H28.11.15原稿.txt
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

★☆

うつくしまドットねっと通信

☆★
第３２５号<平成２８年１１月１５日号>

事務局:公益財団法人福島県産業振興センター

━━━━━━━━━━━━━━━━ http://www.utsukushima.net ━━━━━━━━━━
<<もくじ>>
【公募】
◆福島駅西口インキュベートルーム（起業支援室）入居者募集のご案内
【講演会・セミナー】
◇【受講無料】「プロフェッショナル人材戦略拠点セミナー」 開催のお知らせ
◆福島県よろず支援拠点「セミナー＆個別経営相談会」開催のお知らせ
◇最新技術セミナー
「ロボット、ＩｏＴ、ＡＩで強化されるモノづくり」開催のお知らせ
◆「金属３Dプリンター入門セミナー」開催のお知らせ
◇「FT-IRによる異物解析セミナー」開催のお知らせ
◆いわきものづくり塾～新産業分野経営力強化・技術者育成コース～
『地域医療連携コース』受講生募集のご案内

────────────────────────────────────────
★☆ 福島駅西口インキュベートルーム（起業支援室）入居者募集のご案内 ☆★
────────────────────────────────────────
福島県では、県内で新たに事業を開始しようとする方や事業の開始後間もない方を対象
に、低廉な料金で施設を提供するとともに、専門の支援人材 （インキュベーションマネ
ージャー）を中心に、各種課題に対する一貫したサポート（相談対応、診断、情報提供等）
を行うなど、ハード・ソフトの両面から支援を行うインキュベートルームを開設しており
ます。
このたび、空室の入居者を募集いたしますので、ぜひご利用ください。
【募集期間】平成２８年１２月９日（金）まで（１７：００必着）
【入居時期】平成２９年２月上旬以降（予定）
書面審査及び面接審査を実施します。
１２月中旬～下旬（予定）
詳しくはこちらをご覧ください。
http://incu.jp/20161019.html
お問い合わせ先
施設設置者：福島県
指定管理者：特定非営利活動法人福島県ベンチャー・ＳＯＨＯ・テレワーカー共働機構
福島市三河南町１番２０号コラッセふくしま６階
担当：新城、佐々木
TEL：０２４-５２５-４０４８
FAX：０２４-５２５-４０６９
E-mail: shinjo@incu.jp

────────────────────────────────────────
★☆ 【受講無料】「プロフェッショナル人材戦略拠点セミナー」 開催のお知らせ ☆★
────────────────────────────────────────
福島県プロフェッショナル人材戦略拠点では、「攻めの経営」を目指す県内企業の成長
をサポートするプロフェッショナル人材のマッチング支援事業を行っています。
人口減少が叫ばれる中、本セミナーでは地域・企業を活性化させるための「プロフェッ
ショナル人材」の採用方法や活用事例を紹介いたします。
「攻めの経営」を目指す経営者の皆さま並びに企業の成長を支援する金融機関、支援機
関等の皆さま、奮ってご参加ください。
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【日時・会場】
開催時間は、いずれも １３：３０～１５：００
・平成２８年１１月２４日（木）福島県ハイテクプラザ（郡山市） 研修室
・平成２８年１１月２５日（金）会津アピオ（会津若松市） ２F 研修室
・平成２８年１２月 ６日（火）ラトブ６Fいわき産業創造館（いわき市） セミナー室
【内

容】
・プロフェッショナル人材事業の説明
福島県プロフェッショナル人材戦略拠点 マネージャー 上遠野 和則
・講 演 「プロフェッショナル人材の採用と活用による攻めの経営戦略」
アクティベイト株式会社 代表取締役社長 海老 一宏 氏

【受講料】
無 料
【申込方法】
「参加申込書」に必要事項をご記入の上、FAXかＥ-mailでお申込みください。
http://www.utsukushima.net/seminar/2016/projinzai.pdf
お申し込み・お問い合わせ先
福島県プロフェッショナル人材戦略拠点 （公益財団法人福島県産業振興センター）
ＴＥＬ : ０２４－５２５－４０９１
ＦＡＸ : ０２４－５２５－４０９６
〒960-8053 福島市三河南町１番２０号 コラッセふくしま７階
Ｅ-mail: projinzai@f-open.or.jp

────────────────────────────────────────
★☆ 福島県よろず支援拠点「セミナー＆個別経営相談会」開催のお知らせ ☆★
────────────────────────────────────────
中小企業診断士・税理士であり、事業承継支援に数多くの実績を持つ移川康輔コーディ
ネーターが、事業承継の最新動向およびポイントについて事例を交えて分かりやすく説明
いたします。
また、セミナー終了後に個別経営相談会を実施しますので、この機会にご利用ください。
【日 時】平成２８年１１月２９日（火）１３：３０～１４：３０
【場 所】南会津町商工会 ２階 会議室
【講 師】福島県よろず支援拠点 コーディネーター 移川 康輔
【テーマ】「事業承継の最新動向」～事例から見る事業承継のポイント～
【定 員】３０名
【参加・相談】無料
【締 切】平成２８年１１月２２日（火）
※定員になり次第締め切ります。
参加、相談のお申し込など、詳細はこちらをご覧ください。
http://www.utsukushima.net/seminar/2016/yorozu.pdf
お問い合わせ先
公益財団法人福島県産業振興センター
福島県よろず支援拠点
担当：小堀、吉田
TEL：０２４－９５４－４１６１ FAX：０２４－９５４－４１６４

────────────────────────────────────────
★☆ 最新技術セミナー
「ロボット、ＩｏＴ、ＡＩで強化されるモノづくり」開催のお知らせ ☆★
────────────────────────────────────────
製造業のモノづくり力の強化のため、産業用ロボットの活用に加え、ＩｏＴ、ＡＩなど
のＩＴ技術を活用してくことが、国際競争力を高める上でも重要になってきています。
今回は、世界でも屈指の産業用ロボットメーカーで、工作機械用ＮＣ装置も手がける、
ファナック株式会社から講師をお招きし、セミナーを開催します。
ぜひご参加ください。
【日
【講
【場

時】平成２８年１１月２９日（火）１３：３０～１５：３０
師】ファナック株式会社 榊原 伸介 氏
常務理事 ロボット事業本部 技監
所】福島県ハイテクプラザ（郡山市待池台１－１２）
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【受講料】無料
【定 員】１００名
【締 切】平成２８年１１月１８日（金）
詳しくはこちらをご覧ください
http://fukushima-techno.com/training/2016/04/post-212.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: seminar@f-open.or.jp

────────────────────────────────────────
★☆ 「金属３Dプリンター入門セミナー」開催のお知らせ ☆★
────────────────────────────────────────
物体の三次元（３Ｄ）のモデルデータがあればそれを実体として出力できる３Ｄプリン
ターは、新しい加工法の一つとして注目されています。樹脂のプリンターとともに、金属
３Ｄプリンターも造形品質が向上し、実生産への期待が高まっています。このセミナーで
は、金属３Ｄプリンター入門として、基礎的なところから、活用の方法までを分かりやす
く解説いたします。ぜひ、最新の技術を学びにご参加ください。
【日
【内

時】平成２８年１２月８日（木）１３：３０～１５：３０
容】１.金属３Ｄプリンターとは？
・金属３Ｄプリンターの概要・種類・特徴の説明
・高出力ファイバーレーザーの登場で可能になったこと
・海外と日本の装置導入に対する温度差
・金属３Ｄプリンターの造形プロセス
・最新技術について
・受託造形している企業の紹介
２.質疑応答
【場 所】福島県ハイテクプラザ（郡山市待池台１－１２）１階研修室
【受講料】３，０００円（消費税含む）
【講 師】キヤノンマーケティングジャパン株式会社
産業機器販売事業部 生産革新機器営業部 販売課 余語俊一氏
【定 員】３０名
【締 切】平成２８年１２月２日（金）
詳しくはこちらをご覧ください
http://fukushima-techno.com/training/2016/04/post-183.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：竹内
〒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

────────────────────────────────────────
★☆ 「FT-IRによる異物解析セミナー」開催のお知らせ ☆★
────────────────────────────────────────
有機系異物の分析においてポピュラーな分析手法である、フーリエ変換赤外分光光度計
（FT-IR）を巧く使うための技術セミナーを開催します。装置運用に最低限必要な基礎知識、
陥りやすい失敗例、実際の異物のサンプリング手法、 アプリケーション例などを分かり
やすく紹介する内容となっています。当日は、ポータブルＦＴ-ＩＲデモ機の展示・デモ
測定も合わせて行います。
不良対策や製品開発の一助になる内容ですので、ご多忙とは存じますが、奮ってご参加
下さい。
セミナー終了後、個別相談会を行いますので、お困りの事例などありましたらご相談く
ださい。
【日
【場
【講

時】平成２８年１２月９日（金）１３：００～１６：００
（セミナー終了後、個別相談会）
所】福島県ハイテクプラザ（郡山市待池台１－１２）１Ｆ 研修室
師】サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社
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モレキュラー営業部アプリケーショングループ、マネージャー
【内 容】１．FT-IRの基礎
２．測定手法とサンプルの前処理方法
３．顕微FT-IRアプリケーション
４．良質なスペクトルを得るための方法
５．スペクトル検索のコツ
６. デモ機による測定・質疑応答
【定 員】３０名（ただし、定員になり次第締め切ります）
【受講料】３，０００円
【締 切】平成２８年１１月３０日（水）

小松 守氏

詳しくはこちらをご覧ください
http://fukushima-techno.com/training/2016/04/post-191.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：竹内
〒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

────────────────────────────────────────
★☆ いわきものづくり塾～新産業分野経営力強化・技術者育成コース～
『地域医療連携コース』受講生募集のご案内 ☆★
────────────────────────────────────────
いわきものづくり塾は、製造業に従事する若手社員の基礎力向上や、中核人材のボトム
アップを図ることを目的に「ものづくり」には欠かせない基礎的な講義を実施し、地域内
企業における技術力の向上を目指します。
今回、第四段となる『地域医療連携コース』を、下記の通り実施いたしますのでご案内
致します。皆様、この機会に是非お申し込みください。
【日

程】（１）平成２８年１２月 ２日（金）１８：３０～２０：３０
（２）平成２８年１２月１４日（水）１８：３０～２０：３０
【会 場】いわき産業創造館 会議室１（いわき市平字田町１２０ LATOV６F）
【カリキュラム】
（１）医療・健康関連産業参入のポイント （基礎講座）
【概 要】
医療・健康関連産業(医療、健康、福祉、介護分野等)は、国の成長牽引産業に位置づけ
られ、異業種からの新規参入や新規事業創出のターゲットとして注目を集めています。
本講座では、医療分野への参入するためのポイントや産学官金の連携等について事例を
通しながら理解を深め、医療関連産業への参入について学びます。
【講 師】日吉 和彦 氏（（公財）医療機器センター附属 医療機器産業研究所 上級研究員）
（２）微細・精密切削加工技術を活かした医療分野への参入事例紹介と課題解決
【概 要】
近年、高度な精密加工技術を利用し、新たな活路の一つとして医療機器分野への進出を図
る企業が増えています。しかしながら、医療現場のニーズを的確に把握して、商品設計開発
し、さらに事業化に結びつけるのは容易ではありません。本講座では、切削加工の極限を追
求し、高度な微細・精密加工技術を生み出し、医療分野への参入に成功した株式会社スズキ
プレシオン代表取締役会長の鈴木庸介様をお招きし、医療機器新規参入の体験を通して、様
々な参入の仕方、課題の解決や方法について、お話し頂きます。
【講 師】鈴木 庸介 氏（株式会社スズキプレシオン 代表取締役会長）
【対象事業所】
いわき地域内の製造業に従事する方または、以下のいずれかに該当する事業所
・被災１２市町村（※）の事業所
・将来的に被災１２市町村へ進出を予定している事業所
・被災１２市町村に就業先がある事業所
・将来的に被災１２市町村で操業を予定している事業所
※１２市町村
田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、
浪江町、葛尾村、飯舘村
※一般の方もお申し込み可能です。
【受講料】無 料
【募集人数】３０名程度（１社２名まで）
申込書等詳しくはこちらをご覧ください
http://www.iwaki-sangakukan.com/docs/28_mono5_1.pdf
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各コース毎のカリキュラム、日程等詳細についてはこちらをご覧ください
http://www.iwaki-sangakukan.com/2016/09/28-mono2.html
お申し込み・お問い合わせ先
公益社団法人いわき産学官ネットワーク協会（担当：阿部）
〒９７０－８０２６ いわき市平字田町１２０番地 LATOV６F
TEL：０２４６－２１－７５７０ FAX：０２４６－２１－７５７１
E-mail: iwaki-sangakukan@bz01.plala.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３２６号は平成２８年１２月１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
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