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Topics 金属材料を学ぶ ◇金属材料加工技術研修コース◇
11
７月
16 日（土）当センターにおいて、一関高専の教職員を講師に金属材料講座
∞
を開講いたしました。この事業は、全国中小企業団体中央会の補助を受け、中小企
業在職者及び求職者を対象に「ものづくり分野の人材育成・確保事業」として実施
いたします。
同日は、12 名が参加し、金属材料の基礎について講義と光学顕微鏡による金属組
織の観察の実習を行いました。今後、7 月 23 日（土）、8 月 6 日（土）
、27 日（土）
に行われ、鉄鋼材料の講義、分析顕微鏡による成分分析の実習、非鉄金属や新素材
の講義、形状記憶合金の熱処理、金属のＸ線回折測定による結晶構造との関係、硬
さ測定の実習を行っていきます。

品質管理（ＱＣ）検定３級
取得支援講座 受講生募集
ＱＣ七つ道具を自由に使いこなし、職場内で発生す
る様々な問題をＱＣ的なものの見方で分析・解析で
きる３級レベルの方を対象に、ＱＣ３級合格に必要
な知識の習得と実力の養成のための講座を、次のと
おり開催します。
【日時】平成 23 年 8 月 3 日（水）
、10 日（水）
午前 9 時から午後 5 時まで。
【会場】岩手県南技術研究センター
【受講料】2,000 円（税込）
（テキスト代など）
【定員】15 名程度（１社あたり２名まで）
【講師】阿部 一幸 氏
（元ＮＥＣトーキン㈱岩手事業所長）
【内容】１日目 品質管理概論、品質管理の手法、
品質管理実施法など
２日目 問題解決、標準化、品質保証活動
など
【持参物】筆記用具、電卓、定規（20～30 ㎝程度）
【申込期限】7 月 26 日（火）
【問合せ・申込先】
岩手県南技術研究センター
℡：0191-24-4688 Fax：0191-24-4689

一関高専公開講座 参加者募集
『第三種電気主任技術者試験

受験支援講座』

第三種電気主任技術者試験の受験支援として、基礎事
項の解説に加え、関連する過去問題の解説など学習の
ポイントについて、次のとおり開催されます。
【日時】平成 23 年 8 月 18 日（木）
、19 日（金）
、25 日（木）、26 日（金）
各日午後 2 時から午後 4 時まで
【会場】一関工業高等専門学校
【受講料】6,400 円
【定員】10 名（先着順）
【対象】社会人（技術者等）
【講師】一関工業高等専門学校
電気情報工学科 教授 郷 冨夫 氏
【主催】一関工業高等専門学校・専攻科ゼミ室
【後援】一関工業高専専門学校教育研究振興会
岩手県南技術研究センター
【申込期限】8 月 5 日（金）
【問合せ・申込先】
一関工業高等専門学校
℡：0191-24-4871 Fax：0191-24-2146

地域企業情報ガイダンス開催日程のご案内
例年６月に開催しておりました「地域企業情報ガイダン
ス」につきましては、東日本大震災による影響が大きい等

機器整備のお知らせ
一関市から補助を受け、
「マイクロ波試料前処理装
置」と「触針式表面形状測定器」を整備いたします。
整備後は、機器の使用についての研修会を予定し
ておりますので、ご参加をお願いいたします。
詳細については、整備後あらためてお知らせいた
します。

から今年度は、１０月に開催する予定で関係機関と進めて
おります。詳細が決まり次第、改めてお知らせいたします。

－お知らせ―
次のとおり臨時休館させていただきます
8 月 15 日（月）
（13 日（土）、14 日（日）は閉館日です。）

『第 119 回産学官イブニング研究交流会』へのご案内
日時：8 月 24 日（水） 18 時 00 分～
イブニングの日 会場、内容等詳細が決まり次第、ホームページ等でお知らせいたします。
皆様お誘い合わせの上、おいで下さい。
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【講師】ＡＫＪグローバルテクノロジー
株式会社
代表取締役 岩渕拓也 様
【演題】「ニッチソリューションで
一関から世界ﾍ挑戦」

卓越した「経営手法」「経営実践」「経
営指導」 等により、多数の「起業、創
業」及び「企業の成長」支援に取り組ん
できました講師が、その実践学を伝授
するという内容
テーマ「真に役に立つ事業計画の立て
方」
～原価管理よ、さようなら！収益管理
よ、こんにちは！～
【講師】 関 洋一 氏
盛岡市産業支援センター
インキュベートマネージャー
【定員】30 名程度
本講座は、ＱＣ七つ道具を自由に使い
こなし、職場内で発生する様々な問題
をＱＣ的なものの見方で分析・解決で
きる３級レベルの方を対象に、ＱＣ検定
３級合格に必要な知識の習得と実力の
養成を目指します。
詳細については、おもてをご覧くださ
い。
シンポジウムでは、様々な分野で被災
地の復興・コミュニティ再生に取組む専
門家の方々の講演、社会技術に期待
されることについての意見交換などが
行われます。
【第 1 セッション】
RISTEX 東日本大震災対応・緊急研
究開発成果実装支援プログラムの
進捗・成果・課題
【第 2 セッション】
社会技術に求められること
【総括セッション】
【参加費】無料（定員 250 名）
詳細・お申し込みはホームページをご
覧ください。
http://www.itsr.jp/form.htm

Iwate Research
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(財)岩手県南技術研究
センター
TEL 0191-24-4688

盛岡市新事業創出支
援センター
TEL 019-656-0120
www.morioka-tec.com

(財)岩手県南技術研究
センター
TEL 0191-24-4688

シンポジウム事務局
㈱第一エージェンシー
内
TEL 022-265-3460
www.itsr.jp/form.htm
【主催】
(独)科学技術振興機構
（JST）
社会技術研究開発セン
ター（RISTEX）
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