○期日 平成19年10月31日(水)～11月2日(金)
○開催内容
●ブース展示 中小企業が自ら開発した新製品・新サービス・新技術
を展示します。
●講演／セミナー 著名人による講演や経験豊富な経営者によるセミ
ナーを実施します。
●出展者１分間プレゼン 出展者に各社製品等をカメラに向かって１
分間プレゼンしていただき、会場内のミニシアター・モニターにて中
継します。
●マッチング商談コーナー／セミナー マッチングのための商談コー
ナー・特設ステージでのセミナーを開催します。

当センターも

出展します。
問い合わせ先
○中小企業総合展事務局
〒１０４－００４５ 東京都中央区築地４－７－３
ＴＥＬ：０３－３５２４－４６６８ Ｅ－Ｍａｉｌ：info@sougouten.smrj.go.jp

【趣旨】
県南地域の産業競争力の向上を図るため、基盤的技術を担う企業を
中心に、その総合力を強化する「ものづくり総合力強化事業」がスタート
しました。
県南地域の各支援機関等との連携により各種研修会等を実施します
ので、企業の皆様の積極的なご参加をお待ちしております。
Ⅰ ものづくり基礎知識習熟プログラム
① 機械加工基礎講座
② 機械保全基礎講座
③ 機械設計基礎講座
④ 品質管理基礎講座
⑤ 図面の読み方・見積りの仕方基礎講座
Ⅱ ものづくり加工技術者養成プログラム
① 汎用旋盤実習講座
② 汎用フライス盤実習講座
③ NC加工実習講座(マシニングセンター)
④ TIG溶接実習講座
⑤ プラスチック成型金型実習講座
⑥ YAGレーザー加工実習講座
Ⅲ ものづくり3次元設計者養成プログラム
① 3次元CAD実習講座（Solid Works基礎）
② 3次元CAD実習講座（CATIA基礎）
Ⅳ ものづくり企業課題対策プログラム
① 生産設備導入対策
② IT活用生産向上対策
③ 作業環境改善対策
④ 作業効率向上対策
⑤ 不良率改善対策
⑥ 現場リーダー養成対策
⑦ 機械加工・機械保全技能向上対策
詳細については
県南広域振興局 産業振興課 電話0197-22-2812
までご連絡ください。

編集・発行元

8月30日(木）、一関信用金庫様と当センターは、「地域
貢献の協力推進にかかる協定」を締結しました。
中小企業の産学連携を支援することを通じて、地域社
会発展への貢献を目指すことを目的とするもので、産業
支援機関と金融機関が協定を結ぶのは、県内では初め
てです。
具体的には、当センターの研究成果や支援事業など
と、地域の中小企業のニーズのマッチングに関するコー
ディネートや取引企業からの技術相談への支援などに
取り組みます。
また、一関信用金庫様では今回の協定に合わせて既
存の無担保で5百万円まで融資する創業・経営改善支
援資金に、新事業に取り組む資金も融資対象に加え、
限度額も新事業・経営改善支援資金は30百万円に拡
げ、融資制度の拡充を図る予定です。

○開催期日・内容
＜品質管理＞ ２コマ
１１月３日(土) 「品質保証と信頼性」 「TQMと企業経営」
＜ＰＩＣ入門＞ ４コマ
１１月１０日(土)・１１日(日)
「ＰＩＣマイコンと開発環境」「入出力の制御」
「AD変換とDCモータ制御」「応用システムの製作」
＜材料＞
４コマ
１１月１０日(土)・１７日(土)
「金属材料の基礎」「光学顕微鏡観察」
「鉄鋼材料の基礎」「電子顕微鏡観察及び成分分析」
○受講料

１コマ 500円（資料代）

＜問い合わせ先＞
岩手県南技術研究センター 電話 24-4688

『第７４回産学官イブニング研究交流会』へのご案内
９月１９日 講演の部：午後４時３０分 交流の部：午後５時３０分
会場 ホテルサンルート一関
会費 ４千円
９月１４日(金)まで当センター電話24-4688までご連絡下さい
（講師）
日本工場経営者協会 代表 内山 昭夫 氏
（テーマ）
『品質管理から品質強化へ』
今回は、両磐インダストリアルプラザの講演会と併催です。
★★ 次回は、１０月１８日（木）の予定です ★★
講師 岩手県知事

達増 拓也 氏 （予定）

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
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発明無料相談会

岩手県南
技術研究センター

産学官イブニング研究交流会(第７4回)

（講師）
日本工場経営者協会 代表 内山 昭夫氏
（テーマ）
ホテルサンルート一関 『品質管理から品質強化へ』

講演会 16：30～
交流会 17：30～

発明無料相談会

ビジネスマッチ東北2007
いいモノテクノフェア2007

無料相談会を開催します。電話予約が必要で
す。（対応：船越弁理士）

今回は、両磐インダストリアルプラザの講演会
と併催です。

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）

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

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
℡0191‐24‐4688
発明協会岩手県支部
℡019‐634‐0684

・商品展示会（200ブース）
「情報・IT」「電気・機械」「環境・くらし」「食」「そ
の他」の５つのジャンルの会場構成で、新たな
ビジネスマッチ東北
「商品」「サービス」「ビジネスプラン」等を一堂に
2007・いいモノテクノフェ
仙台市「夢メッセみや 展示
ア2007開催実行委員会
ぎ展示棟・会議棟」
事務局
・商談会（40エントリー）
℡022‐261‐5817
新たな商品、事業を展開するチャンス。
＊入場無料

10月５日
13：00～

10月11日
～13日

10月12日
～13日

産学官連携フェア 2007みやぎ

仙台市「仙台国際セ
ンター」

エコプロダクツ東北2007

「循環型社会の構築」を目指し、これらに通じる
事業や技術の紹介を行います。
・環境（配慮）製品展示
東北ニュービジネス協議
仙台市「夢メッセみや
・環境技術、環境ソリューション情報の発信、交 会
ぎ」
流
℡022‐261‐5817
・環境活動の紹介（ＮＰＯ法人など）
・小中高校生向けの環境実験コーナー

第43回岩手県発明くふう展
岩手県工業技術センター一般公開

発明協会岩手県支部
・岩手県発明くふう展の応募された作品を一堂 ℡019‐634‐0684
盛岡市「岩手県工業 に展示紹介します。
技術センター」
・岩手県工業技術センターを一般の方々に広く 岩手県工業技術セン
知っていただくため一般公開を行います。
ター
℡019‐635‐1115

産学官イブニング研究交流会(第７5回)
10月18日
16：00～

宮城県内外の機関から７０の研究成果・技術、
地域産業支援のブースが設けられ、産学官によ
る新たな連携・新ビジネスを創出する場を提供し
ます。
みやぎ産業振興機構産
学連携推進部
・基調講演
℡022‐225‐6636
「失敗学のすすめ」
講師 工学院大学教授・東京大学名誉教授
畑村 洋太郎 氏

講演会 16：00～
交流会 17：15～

ベリーノホテル一関

（講師）
岩手県知事 達増 拓也 氏
（テーマ）
『 未定 』
＊産業振興に関するご講演をいただく予定と
なっております。

岩手県南
技術研究センター
℡0191‐24‐4688

