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○期 日 平成２０年２月２０日(水) 11:00～
○場 所 ベリーノホテル一関 ２F全フロアー
○スケジュール （変更になる場合もあります）

１１：００～１７：３０ 出展形式による企業情報交換
１７：３０～１８：３０ 産学官イブニング研究交流会
１８：３０～ 交流会（1人4,000円会費）

○出展料 無料

問合先 岩手県南技術研究センター ℡ 0191-24-4688

今年度、当県南技研の隣接地に一関市が整備を進めていました貸
し研究室「一関市研究開発プラザ」が完成間近となりました。現在、入
居者を募集中ですので、興味をお持ちの企業の皆さん、是非お問い
合わせください。

○募集締切 平成19年11月30日(金)
○施設の概要

名称・・・「一関市研究開発プラザ」
場所・・・一関市萩荘字高梨南方

（県南技研の隣接地です）

利用時間・・・24時間 365日利用可能です
研究室・・・39.51㎡×１室 月額 48,000円

26.46㎡×３室 月額 32,000円
電気・ガス・水道・電話・インターネット使用可（各自で契約）
会議室・給湯室・トイレ有り
＜問い合わせ先＞

一関市工業課 電話 0191-21-8451

○デジアイズ株式会社 様 （奥州）
ご加入いただきまして誠にありがとうございます。どうぞよろしく

お願いいたします。

○日時 11月28日(水) 13:00～19:00
○場所 仙台市「ホテル仙台プラザ」

≪11月28日≫
・新技術発表

岩手大学３テーマ 一関高専１テーマ 東北大学２テーマ
・就職相談会

ジョブカフェいわて みやぎジョブカフェ
・広域連携講演会

「北上川流域の”ものづくり”ひとづくり」
岩手大学学長 平山 健一 氏

「みやぎの工業戦略とひとづくり 富県構想と発展税」
(社)みやぎ工業会副会長 白幡 洋一 氏

≪11月29日≫
・宮城県の優良企業の視察会

＜問い合わせ先＞
県南広域振興局 経営企画部

電話 ０１９７－２２-２８１２

○１２月２０日 （第３木曜日です）
講演の部：午後３時３０分（予定）
講師 アート特許商標事務所

所長 弁理士 須田 篤 氏
交流の部： 午後６時３０分（予定）

○会場 世嬉の一酒造
会費 ３千円(講演のみは無料です）

１２月１７日(金)まで当センター電話24-4688にご連絡下さい

【出展小間の概要】
・原則１社１コマ スペース 2,700mm×2,700mm

基本設備 テーブル(白布掛)
巾1,800mm×奥行600mm×高700mm
イス４脚 社名紙
パネル 巾2,700mm×高さ1800mm(移動不可)
電気：単相100Ⅴ(PC・モニター程度)
＊水道・ガスは準備しておりません。

【搬入・準備】 平成20年2月20日 午前9時～午前11時
【片付け・搬出】 同上 午後5時30分～午後6時30分

○開催期日・内容
１２月１５日(土)・２２日(土) 各９：００～１６：００

＜１２月１５日＞ ２コマ
「形状記憶合金・磁性材料」 ９：００～１２：００
「形状記憶合金の熱処理」 １３：００～１６：００

＜１２月１６日＞ ２コマ
「高張力鋼、耐熱合金、防振材料、超伝導材料、
アモルフェス合金」

９：００～１２：００
「Ⅹ線回折」 １３：００～１６：００

○定員 １２名
○受講料 全４コマ 1,000円（資料代）
○会場 岩手県南技術研究センター

＜問い合わせ先＞
岩手県南技術研究センター
電話 ０１９１‐24‐4688



月 日

１１月２１日
１７：３０～

１１月２１日
１３:００～

11月２３日
１３:００～

１１月２６日
１４:００～

１１月２９日
１５:１０～

１１月２８日
１３:００～

１１月３０日
１３:００～

１２月５日
９:００～

１２月１１日
１３:００～

１２月２０日
１５：３０～

行 事 名 場 所 内 容 連 絡 先

地域イブニングフォーラム
兼産学官イブニング研究交流会(第７6
回)

講演会 17：30～
交流会 18：30～（会費1人3,000円）

世嬉の一酒造

テーマ
「3次元ＣＡＤ『地域企業の活用事例紹介』」

（内容）
・ソリッドワークスを活用した事例紹介
・ワンスペースデザイナーを活用した事例紹介

岩手県南
技術研究センター

℡0191‐24‐4688

ネイチャーテクノロジー＆グリーンプロセ
スルネッサンス「連携シンポジウム」

自然に学ぶ２１世紀の環境調和型技術

メルパルク仙台

基調講演・特別講演
・地球環境問題とネイチャーテクノロジー
・地域連携を考える
・インセクトテクノロジー
・低環境負荷プロセスへの取り組み

産業技術総合研究所
東北センター

℡022‐237‐5218

キャリア教育シンポジウム2007in盛岡 ホテル東日本盛岡

講師
ＮＰＯ「スクール・アドバイザー・ネットワーク」
理事長 生重 幸恵 氏

テーマ
「キャリア教育～未来に広がる種をまく」

・その他パネルディスカッション等

東北経済産業局地域経
済部産業人材政策課
℡022‐262‐1271

いわて・みやぎ県際広域連携
「もづくり・ひとづくり交流会ｉｎ仙台」

ホテル仙台プラザ ＊詳細は、前ページをご覧ください。
県南広域振興局

経営企画部
℡0197‐22‐2812

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）

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

岡山大学工学部 出前講座
塚本真也教授講演会

一関高専第一講義室

講師
岡山大学工学部
塚本真也教授

テーマ「創造性教育」

一関高専
℡0191‐24‐4700

経営品質日本一
「㈱ Ｊ・アート・レストランシステムズ」
経営者講演会

ベリーノホテル一関

講師
株式会社 Ｊ・アート・レストランシステムズ
代表取締役社長 望月 広愛 氏

テーマ
「顧客期待を越えたサービスの創造・提供」

ソニーイーエムシーエス
㈱千厩テック 経営品質
部 経営品質課
℡0191‐53-3263

楽しむ科学教室
「ニュートリノ、ニュートリノ、そしてニュー
トリノ」

岩手大学工学部テク
ノホール

講師
小柴 昌俊氏（2002年ノーベル物理学賞受賞）

財団法人
平成基礎科学財団
℡03‐5208‐1878

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：菅原弁理士）

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

産学官イブニング研究交流会(第７７回)
（知的財産権セミナーと併催です）

講演会 １５：３０～
交流会 １８：３０～（会費1人3,000円）

世嬉の一酒造

テーマ
「企業（製造業）の知的戦略」

講演の部：午後３時３０分（予定）
講師 アート特許商標事務所

所長 弁理士 須田 篤 氏

岩手県南
技術研究センター

℡0191‐24‐4688

イベントのご案内


