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【講演会・セミナー】
◆「観察・分析のための断面試料作製セミナー」開催のお知らせ
◇「酒質設計のための実践きき酒セミナー」開催のお知らせ
◆トップセミナー「エネルギーレジリエンスが地域と企業を真に強くする」開催のお知らせ
◇トップセミナー「日本経済の行方と金融市場動向」開催のお知らせ
◆人材採用セミナー「中小企業のための人材採用の原理原則」受講生募集のお知らせ
◇ふくしま企業塾

管理者養成セミナー「キャッシュフロー経営」受講生募集のお知らせ

【お知らせ】
◆第４回「ふくしま復興・再生可能エネルギー産業フェア２０１５」
（ＲＥＩＦふくしま２０１５）開催のご案内

────────────────────────────────────────
★☆ 「観察・分析のための断面試料作製セミナー」開催のお知らせ ☆★
────────────────────────────────────────
製品の不良解析や評価を行う上で、断面試料の作製は重要なプロセスです。断面試料作
製で最も一般的な手法である機械的試料作製方法は、切断・樹脂包埋・研磨などの工程が
あります。適切な観察・分析には、適切な試料作製技術が必要であり、各工程の基礎知識
とノウハウが必要になります。
セミナーでは、はじめに“試料作製の基礎知識”と“卓上SEMの観察・分析のポイント”
を学んでいただきます。(１日目前半)引き続き希望者には、試料の切断・樹脂包埋(１日目
後半)および研磨による断面試料作製・卓上SEM-EDSによる観察・分析(２日目または３日目)
の実習を行います。
【日
【場
【講

時】平成２７年１０月７日（水）・８日（木）・９日（金）
所】福島県ハイテクプラザ（郡山市待池台１－１２）研修室及び試料調整室
師】・ビューラー ＩＴＷジャパン株式会社 畠山 進一氏
・株式会社日立ハイテクノロジーズ 市川 薫氏
【受講料】３，０００円（実習に参加しない、座学のみの方は無料です）
【定 員】座学４０名、実習１２社（１コース２社、１社３名まで最大３６名）
（希望日が重なった場合調整させていただくことがあります。ご了承ください）
詳しくはこちらをご覧ください
http://fukushima-techno.com/training/2015/04/post-162.php
お申し込み・お問い合わせ先
公益財団法人福島県産業振興センター
技術支援部（テクノ・コム） 担当：玉木
〒９６３－０２１５ 郡山市待池台１－１２（福島県ハイテクプラザ内）
TEL：０２４－９５９－１９２９ FAX：０２４－９５９－１８８９
E-mail: seminar@f-open.or.jp

────────────────────────────────────────
★☆ 「酒質設計のための実践きき酒セミナー」開催のお知らせ ☆★
────────────────────────────────────────
清酒を製造する際、その酒質のコンセプトを明確にし、そのとおりの酒質を得ることが、
ますます重要となっています。そのためには自らのきき酒能力を養うことはもちろん、近
年市場で人気のある銘柄の酒質を理解することも重要な要因の一つです。
本セミナーでは、きき酒能力を高めるとともに、市販酒の酒質を理解することにより、
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商品開発のための酒質設計の能力を高め、より市場のニーズに応える商品開発能力を養う
ことを目的としております。
【開催日時】平成２７年１０月２６日（月）９：３０～１６：００
【場
所】福島県ハイテクプラザ 会津若松技術支援センター
（会津若松市一箕町大字鶴賀字下柳原８８－１）
【定
員】２０名
【受 講 料】３，０００円
【締
切】平成２７年１０月１６日（金）
詳しくはこちらをご覧ください
http://fukushima-techno.com/training/2015/04/post-166.php
お申し込み・お問い合わせ先
公益財団法人福島県産業振興センター
技術支援部（テクノ・コム） 担当：玉木
〒９６３－０２１５ 郡山市待池台１－１２（福島県ハイテクプラザ内）
TEL：０２４－９５９－１９２９ FAX：０２４－９５９－１８８９
E-mail: seminar@f-open.or.jp

────────────────────────────────────────
★☆ トップセミナー
「エネルギーレジリエンスが地域と企業を真に強くする」開催のお知らせ ☆★
────────────────────────────────────────
「エネルギーレジリエンス」＝エネルギー供給網の強靱化が強い日本をつくる基盤。そ
の中核になると期待されるのが「自立分散型エネルギー」の構築。
再生可能エネルギーの展望と、関連ものづくり産業の実際、さらには地域活性化事例な
ど、実例をもとに解説します。
【 日
【 場
【 講

時 】平成２７年１０月２８日（水）１３：００～１４：１０
所 】ビッグパレットふくしま（福島県郡山市南二丁目５２）
師 】東京工業大学 ソリューション研究機構
特任教授 金谷年展（かなやとしのぶ）氏
【 定 員 】３００名
【 受講料 】無 料
【申込方法】申込書に必要事項を御記入の上、ＦＡＸまたはE-mailでお申し込みください。
【 締 切 】平成２７年１０月１６日（金）
（受講決定者には、受講票を電子メールまたはFAXにてお送りしますので、
当日受付にお持ちください。）
詳しくはこちらをご覧ください
http://fukushima-techno.com/training/2015/04/post-175.php
お申し込み・お問い合わせ先
公益財団法人福島県産業振興センター
技術支援部（テクノ・コム） 担当：阿部
〒９６３－０２１５ 郡山市待池台1－12（福島県ハイテクプラザ内）
TEL： ０２４－９５９－１９２９
FAX：０２４－９５９－１８８９
E-mail: f-tech@f-open.or.jp

────────────────────────────────────────
★☆ トップセミナー「日本経済の行方と金融市場動向」開催のお知らせ ☆★
────────────────────────────────────────
本店資金証券部、海外勤務やシンクタンクでの勤務を通じて、国際金融、資金運用の実
務・理論に精通。日本経済の行方と金融市場動向について、さらには、今後の日本経済に
おける再生可能エネルギー産業の位置付けについて、分かりやすく解説します。
【 日 時 】平成２７年１０月２９日（木）１３：００～１４：１０
【 場 所 】ビッグパレットふくしま（福島県郡山市南二丁目５２）
【 講 師 】信州大学経済学部教授 真壁 昭夫 氏
【 定 員 】１５０名
【受 講 料】無 料
【申込方法】申込書に必要事項を御記入の上、ＦＡＸまたはE-mailでお申し込みください。
【 締 切 】平成２７年１０月１６日（金）
（受講決定者には、「受講票」を電子メールまたはFAXにてお送りしますので、
当日受付にお持ちください。）
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詳しくはこちらをご覧ください
http://fukushima-techno.com/training/2015/04/post-176.php
お申し込み・お問い合わせ先
公益財団法人福島県産業振興センター
技術支援部（テクノ・コム） 担当：阿部
〒９６３－０２１５ 郡山市待池台1－12（福島県ハイテクプラザ内）
TEL ０２４－９５９－１９２９ FAX ０２４－９５９－１８８９
E-mail: f-tech@f-open.or.jp

────────────────────────────────────────
★☆ 人材採用セミナー
「中小企業のための人材採用の原理原則」受講生募集のお知らせ ☆★
────────────────────────────────────────
震災以降、「人手不足に悩まされている」、「中小企業では応募が集まらない」、「期
待する人材からの応募がない」等、採用活動に悩んでいる企業は多いのではないでしょうか。
本セミナーでは、今まで上手くいかなかった理由や具体的な対策を考え、講師の経験し
た事例を交えながら、中小企業のための採用の原理原則を紹介いたします。
《いわき会場》
【開催日時】平成２７年１１月１０日（火） １３：３０～１５：３０
【開催場所】いわき産業創造館 会議室１（いわき市）
《福島会場》
【開催日時】平成２７年１１月１７日（火） １３：３０～１５：３０
【開催場所】コラッセふくしま ３０２会議室（福島市）
《郡山会場》
【開催日時】平成２７年１１月１８日（水） １３：３０～１５：３０
【開催場所】福島県ハイテクプラザ 研修室（郡山市）
《全会場共通》
【受 講 料】無料
【 定
員 】各会場２０名
【 講 師 】遠藤 光輔 氏
（ソーシャルコンサルティング(株)代表取締役・中小企業診断士）
【申込締切】平成２７年１１月４日（水）
※参加申込書など、詳しくはこちらをご覧ください。
http://www.utsukushima.net/seminar/2015/saiyou.pdf
お申し込み・お問い合わせ先
公益財団法人福島県産業振興センター 企業支援部経営支援課
TEL：０２４－５２５－４０３４
FAX：０２４－５２５－４０３６

────────────────────────────────────────
★☆ ふくしま企業塾 管理者養成セミナー
「キャッシュフロー経営」受講生募集のお知らせ ☆★
────────────────────────────────────────
管理者、中間管理者を対象とした、キャシュフロー経営セミナーを開講します。
なぜ財務分析は必要か、キャッシュフローの改善方法等、キャッシュフロー経営の必要
性と考え方についてご紹介させていただきます。
【開催日時】平成２７年１１月１９日（木）
平成２７年１１月２６日（木）
両日とも１０時～１６時
【開催場所】コラッセふくしま（福島市） ４０３会議室
【受講対象】管理者・中間管理者
【募集定員】１６名（定員になり次第、締め切らせていただきます。）
【受 講 料】８，０００円
（受講料には２日間の駐車場代が含まれます。昼食は各自ご用意ください。）
参加申込書など、詳しくはこちらのチラシをご覧ください
http://www.utsukushima.net/seminar/2015/c-f.pdf
お申し込み・お問い合わせ先
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公益財団法人福島県産業振興センター 企業支援部経営支援課
TEL：０２４－５２５－４０３７
FAX：０２４－５２５－４０３６

────────────────────────────────────────
★☆ 第４回「ふくしま復興・再生可能エネルギー産業フェア２０１５」
（ＲＥＩＦふくしま２０１５）開催のご案内 ☆★
────────────────────────────────────────
福島県と県産業振興センターは、１０月２８日（水）、２９日（木）に郡山市のビッグ
パレットふくしまにて、再生可能エネルギー関連産業の展示会を 開催いたします。
この展示会では、再生可能エネルギー関連産業の育成・集積に向けて、関連産業でビジ
ネスに取り組む企業・団体の皆様に技術・情報の発信及び商談・ 交流の場を提供します。
４回目を迎える今年は、過去最多の１７６企業・団体が本県に集結します。開催当日は、
国内外の企業や研究機関による最新技術・製品の展示はもとより、産総研福島再生可能
エネルギー研究所などの視察ツアーや著名講師によるセミナー、更には海外出展ブース
ツアーなど多彩なイベントを取りそろえております。皆様のご来場をお待ちしております。
【主
【日
【会
【内

催】福島県、（公財）福島県産業振興センター
時】平成２７年１０月２８日（水）、２９日（木）１０：００～１７：００
場】ビッグパレットふくしま（福島県郡山市南２丁目５２番地）
容】展示会（１７６団体、２８２小間）、セミナー、取引商談会、福島再生可能
エネルギー研究所、福島空港ソーラーパーク視察ツアー等

（主なセミナー）
産総研福島再生可能エネルギー研究所によるＦＲＥＡ“再エネ”セミナーのほか、金谷年展
大学教授等による業界や経済の最新動向に関するセミナー、 更には県内初の新電力に挑戦
する県内企業によるセミナーを予定しています。
【出展分野】・再生可能エネルギー関連 ・省エネルギー関連 ・関連ものづくり産業、
その他 ・学校、自治体、支援機関
【入
場】無料（※各種イベントについては事前のお申込みが必要です。）
【セミナー申込先】公式ホームページからお申し込みください。
詳しくはこちらをご覧ください（公式ホームページ）
http://reif-fukushima.jp/
お問い合わせ先
公益財団法人福島県産業振興センター 技術支援部
TEL：０２４－９５９－１９６１ FAX：０２４－９５９－１９５２
E-Mail： reif-fukushima@f-open.or.jp
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「うつくしまドットねっと通信」は、起業家を目指す方や現に企業を経営されている皆様
に有用性の高い情報を総合的かつ適時・適切に提供するメールマガジンです。
今後とも皆様のお役に立つ情報を提供していきたいと考えておりますのでどうぞよろしく
お願いいたします。
「うつくしまドットねっと通信」の登録・配信解除はこちらからお願いいたします。
http://www.mag2.com/m/0001594018.html
「うつくしまドットねっと通信」第２９９号は平成２７年１０月１５日発行予定です。
今回もご覧いただきましてありがとうございました。
お問い合せはこちらまでお願いします。
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【編集・発行】
公益財団法人福島県産業振興センター(経営支援課)
〒９６０－８０５３ 福島市三河南町1番20号
TEL:０２４－５２５－４０３４ FAX:０２４－５２５－４０３６
URL : http://www.utsukushima.net/
E-mail : webmaster@f-open.or.jp

掲載記事の無断転載を禁じます。
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