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品質管理技術の向上

☆☆☆品質管理検定３級・４級取得支援講座☆☆☆

８月３日（水）
、10
∞ 日（水）は、９時から 17 時まで、品質管理検定３級
取得支援講座、８月 18 日（木）には、９時から 16 時まで４級取得支援講
座を当センターにおいて、元ＮＥＣトーキン株式会社岩手事業所長 阿部
一幸様を講師に開催されました。講座には、それぞれ 18 名、10 名が受講さ
れました。25 日には４級取得支援講座２日目が行われます。
この事業は、一関市からの委託を受け、品質管理技術の向上や品質管理
技術の育成を目指し講座や研修を実施するものです。
３級取得支援講座では、品質管理概論、品質管理の手法、品質管理実施
法、問題解決、標準化、品質保証活動について、演習も行い学びました。
４級取得支援講座では、品質管理の基本、実践、手法、企業活動の基本
などについて学び演習を行います。
品質管理検定は、品質管理能力の向上や企業の製品品質への改善やコス
トダウンなどの品質の向上をねらいとし、年２回９月と３月に試験が行わ
れます。９月４日には、一関工業高等専門学校を会場に、品質管理検定試
験が実施されます。
今後、２級取得支援講座も実施予定となっております。

―今後の事業のお知らせー
当センターでは、これから次のような事業を予定
しております。
【ものづくり人材育成事業】
○環境分析技術講座（10 月～12 月）
・分析科学の基礎と応用（一般分析、環境分析）
・ＲｏＨＳ対策（蛍光Ⅹ線、ＩＣＰ）
・異物対策（顕微ＦＴ－ＩＲ、顕微ﾚｰｻﾞｰﾗﾏﾝ）
○ＣＡＥ研修会（10 月～12 月）
・SolidWorks（CAD 基礎、CAE 導入支援）
・ANSYS（構造解析入門・中級、伝熱解析）
【地域連携事業】
○地域企業情報ガイダンス(10 月 22 日)
○第６回企業情報交換会(2 月中旬)
○産学官イブニング研究交流会(毎月第 3 水曜日)
【研究開発事業】
○マイクロ波試料前処理装置操作研修会
○触針式表面形状測定器操作研修会
【その他の事業】
○ＱＣ検定２級取得支援講座（10 月～12 月）
※事業の内容等詳細については決まり次第、当セン
ターホームページ等でご案内いたしますので、皆様
のご参加を、お願いいたします。

第３水曜日は

イブ ニン グの日

発明無料相談会のご案内
～知財の専門家がアドバイス～
特許、実用新案、商標登録、出願手続き、費用など
知財に関わる相談会が次のとおり開催されます。
【日時】①平成 23 年 9 月 7 日（水）
午前 9 時から正午まで
②平成 23 年 12 月 2 日（金）
午後 1 時から午後 4 時まで
【会場】岩手県南技術研究センター
【参加料】無料
【相談員】弁理士 丸岡裕作 氏（ 9 月 7 日）
弁理士 船越巧子 氏（12 月 2 日）
【主催】日本弁理士会東北支部
【実施】一般社団法人 岩手県発明協会
【後援】岩手県南技術研究センター
【その他】相談時間は一人（一団体）約 40 分となっ
ております。
事前に申込みが必要です。
【問合せ・申込先】
一般社団法人 岩手県発明協会
℡：019-634-0684 Fax：019-631-1010

『第 120 回産学官イブニング研究交流会』へのご案内
日時：9 月 21 日（水） 18 時 00 分～
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。
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8 月 24 日
18：00～

8 月 26 日
9：30～
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9月4日
10：30～
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第 119 回
産学官イブニン
グ研究交流会

第４回ものづく
り若手社員スキ
ルアップ合宿

2011 年第２回品
質管理（QC）検定

場

所

蔵元レストラン
世嬉の一
一関市田村町 5-42

電話：0191-21-5566

いちのせき健康の森
一関市厳美町字祭畤
251 番地
電話：0191-39-2020

一関工業高等専門
学校
一関市萩荘字高梨

電話：0191-24-4700

岩手県南技術研究
センター

発明無料相談会

一関市萩荘
字高梨南方 114-1

電話：0191-24-4688

財団法人

岩手県南技術研究センター

South

内

容

【講師】株式会社 佐々木ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ
代表取締役 佐々木勝好 様
【演題】「業務紹介（画像処理応用外観
検査装置とスリットスキャナ）」
次世代のものづくりを牽引する若手技
術者を育成し、一関市のものづくり産
業の活性化を図る ため、開 催されま
す。
【１日目】
講演「我が社の技術者育成
～「人」 「技術」 「管理」～」
講義「ものづくりの面白さ」
講義「品質管理入門」
交流会
【２日目】
社会人力基礎力養成講座
【参加費】7,000 円（宿泊費・食事代）
【定員】20 名
【対象者】製造業を中心とした一関市
内中小企業の若手社員(新入社員～
入社 5 年程度)
社団法人日本品質管理学会認定の品
質管理検定です。
【試験時間】
１級：13：30～15：30（120 分）
２級：10：30～12：00（90 分）
３級：13：30～15：00（90 分）
４級：10：30～12：00（90 分）
【持参するもの】
・受験票（受験者本人の写真貼付）
・筆記用具（黒の鉛筆又はｼｬｰﾌﾟﾍﾟﾝｼ
ﾙ（HB 又は B に限る）、消しゴム、30 ㎝
程度の直線定規）
・時計
・電卓（1～3 級のみ必要）四則演算や
百分率の計算ができる一般電卓又は
事務用電卓 ﾙｰﾄｷｰ付きのもの
無料相談会を開催します。
【相談員】弁理士 丸岡裕作 氏
【参加料】無料
・事前に申し込みが必要です。（先着
順）
・相談時間は、お一人（一団体）当たり
40 分程度となっております。
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(財)岩手県单技術研究
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TEL 0191-24-4688
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