
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

『第 96 回 産学官イブニング研究交流

会』へのご案内 

 

7 月 15 日 午後５時 30 分～ 

講演：事業継続計画に関する講演を予定してい 

ます 

会場：世嬉の一酒造 会費 3,000 円 

（講演のみの参加は無料） 

皆様お誘い合わせの上、おいで下さい。 

お待ちしております。 

ＳＩＲＣ 『 県南技研だより 』 
 

2009 年 6 月 第 52 号 

発行：岩手県南技術研究センター 

平成 21 年度人材育成事業を実施します 
平成 21年度 財団法人岩手県南技術研究センターで実施する人材育成事業（北上川流域産業活性化協議会分）

をご紹介します。 

人材育成事業は ①分析技術 ②材料・材料加工 ③CAE（解析）について行います。 

このうち、７～８月実施分は以下の通りです。 

◎ 顕微ＦＴ－ＩＲ付加ＡＴＲ分析技術セミナー 

・定員 各３名  研修日数：２日間 

・内容 講義 3h、機器実習 6h 

・研修日 １回目 7/3,4   ２回目  7/10,11 （８月以降３回実施予定で、計５回開催予定です。） 

◎ 分析技術基礎セミナー 

・定員 10名   研修日数：４日間  

・内容 分析化学入門 3h、機器分析 3h、蛍光 X 線分析 6h、顕微 IR・IR 分析 6h、ICP 質量分析装置・原子

吸光装置による分析 6h 

・研修日 7/18,25,8/1,8/22 

◎ 学生・企業技術者向けＣＡＥ講座（設計者） 

・定員 各７名  研修日数：２日間 

・内容 ソリッドワークスシュミレーション・構造解析コース（旧製品名：コスモス・ワークス） 

・研修日 １回目 7/28,29  ２回目 8/26,27  ３回目 9/29,30（同じ内容を３回実施します。） 

 

お問い合わせは  財団法人 岩手県南技術研究センター 0191-24-4688 伊藤・栃澤までお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

ttooppiiccss    

新型インフルエンザ対策 BCP セミナー 

新型インフルエンザ対策、BCP（事業継続計画）の具体

的な計画策定方法のセミナーが開催されます。 

内 容：①緊急！新型インフルエンザ対策 

    ②危機から企業を守る BCP とリスクマネジメント 

    ③企業存続のためにこれだけはやっておこう 

講 師：岩手県保健衛生担当 

    洪聖協氏（財団法人日本生産性本部 ERM 主席研究員） 

日時・会場 

 各会場とも１３：００～１６：００ 

   盛岡会場：6 月 25 日（木）ホテルメトロポリタン盛岡本館 

  北上会場：6 月 26 日（金）北上オフィスプラザ 

定 員：各会場とも先着６０名様限定 

受講料：無料 

申込み方法 

  6 月 22 日（月）までに、電話又はＦＡＸ（別添様式）で下記

のどちらか に申込みください。 

  岩手県商工会連合会 

TEL：019-622-4165FAX：019-654-3363 

  岩手県商工労働観光部経営支援課 

 TEL：019-629-5548 FAX：019-629-5549 

詳細は http://www.shokokai.com/ 

主催者：岩手県商工会連合会  岩手県 

第 19回化学工学一関セミナー 

－グリーンケミストリー、環境を考える－ 

環境に優しい材料、夢のある新規電極材料開発、環境保

全への取り組みについて、ご講演いただきます。 

日時：6 月 20 日（土）13：10～17：00 

会場：一関高専 第一講義室 

内容：基調講演 東京工業大学  中野義夫氏 

    講   演  山形大学    松田圭悟氏 

        産業総合研究所 手島暢彦氏 

第３水曜日はイイブブニニンンググのの日日  



 

 

 

 

 

月  日 行  事  名 場   所 内      容 連 絡 先 

7月 1日 発明無料相談会 
県南技術研究セ

ンター 

無料相談会を開催します。事前に予約が必要

です。（先着順） 

 

7月 1日 13：00～ （担当：菅原弁理士） 

岩手県南技術研究センター 

TEL 0191-24-4688 

発明協会岩手県支部 

TEL 019-634-0684 

6月 20日 

第 19回化学工学一関セ

ミナー 

－グリーンケミストリー、

環境を考える－ 

一関工業高等専

門学校 

 

内容：基調講演 東京工業大学 中野義夫氏 

     講演  山形大学      松田圭悟氏 

         産業総合研究所  手島暢彦氏 

主催：岩手県化学工学懇話会、 

一関高専・物質化学工学科 

参加費：1,000円（資料代）、学生無料 

懇親会：会費 2,000円（一関高専萩友会館） 

一関高専 物質化学工学科 

二階堂 満 

TEL 0191-24-4777 

FAX 0191-24-2146 

E-mail 

nikaido@ichinoseki.ac.jp 

6月 25日 

   26日 

BCP（事業継続計画） 

セミナー 

25 日 

ホテルメトロポ

リタン盛岡本館 

26 日 

北上オフィスプ

ラザ 

①緊急！新型インフルエンザ対策 

②危機から企業を守る BCP とリスクマネジメント 

③企業存続のためにこれだけはやっておこう 

講 師：岩手県保健衛生担当 

    洪聖協氏（財団法人日本生産性本部 

ERM主席研究員） 

定 員：各会場とも先着６０名様限定 

受講料：無料 

岩手県商工会連合会 

TEL：019-622-4165 

FAX：019-654-3363 

岩手県商工労働観光部経

営支援課 

TEL：019-629-5548 

FAX：019-629-5549 

http://www.shokokai.com/ 

6月 24日 

 ～26日 
第 13回機械要素技術展 東京ビッグサイト 

機械要素、加工技術を一堂に集めた日本最大

の専門技術展（1,640社出展） 

岩手県内から 14社が出展予定。 

 

＊関東地方で開催される見本市、展示会に出

展を希望する県内企業に、いわて産業振興

センターから出展料の助成制度が実施されま

す。 

  http://www.joho-iwate.or.jp 

機械要素技術展(M-Tech) 

事務局 

リード エグジビション ジャ

パン株式会社 

〒163-0570 東京都新宿区

西新宿 1-26-2 新宿野村ビ

ル 18階 

TEL：03-3349-8506  

FAX：03-3349-8500 

E-mail：

mtech-tokyo@reedexpo.co.j
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