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品質管理（ＱＣ）入門講座 終了！（一関市委託：ものづくり産業振興事業）

品質管理に関する基礎的知識、職場で仕事をするにあ
たって最低限度知っておきたい仕事の進め方、さらには
職場で発生した問題の解決に向けた取り組みの仕方や
改善方法の習得を目的とした「品質管理（ＱＣ）入門講
座」を 1 月 9 日（金）、16 日（金）、23 日（金）の 3
日間の日程で開講しました。本講座は、初めて品質管理
を学ぶ人や品質管理に従事して間もない若手社員を対
象にしたもので、定員を超える 20 名の方が受講しまし
た。受講者からは「講座は自分にとって、きっかけとな
った。勉強して知識として活かしたい」、「ＱＣ手法に
ついて理解することができた」といった感想が多数寄せ
られました。
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分析技術（中級・上級）講座
全日程 終了！
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技能検定機械加工(普通旋盤)
2･3 級取得支援講座 開講！

製造工程や製品の微小・微量異物分析に必要なサン

金属部品加工業務等に携わる初級・中級技能者レ

プリング方法、分析機器の選択方法、分析手法や分析

ベルの方を対象として、「技能検定機械加工（普通

テクニック等の習得を目的とした「分析技術（中級・

旋盤）2・3 級」の合格に必要な要素加工の習得と技

上級）講座」は、1 月 31 日（土）をもって今年度の

能の養成を目的とした支援講座が、1 月 24 日（土）

全日程を終了しました。中級講座（4 コース）には 18

から一関高専の機械実習工場を会場にスタートし

名、上級講座（1 コース）には 4 名の方々に受講いた

ました。一関高専技術室の先生が講師となり、普通

だき、「品質管理や製品の解析に生かせる」
、
「機器を

旋盤の基本操作、基礎加工について講義を受けた

操作しながらの講義はわかりやすかった」
、
「他の社員

後、実際に普通旋盤を使用して技能検定における課

も参加させたい」といった感想が寄せられました。

題、加工工程について学びました。

毎月の第３水曜日は、

イブ ニン グの日 ！

『第 16２回産学官イブニング研究交流会』のご案内
日時：３月 1８日（水）18 時 00 分〜
会場、内容等の詳細が決まりましたら、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うえ、お越しください。

一関工業高等専門学校 主催

岩手県県南広域振興局 主催

第５回技術講演会「次世代産業講演会」
自動車、電子、半導体産業に続く次世代の成長産業
と思われる医療機器産業と航空機産業について理解を
深めるとともに、経済産業省による各種補助事業の概
要について学びます。

「ものづくり人材育成セミナー」

◆日時

3 月 3 日（火） 13：00〜17：00

ものづくり人材の育成に焦点をあて、人材育成の手
法、戦略、考え方、思いを先進企業の取組みから学ぶと
ともに、地場企業の取組み事例紹介や企業間の情報交流
を進めることで、人事、組織課題解決の「気づき」を提
供することを目的として開催します。

◆会場

一関工業高等専門学校 メディアセンター

◆日時

3 月 3 日(火) 14：00〜17：00

1 階 会議室

◆会場

グランシェール花巻（花巻市大通 1-6-7）

◆内容

【特別講演】14：00〜

◆内容 【テーマ 1】
「成長産業としての医療機器産業と航空機産業

「モノづくりは人づくり 〜デンソーの人材育成〜」

への新規参入の条件」

株式会社デンソー技研センター
工師 安部 良夫 氏（デンソー工業学園 前学園長）

山形大学 人文学部 法経政策学科

【講演】15：45〜

准教授 山本 匡毅 氏
【テーマ 2】

「ケー・アイ・ケーの人材育成（仮）」

「経済産業省技術関連予算の概要」

株式会社ケー・アイ・ケー
常務取締役 岸 富士雄 氏

東北経済産業局 地域経済部 次世代産業室

【人材育成事例紹介】16：40〜

室長 三瓶 綾子 氏

【交流会】17：20〜

◆定員 30 名

◆費用 無料（セミナー終了後の交流会は会費 4,000 円）

◆費用 無料
◆申込期限

◆申込期限

2 月 27 日（金）

2 月 24 日（火）

※詳細は、一関工業高等専門学校ホームページをご覧く

※詳細は、岩手県県南広域振興局ホームページをご覧

ださい。

ください。

http://www.ichinoseki.ac.jp/

一関市 主催

http://www2.pref.iwate.jp/˜hp2516/techno/index.html

岩手県南技術研究センター 主催

「事業継続計画（ＢＣＰ）運用セミナー」
一関市では、地域企業の事業継続計画の運用を促進

加工技術講座【求職者対象】
（平成 26 年度新素材・加工産業の振興を通じた雇用創造プロジェ
クト／厚生労働省補助事業）

し、災害発生時等の地域経済被害の抑制を図ることを
新素材・加工産業に係る技術研修を実施すること

目的としてセミナーを開催します。
◆日時 3 月 16 日(月) 14：00〜16：30

により、同産業へ就職する人材を育成することを目

◆会場 一関公民館 大会議室

的とした講座を開講します。

（一関市大町 4-29

市街地活性化センター

◆日時 3 月 23 日(月)〜27 日（金）

5 日間

9：00〜16：00

「なのはなプラザ」3 階）

◆会場 一関工業高等専門学校 機械実習工場

◆内容【第 1 部 演習（14：05〜15：25）
】
「手間もコストもかけない！かんたんＢＣＰ演習」

◆内容

図面の見方や各種計測器の使用方法、フラ

イス盤、旋盤及びＮＣ旋盤を使用した切削な

【第 2 部 講演・演習（15：30〜16：30）
】

ど加工技術全般について学びます。

「（仮）弁護士のかんたん！やさしいＢＣＰレシピ」

◆講師 きた法律事務所 弁護士 北 周士 氏

◆講師 一関工業高等専門学校 教職員

◆対象 岩手県・宮城県北の企業及び関係機関

◆対象

求職者、転職希望者で岩手県内に就職を希

望する方

◆定員 20 名
◆費用 無料

◆定員 8 名程度

◆申込期限 3 月 11 日（水）

◆費用 無料

※詳細は、一関市工業課ホームページをご覧ください。

◆申込期限 3 月 6 日（金）
※詳細は、当センターホームページをご覧ください。

http://www.city.ichinoseki.iwate.jp/kogyo/
公益財団法人
〒021-0902
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