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謹んで

初春のお慶びを申し上げます

旧年中は大変お世話になりました
本年もよろしくお願いいたします

T o pi c ｓ

「農商工連携セミナー（植物工場）
」開催！

空き工場活用、人材活用、若者の定住促進、農商工連の方策として、植物工場もその一端を担うことが考えられ
ることから、今回の「農商工連携セミナー」は「植物工場」をテーマにベリーノホテル一関を会場に開催いたしました。
講師には、天候に左右されない完全人工光（LED式）植物工場プラ
ントシステムの開発を行うとともに、自社の福島工場で実践を行って
いる、パナソニック株式会社 AVCネットワークス社 アグリ事業
推進室の松葉正樹様をお迎えし、「農家も驚くおいしい野菜！植物工
場はここ迄進化した」と題し、植物工場の概要
から実践までを幅広く講義いただきました。
本セミナーの参加者は94名で、最新の業界
動向や植物工場の仕組み、採算性等参考にな
ったという声が多くありました。

t o pi c s

品質管理（QC）
入門講座始まる

t o pi c s

技能検定
資格取得講座開講

1月13日（金）から「品質管理（ＱＣ）入門講座」
（全
3回）が、開講しました。

日（土）より開講しました。今回より従来の普通旋盤

本講座は、初めて品質管理を学ぶ方や品質管理に従事

に、フライス盤、ＮＣ旋盤、ＮＣフライス盤の 3 作業

して間もない若手社員を対象とした講座で、品質管理に

を追加し、より多くの金属加工業務に携わる方々に受

関する基礎知識の習得と、職場で仕事をするにあたって

講いただいております。本講座は全 5 日間の日程で、

最低限度知っておきたい仕事の進め方、さらには職場で

一関高専の後援のもと、一関高専技術室の先生方が指

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

導いたします。各機械の基本操作からはじまり、最終

などについて学ぶものです。

日には技能検定の課題製作を目指します。初日は技能

今回は 19 名の方より受講申し込みがあり、初日の講

「技能検定 機械加工 資格取得支援講座」が 1 月 14

検定の概要説明後、各作業に分かれて機械の基本操作

座内容である「品質管理の基礎、品質管理活動に関する

や要素加工に必要

基礎知識」について真剣に

な手順を実習しま

耳を傾けておりました。品

した。今回の受講

質管理について、共通用語

生は 12 名で、講

で話せるようになり、職場

師の指導の下、熱

での改善活動に役立つもの

心に技術習得に励

と思われます。

んでおります。

第３水曜日は．．．

イ ブ ニ ン グ の 日！

『第 185 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）16 時 15 分～
会場：ベリーノホテル一関（一関市山目）
同日は、第 1１回企業情報交換会、自動車関連産業参入セミ
ナーと併せて開催いたします。

『第１1 回企業情報交換会 in いちのせき』のご案内
【日時】 平成 29 年 2 月 15 日（水）
展示 10：30～15：30
講演 16：15～17：45 「Honda 歩行アシスト開発の取組み」
講師： 本田技研工業株式会社 汎用パワープロダクツ事業本部 事業管理室
歩行アシスト推進ブロック 伊藤 寿弘 氏
交流会 16：15～（会費 4,000 円）
【会場】 一関市総合体育館・ベリーノホテル一関
【出展企業】 60 社 14 団体
㈱アロン社、一関工業高等専門学校、一関高専 5inch gauge project、一関市役所（ILC 推進課）、㈱一関電子、㈱一関 LIXIL 製
作所、岩手県科学 ILC 推進室、（地独）岩手県工業技術センター、岩手県立大学、（公財）いわて産業振興センター、岩手連合
学生フォーミュラチーム（SIFT）、㈱エイワ 金属事業部、SWS 東日本㈱、NEC ネットワークプロダクツ㈱ 一関工場、㈱エンサウン
ド、㈱大武・ルート工業、大林製菓、大森クローム工業㈱ 東北工場、㈱小笠原プレシジョンラボラトリー、㈱興田ベーク加工所、
川嶋印刷㈱、北上製紙㈱、栗原市、小岩金網㈱ 岩手衣川工場、興栄通信工業㈱、㈱佐々木エンジニアリング、㈱佐原、三光
化成㈱、㈱サンミューロン、ジオマテック㈱、㈱シグマ製作所、㈱システムベース、常磐パッケージ㈱ 一関事業所、㈱精茶百年
本舗、㈱セキエイ、千住スプリンクラー㈱、㈱千厩マランツ、㈱染め Q テクノロジィ、大研工業㈱、㈱大昌電子 岩手工場、地域イ
ノベーション戦略プログラム 一関工業高等専門学校、㈱テクノアート、㈱東栄科学産業、㈱東光舎、㈱東邦テクノス、㈱東北ウ
エノ、東北制御システム㈱、東北大学、㈱東北鉄興社、東北日発㈱、トーバン印刷㈱、東里工業㈱、㈲トキラミネーション、登米
市、トラステックアース㈱、㈱ナガシマ製作所 東北花泉工場、㈱日ピス岩手、（一財）日本規格協会、日本空糸㈱、㈱パトライト、
東日本バンドー㈱ 北上営業所、㈱平野組、富士ゼロックス岩手㈱ 一関営業所、㈱フタバ平泉、プラスエンジニアリング㈱、㈱プ
ロセス、まちだテクノパーク、みちのくあじさい加工組合、三菱マテリアル㈱ 岩手工場、㈱妙徳、ものづくり産業技術開発推進事業
（県南技研）、山口電材㈱、ゆわて吉田工業㈱、ワイヂーエル㈱
（敬称略）

『高度技術研修（数値制御（NC）加工）』のご案内
― 平成28年度高付加価値型ものづくり技術振興事業（厚生労働省補助事業) ―
この講座は機械加工の現場で主力となっている数値制御(NC)の原理・基礎を身につけて頂くことにより、NC機器を
使いこなす技術力を向上させ、難易度の高い加工技術を習得する基礎づくりを目的としております。

【日時】 平成 29 年 3 月 18 日（土）、19 日（日）、20 日（月・祝）、21 日（火） 8 時 30 分～17 時
【会場】 一関工業高等専門学校 機械実習工場
【講師】 一関工業高等専門学校 教職員
【内容】 ・NC 旋盤 講座
【募集人員】 各講座 6 名（各講座 2 名以上で開講を予定）
・ＮＣフライス盤 講座
【受講料】 無料
・ワイヤー放電加工機&レーザー加工機 講座
【募集対象者】 岩手県内企業で就職している人、
【申込期限】 平成 29 年 3 月 10 日（金）
または、岩手県内企業に就職を希望する人
【問合せ先】 （公財）岩手県南技術研究センター 担当：岩渕
ＴＥＬ 0191-24-4688 E-mail seminar@sirc.or.jp URL http://www.sirc.or.jp（詳細はホームページで！）

『一関市 ILC 関連技術セミナー開催』のご案内
一関市では、高エネルギー加速器研究機構（KEK）など、つくばの研究機関との取引事例を学び、ＩＬＣや放射光施設など
に係わる加速器関連産業への地域企業の参入促進を図ることを目的とし、ILC 関連技術セミナーを開催いたします。
【日時】 平成 29 年２月３日（金） 講演 13：35～16：50 交流会 17：00～19：00 【会場】 ホテルサンルート一関
【対象者・定員】 事業者、一般参加者・80 名（先着順）
【参加費】 講演：無料、交流会：4,000 円
【内容】 第１部 演題 「加速器関連産業参入に求められることと」～ILC の取引をするには～
講師 株式会社オオツカ代表取締役 大塚 美智夫 氏
第２部 演題 「研究開発支援業務の難しさと喜び」
講師 ペンギンシステム株式会社代表取締役一般社団法人茨城研究開発型企
交流協会(IRDA) 会長 仁衡 琢磨 氏
交流会
【問合せ・申込先】 一関市商工労働部 工業課 工業振興係 TEL 0191-21-8451
FAX 0191-31-3037
E-mail kogyo@city.ichinoseki.iwate.jp
URL http://www.city.ichinoseki.iwate.jp/kogyo/
公益財団法人
〒021-0902
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