技術交流セン 生徒指導の際のノウハウ習得
ター
・コーチングスキル ・プレゼンテーション実習
・レッスンプランの作成

11月16日
13:00〜

第2回いわてビジネスグランプリ2006

・ビジネスプラン発表・公開審査
財団法人いわて産業
ホテルメトロポリタン盛 (有)イグノス、(有)いわて西澤商店、エクセルハウ 振興センター 新事業
岡 NEW WING
ジング(有)、久慈琥珀㈱、㈱水本 ほか
支援グループ
・グランプリ受賞祝賀会
℡019‐631‐3825

11月16日
18:30〜

ものづくり公開セミナー
「鋳造技術公開セミナー」

･鋳造シミュレーション（パソコンによる実習）
奥州市鋳物技術交流
講師 岩手大学工学部 助教授 平塚 貞人
センター
氏

11月15日
9:00〜

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

県南広域振興局地域
支援課
℡0197‐22‐2813

第3回ＥＣＯ‐ＭＡnufacture2006
11月29日
(略称:ECOMA エコマ）
〜12月1日
(製造業環境･エネルギー対策展)

東京ビッグサイト
東ホール

･地域発の先端的な産業技術や開発技術の紹
介
・中小企業総合展
・全国インキュベーションフォーラム2006
・全国知的･産業クラスターフォーラム
岩手・宮城の企業＆研究支援機関等も多数出
展します。

ものづくり公開セミナー
「金型技術公開セミナー」

北上オフィスプラザ

・各種プレス加工における表面処理工具の有用
県南広域振興局地域
性」
支援課
講師 日本工業大学機械工学科
℡0197‐22‐2813
教授 古閑 伸裕 氏

発明無料相談会

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）

特許情報活用セミナー（特許コース）

岩手県南
技術研究センター

講習内容
①出願書類の構成及び登録要件の基礎知識
②特許電子図書館の出願書類(提案書)作成へ 岩手県南
の活用方法
技術研究センター
講師 岩手県知的所有権センター
℡0191‐24‐4688
特許情報活用支援アドバイザー
中嶋 孝弘 氏

産業人材育成トレーナー養成講座

現場での若手・部下育成指導や工業高校等の
北上市技術交流セン 生徒指導の際のノウハウ習得
ター
・コーチングスキル ・プレゼンテーション実習
・レッスンプランの作成

11月29日
地域発先端テクノフェア2006
〜12月1日

12月1日
13:30〜

12月6日
9:00〜

12月12日
13:30〜

12月11日
〜13日

12月20日
9:00〜

・製品･技術セミナー
・生産と設備管理のソリューション展
製造業環境、エネル
横浜市「パシフィコ横
・環境経営シンポジウム
ギー対策展事務局
浜」
・生産技術革新、生産現場改善シンポジウムほ ℡03‐3434‐1391
か

発明無料相談会

あとがき

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）

先日行われましたロボコン東北大会の結果、一関高専Ｂチームが見
事全国大会の出場権を獲得しました。是非、全国大会では優勝目指し
てがんばってください。
今年も残すところ2ヶ月足らずとなりました。何かと忙しい時期で
すが、みなさん健康には十分注意してがんばりましょう。

文部科学省
℡03-6734-4023
経済産業省
℡03-3501-8794

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

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
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

