
ＣＡＤ/ＣＡＭ講習会 受講者募集 
次のとおり開催いたします。 

【日時】平成 24年 2月 2日（木）13：30～17：00 

【会場】岩手県南技術研究センター 

【講師】株式会社ジェービーエム 

【内容】・ＣＡＤ/ＣＡＭの基礎知識 

     ・Ｍａｓｔｅｒｃａｍの概要と機能紹介 

     ・ＣＡＤ/ＣＡＭ体験講習会 など 

【受講料】無料 

【定員】7名（先着順） 

【申込期限】平成 24年 1月 27日（金） 

【問合せ・申込先】 

岩手県南技術研究センター TEL：0191-24-4688 

『第６回企業情報交換会』のご案内 
次のとおり開催いたします。 

【日時】平成 24年 2月 15日（水） 

展示 13：00～16：00 

講演 16：15～17：45 

 「次代を拓く価値創造 

‘ｻｽﾃｨﾅﾋﾞﾘﾃｨ＆ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ’」 

      東北芸術工科大学大学院 客員教授 

      植松豊行 氏 

交流会 18：00～（会費 4,000円） 

（併催 産学官イブニング研究交流会） 

【会場】ベリーノホテル一関（一関市山目字三反田） 

【出展企業】55社 2団体 

㈱アロン社、㈱一関ＬＩＸＩＬ製作所、インターワイヤード㈱、
㈱エイアンドティー、ＳＷＳ東日本㈱、ＮＥＣネットワークプロ
ダクツ㈱、㈱大武・ルート工業、大森クローム工業㈱東北工
場、川嶋印刷㈱、関東自動車工業㈱、北上製紙㈱、㈱共立
精工、㈱倉元製作所、㈱ケイ・エム アクト、興栄通信工業
㈱、㈲光成工業、㈱佐々木エンジニアリング、三研ソイル
㈱、三光化成㈱、㈱サンミューロン 岩手工場、ジオマテッ
ク㈱、㈱ＳＨＯＥＩ 岩手工場、㈱新興製作所、㈱スタンレー
宮城製作所、㈱須藤食品、千住スプリンクラー㈱、㈱千厩
マランツ、大研工業㈱、㈱大昌電子、タケヒロ東北㈱、㈱千
田精密工業、司ゴム電材㈱、筑波ダイカスト工業㈱、㈱ツク
バ、㈱槌屋、㈱テクノアート、㈱デジアイズ、㈱東邦テクノ
ス、㈱東北ウエノ、東北制御システム㈱、㈱東北鉄興社、
東北日発㈱、トヨタ紡織東北㈱、トラステックアース㈱、ニッ
コー・ファインメック㈱、㈱日ピス岩手、㈱平野組、㈱フタバ
平泉、㈱北光、三菱マテリアル㈱ 岩手工場、㈱宮城化成、
㈱モディー、盛岡セイコー工業㈱、森上製作所、ユニカ㈱、
一関工業高等専門学校、ネットワークものづくり栗原 
（敬称略） 

皆様のご来場をお待ちしております。 

表面形状・粗さ測定技術研修受講生募集 
次のとおり開催いたします。 

【日時】平成 24年 2月 7日（火）9：00～15：00 

【会場】岩手県南技術研究センター 

【講師】株式会社小坂研究所 

【内容】・表面粗さ等概要説明 

     ・最近のＪＩＳ及びＩＳＯ規格 

     ・用語と定義 など 

     ・表面形状測定機による実習 

【受講料】無料 

【定員】10名（先着順） 

【申込期限】平成 24年 2月 3日（金） 

【問合せ・申込先】 

岩手県南技術研究センター TEL：0191-24-4688 
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発行：岩手県南技術研究センター 

環境分析技術研修を 12 月 2 日から 23 日までの 10 日間の日程で当センターにお

いて開催いたしました。この事業は、国からの補助を受け企業従業員及び求職者を

対象に、「異物対策」、「RoHs 対策」、「表面観察」、「公害防止の技術と法規」の４つ

のテーマを設定し、ものづくりに必要な環境関連基礎知識、分析技術の基礎原理及

び分析テクニックの手法について、研修を行いました。研修には、10 名が参加しそ

れぞれのテーマごとに、顕微レーザーラマン、顕微 FT-IR、蛍光Ｘ線、SEM-EDX

などの分析装置を使用し講義と手法を学びました。また、大気汚染防止法や水質汚

濁防止法など、ものづくりの現場において必要とされる公害防止に関する講座も行

われ、習得されました。 

第３水曜日は 

 

 

Topics 環境関連基礎・分析テクニック等を学ぶ ◎◎◎◎環環境境分分析析技技術術研研修修◎◎◎◎ 

 

 

 

『第 125 回産学官イブニング研究交流会』へのご案内         

日時：2 月 15 日（水）18 時 00 分～ 

会場：ベリーノホテル一関(一関市山目） 

同日は、第６回企業情報交換会と併せて開催いたします。 

皆様お誘い合わせのうえ、おいでください。 

 

 

イブニングの日 



 

 

 

 

 

月 日 行 事 名 場   所 内      容 連 絡 先 

1月 25日 

18：00～ 

第 124回 

産学官イブニング

研究交流会 

蔵元レストラン 

世嬉の一 

一関市田村町 5-42 

電話：0191-21-5566 

【講師】一関工業高等専門学校 

機械工学科 講師 村上明 様 

【演題】「超電導バルクの 

機械特性と破壊機構」 

【会費】 交流の部 3,000円 

(財)岩手県南技術研究

センター 

TEL 0191-24-4688 

2月 1 日 

15：00～ 

若手経営者連携交

流フォーラム 

ホテルルイズ 

盛岡市駅前通 7-15 

電話：019-625-2611 

【講演】 

「138 日間の震災復旧支援活動と求め

られる危機管理」（仮題） 

講師：自衛隊岩手駐屯地司令業務室  

室長 菊地進 氏 

【参加費】無料 

（交流会参加の場合１人 5,000 円） 

岩手県中小企業青年

中央会 

TEL 019-624-1363 

2月 10日 

（発表会） 

13：30～

17：00 

（交流会） 

17：30～

19：30 

いわて希望ファン

ド新事業成果発表

会 

ホテルルイズ 

盛岡市駅前通 7-15 

電話：019-625-2611 

いわて希望ファンド地域活性化支援

事業の活用促進、岩手県内中小企業

への意識啓発や成果波及を図ってい

くことを目的とし、成果を上げてい

る事例の発表。 

発表企業：㈱木村設計 A・T 

浄法寺漆産業 

大和造園土木㈱ 

㈲早野商店 

㈱ミナミ食品 

㈱ﾘｴｿﾞﾝﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ 

対象者：岩手県内の中小企業者、 

個人、関係機関、団体 

参加費：無料 

（交流会参加の場合１人 4,000 円） 

申込締切：2月 6日（月） 

(財)いわて産業振興セ

ンター 

TEL 019-631-3824 

www.joho-iwate.or.jp 

2月 10日 

13：30～

17：00 

いわて知的財産権

セミナー【1回目】 

知的財産権の体系

と特許・意匠 

マリオス 18 階 

184-185会議室 

盛岡駅西口駅前 

【講師】弁理士 新井信昭 氏 

【内容】・知的財産権の種類と体系 

     ・特許制度の概要 

     ・特許の効果的な活用 

     ・意匠制度の概要  ・演習 

（事前に参加申込みが必要です。） 

(地独)岩手県工業技術

センター 

企画デザイン部 

TEL 019-635-1115 

www.pref.iwate.jp/~kiri

/ 

2月 24日 

13：30～

17：00 

いわて知的財産権

セミナー【2回目】 

ブランド保護の基

礎知識～商標制度等

の概要～ 

マリオス 18 階 

183-184会議室 

盛岡駅西口駅前 

【講師】弁理士 新井信昭 氏 

【内容】・商標制度の概要 

     ・商標の権利が及ぶ範囲 

     ・商標制度の活用状況と活用 

のポイント 

     ・商標を巡る最近の判例 

  ・著作権制度の概要 ・演習 

（事前に参加申込みが必要です。） 

(地独)岩手県工業技術

センター 

企画デザイン部 

TEL 019-635-1115 

www.pref.iwate.jp/~kiri 

/ 

財団法人 岩手県南技術研究センター  South  Iwate  Research  Center  of  Technology 

 〒021-0902 岩手県一関市萩荘字高梨南方 114番地１ ℡:0191-24-4688  fax :0191-24-4689  URL :http://www.sirc.or.jp/ 

 

謹んで 初春をお祝い申し上げます 

旧年中はいろいろお世話になりました 本年もよろしくお願い申し上げます 


