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○当センターの「リアルサーフェイスビュー顕微鏡（通称「SEM」）に、エ
ネルギー分散型Ｘ線分析装置（通称「ＥＤＸ」）を設置することが決定

（導入時期：平成２０年２月予定、経済産業省助成事業）。

○ＥＤＸの特徴
・製造部品等の精度評価、不具合の際の分析調査に利用可。
・非破壊による観察、元素分析が可能。

○利用できる分野
金属固溶体の相・変態・粒界・析出物・介在物、セラミックス、プラス

チック、高分子材料など広い分野で使用できます。

○研修会の開催 （県南広域振興局委託事業予定）
2月～3月を目途に、研修会を５回程度（同一内容）開催します。

＜問い合わせ先＞
岩手県南技術研究センター 電話 ０１９１‐24‐4688

○日 時 平成１９年１２月１９日（水）
①経営セミナーＱ＆A

午後６時３０分～午後７時３０分
講師 （社）中小企業診断協会岩手県支部長

宮 健 氏
「中小企業が時代に勝ち残るための成功事例を
質疑応答も含め講演します」

②無料経営相談
地元の中小企業診断士４名が相談に応じます。
午後７時３０分～午後８時３０分

○会 場 ホテルサンルート一関 ２階
○定 員 ３０名（定員になり次第、締め切ります）
○申込方法 １２月１７日までに下記へ電話でお申し込みください。

＜問い合わせ先＞
一関商工会議所 ℡0191－23－3434

○アズマプレコート㈱ 一関工場 様 （一関）
○千住電子工業㈱ 岩手工場 様 （一関）

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 １月１７日(木) 13:00～16:00
○場所 一関高専 「第一講義室」

講 師 １３：１０～１４：３０
日本大学工学部機械工学科

教 授 加 藤 康 司 氏
１４：４０～１６:００

東北大学原子分子材料科学高等研究機構
兼大学院工学研究科附属マイクロ・ナノマシニング
研究教育センター長

教 授 江 刺 正 喜 氏

申込先 一関工業高等専門学校 総務課総務係
℡0191－24－4704 Fax0191－24－2146

○１月２３日 （第４木曜日です）
修了証書授与・受講者代表発表ほか １５：００～
講演の部： 午後１７時００分
講師 前田製管㈱

相談役 前田 直巳 氏
交流の部： 午後１８時００分

○会場 ベリーノホテル一関
会費 ４千円(講演のみは無料です）

１月１１日(金)まで当センター電話24-4688にご連絡下さい

○開催期日 １２月２０日(木)
テーマ 「企業（製造業）の知的財産戦略について」
講 師 アート特許商標事務所

所長 弁理士 須田 篤 氏
＜講演の部＞

第１部 １５：３０～１６：４５
第２部 １７：０５～１８：２０

＜交流の部＞ １８：３０～２０：００

○参加料 無料 （但し、交流会は１人3,000円）
○会 場 世嬉の一酒造
○申込締切 平成１９年１２月１７日（月）正午まで

＜問い合わせ先＞
岩手県南技術研究センター



月 日

１２月１９日
１３:００～

１２月１９日
１８:３０～

１２月２０日
１５：３０～

１月９日
９:００～

１月１７日
１３:００～

１月２３日
１３:００～

１月２３日
１５：００～

１月２３日
１４:３０～

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

高専等を活用した中小企業人材育成事
業「成果普及セミナー」

（第78回産学官イブニング研究交流会
と併催です）

ベリーノホテル一関

（予定）
１５：００～ 修了証書授与・受講者代表発表
１７：００～ 講演会

講師 前田製管㈱
相談役 前田 直巳 氏

１８：００～ 交流会 （会費1人４,000円）

岩手県南
技術研究センター

℡0191‐24‐4688

ものづくりフロンティア戦略フォーラムｉｎ
三陸

ホテルサンルート釜石

講演
「沿岸圏域のものづくり産業の振興について」
講師 岩手県知事 達増 拓也 氏

「地域社会における
ものづくり人材の育成について」

講師 一橋大学大学院商学研究科教授
関 満 博 氏

＊パネルディスカッションも行われます。

大船渡地方振興局企画
総務部産業Ｇ
℡0192‐27‐9911

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

先端科学特別講演会 一関高専第一講義室

講師
・日本大学工学部機械工学科

教授 加藤 康司 氏

・東北大学原子分子材料科学高等研究機構
兼大学院工学研究所附属

マイクロ・ナノマシニング
研究教育センター長

教授 江刺 正喜 氏

一関高専総務課総務係
℡0191‐24‐4704

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）の知的財産戦略について」

講演の部：午後３時３０分
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

経営の成功事例に学ぶＱ＆Ａ
セミナーと経営個別相談会

ホテルサンルート一関

セミナー講師
（社）中小企業診断協会

岩手県支部長 宮 健 氏

個別相談講師（地元中小企業診断士）
菅原 繁雄 氏 ・ 原 宏行 氏
千葉 一郎 氏 ・ 伊藤 陸男 氏

一関商工会議所
℡0191‐23‐3434

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

行 事 名 場 所 内 容 連 絡 先

イベントのご案内

あとがき
今年も残りわずかとなりました。皆様にとりまして、今年はどのような年で

したでしょうか？
県南技研にとりましては、機器利用や人材育成事業など、企業の皆様の利用

が大変多く、嬉しい年となりました。心から感謝と御礼を申し上げます。


