
「地方発明表彰」って、ナニ？
優秀な発明・考案・意匠を完成された方々、発明等の実施化に尽力

された方々、発明等の指導・奨励・育成に貢献された方々の功績を称
え表彰する制度で、今回で87年を迎えます。

○「技術者・研究開発者を顕彰します」
優れた発明やデザインを生み出した技術者・研究開発者を顕彰しま

す。表彰を通じてご自身の発明を社会にアピールするチャンスです。

○「地域産業を牽引する技術を募集します」
その発明が地域産業にいかに貢献しているかという観点から、優れた

技術を募集します。

○さらなる飛躍のチャンス
地方発明表彰は、全国発明表彰に繋がっており、さらに優れた発明

の完成者には国の栄典という道も開かれています。

「募集期間」 平成20年2月1日～平成20年4月1日

「問い合わせ先」
(社)発明協会岩手県支部 ℡019－634－0684
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『第80回産学官イブニング研究交流会』へのご案内

３月１９日 午後５時３０分～
会場 ホテルサンルート一関 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）

【3月19日の内容】
（講師） 一関信用金庫 融資部次長 阿部 博之 氏
（テーマ）
「地域の情報集積を活用した持続可能な

ビジネスモデルの確立」

世界的なエネルギー需要の拡大傾向と供給力の限界が懸念され、また京
都議定書の約束期間が今年1月から始まり、温室効果ガス排出量６％削減な
ど、今後一層の省エネルギーの推進が求められいます。

１ 日程 平成20年２月29日（金）
午後4時～午後5時30分

２ 場所 一関工業高等専門学校 視聴覚室
（メディアセンター１階）

３ 内容 【講演】
演題「最新のバイオ燃料製造技術とＣＯ2削減について」
講師 一関工業高等専門学校

物質化学工学科 准教授 福村 卓也 氏

４ 参加料 無料 （定員50名）
５ 主催 ふれあいエコ・セミナール実行委員会
６ 申込・問い合わせ先

一関市生活環境課 生活保全係 担当：飯村
℡0191－21－2111 内線8342

日時 平成20年３月３日（月）午後１時30分～午後３時30分
場所 北上市「ホテルニューヴェール北上」本館４階
内容 講演：講師 法政大学経営学部 教授 佐野 哲 氏

企業の人事担当者や就職指導関係者のほか、高校生・大学生をお持ちの
保護者の方々も是非、ご参加ください。

【申込・問い合わせ先】
岩手県県南広域振興局 経営企画部 ものづくりグループ

電話0197-22-2812

産業機械の動向や可能性を学ぶ絶好の機会です。是非、ご参加くださ
い。（1回のみの参加も受け付けします）

①平成20年3月5日（水） 午後４時～午後５時30分
会場 奥州市水沢区「ホテルプラザイン水沢」
内容 講演 「医療用器械の動向を学ぶ」

講師 東芝メディカルシステムズ㈱
研究開発センター戦略開発部
戦略企画担当グループ長 高田 洋一氏

②平成20年３月13日（木） 午後４時～午後５時30分
会場 奥州市水沢区「ホテルプラザイン水沢」
内容 講演 「工作機械の動向を学ぶ」

講師 ㈱牧野フライス製作所
金型加工技術センター 副センター長 金谷 潤 氏

【申込・問い合わせ先】
岩手県県南広域振興局 経営企画部 ものづくりＧ

電話 0197-22-2812

大学等の技術シーズを地域企業に紹介し、新事業創出を支援しま
す。事業課題を抱える企業の皆さんのご相談にも応じられるよう、少
数の懇談形式で開催します。

・日時 平成20年３月19日（水） 16：00～17：30
・場所 ホテルサンルート一関
・内容 各大学技術シーズの概要・事業化方向の紹介

企業の事業化課題の相談
・対象・定員 地域企業10～15社
・参加料 無料

＊終了後、産学官イブニング研究交流会を開催します。

【申込・問い合わせ先】
財団法人岩手県南技術研究センター ℡0191-24-4688
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採用直結型リクルーティングセミナー
北上市「ホテルニュー
ヴェール北上」

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

省エネルギー講演会
一関工業高等専門学
校メディアセンター
（視聴覚室）

講演「最新のバイオ燃料製造技術とＣＯ2削減に
ついて」
講師 一関工業高等専門学校

物質化学工学科准教授 福村 卓也氏

一関市生活環境課

℡0191-21-2111

地域食品開発セミナー
盛岡市「ホテルルイ
ズ」

講演①
「商品力を高める―あきらめない・妥協しない食
品開発―」

岩手大学農学部准教授 三浦 靖 氏
講演②
「岩手の食文化を食品開発のエッセンスに」

岩手大学教育学部教授 菅原 悦子氏
講演③
「食品産業・観光産業・農水業との連携による地
域食品のつくり方」

観光カリスマ工藤事務所長 工藤 順一氏

いわて食料産業クラス
ター協議会事務局

℡019‐624‐1363

産学技術マッチングセミナー ホテルサンルート一関

・各大学技術シーズの概要・事業化方向の紹
介、企業の事業化課題の相談
・対象・定員 地域企業10～15社
・参加料 無料

岩手県南
技術研究センター

℡0191‐24‐4688

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

ものづくりゼミナール
奥州市「ホテルプラザ
イン水沢」

医療用器械の動向を学ぶ
講師：東芝メディカルシステムズ㈱

研究開発センター戦略開発部
戦略企画担当グループ長 高田 洋一氏

岩手県県南広域振興
局 経営企画部 もの
づくりＧ
℡ 0197-22-2812

ものづくりゼミナール
奥州市「ホテルプラザ
イン水沢」

工作機械の動向を学ぶ
講師 ㈱牧野フライス製作所

金型加工技術センター
副センター長 金谷 潤 氏

岩手県県南広域振興
局 経営企画部 もの
づくりＧ
℡ 0197-22-2812

夢県土いわて戦略的研究推進事業研
究成果発表会

いわて県民情報交流
センター アイーナ８
階

【研究課題】
①車載機器用次世代部品製造のための精密プ
レス技術の研究
②自動車組立ライン用小型精密射出成形機の
開発
③新しいPET用腫瘍トレーサーの開発と臨床応
用
④三陸産未利用水産資源を活用した新規機能
性食品素材の開発
⑤シイタケ菌床栽培廃物の有効利用による環境
汚染物質処理法等の開発
⑥寒冷地における冬～春野菜生産を可能とす
る新品種・作型の開発
⑦食品工場廃棄物のリサイクルと動物用飼料サ
プリメントの開発
⑧高分解能心電解析装置の開発
⑨次世代医用高精細単色ⅹ線診断・治療装置

岩手県科学・ものづくり
振興課

℡019－629－5252

産学官イブニング研究交流会(第80回) ホテルサンルート一関

講師 一関信用金庫
融資部次長 阿部博之氏

テーマ 「地域の情報集積を活用した
持続可能な ビジネスモデルの確立」

岩手県南
技術研究センター

℡0191‐24‐4688

行 事 名 場 所 内 容 連 絡 先

ＩＴ活用促進フォーラムin遠野
遠野市「あえりあ遠
野」

①地域ＩＴ関連企業リレー講演
・㈱ぴーぷる ・㈱プラスプラス
・アップラン㈱
②優良事例発表 ㈱石神製作所
③総括講演
岩手県立大学 教授 柴田 義孝 氏

県南広域振興局花巻
総合支局地域支援部

℡ 0198-22-4911

イベントのご案内3月19日 イブニング
でお会いしましょう


