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★☆

うつくしまドットねっと通信

☆★
第３７９号<平成３１年２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>>
【講演会・セミナー】
◆「ステンレス材料技術講習会」開催のお知らせ
◇経営者・後継者のための事業承継セミナー＆個別相談会開催のご案内
（福島市商業労政課）
◆「新規創業研修」開催のお知らせ
（中小企業大学校仙台校）
◇第５回ゆる協セミナー
「S D G s を考える～大阪・関西万博／ＣＳＶ大学の取組みから～」のご案内
（中小機構 東北本部（宮城県仙台市））
◆第６回ゆる協セミナー
「インバウンド対策セミナー「インバウンドって何？！」」のご案内
（コラッセふくしま（福島県福島市））
【お知らせ】
◇平成３１年度地域復興実用化開発等促進事業費補助金ほか公募説明会のご案内
◆「福島県ものづくりフェア」のご案内
◇「ふくしまみらいビジネス交流会in Jヴィレッジ」開催のお知らせ

────────────────────────────────────────
★☆ 「ステンレス材料技術講習会」開催のお知らせ ☆★
────────────────────────────────────────
～ステンレス鋼の腐食現象と腐食防食解析技術～
ステンレスは錆に強い汎用の金属材料ですが、特有の腐食不良もあります。腐食のメカ
ニズムを理解することで、様々なトラブルの防止、原因究明及び対策に役立ちます。そこ
で本セミナーでは、ステンレス材料の腐食評価について基礎から事例を交えて学びます。
※ご希望の方には、セミナー終了後個別質問・相談に対応いたします。
【日

時】

【内

容】

【講

師】

平成３１年３月７日（木）１３：３０～１６：００
（途中休憩、終了後に個別相談有り）
（１）ステンレス鋼の腐食現象と腐食防食解析技術
・ステンレス鋼の腐食基礎（耐食性評価技術・腐食防食解析技術）
（２）ステンレス等の材料表面とその評価技術
・材料表面を評価する物理解析技術
・物理解析を用いた材料表面の評価事例
・最新の材料表面評価技術
ＪＦＥテクノリサーチ株式会社
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【場

所】

【定 員】
【受講料】
【締 切】

福島県ハイテクプラザ いわき技術支援センター
（いわき市常磐下船尾町杭出作２３－３２）
３０名
無料
平成３１年２月２８日（木）

２階

研修室

詳しくはこちらをご覧ください
http://fukushima-techno.com/training/2018/03/post-264.php
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

────────────────────────────────────────
★☆ 経営者・後継者のための事業承継セミナー＆個別相談会開催のご案内
（福島市商業労政課）
☆★
────────────────────────────────────────
重要な経営課題である事業承継をスムーズに進めるために何をしなければならないのか
わかりやすく解説するとともに、福島県事業引継ぎ支援センター等の活動をご紹介いたし
ます。
またセミナー終了後には、希望者の方に個別相談会も開催いたします。
【開催日】
【会 場】
【時 間】
【対 象】

平成３１年２月２６日（火）
コラッセふくしま ３階企画展示室Ｃ・Ｄ
１３：３０～１７：００
福島市内に事業所がある中小企業経営者、後継者、支援機関
※福島市外の事業所で参加をご希望される場合は、別途お問い合わせくださ

い。
【参

無料

加】

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/maga/hikitsugisemi.pdf
お問い合わせ先
福島市 商工観光部商業労政課
TEL：０２４－５２５－３７２０

FAX：０２４－５３５－１４０１

────────────────────────────────────────
★☆ 「新規創業研修」開催のお知らせ （中小企業大学校仙台校） ☆★
────────────────────────────────────────
中小企業大学校仙台校は、昨年度に引き続き郡山市と共催で郡山サテライト校を開校し
ます。地域の産業振興を目的に、次代を担う中小企業の経営管理者や創業希望者を対象と
した研修を実施します。
その第２弾として「創業研修」を以下のとおり行います。
【研 修 名】 郡山サテライト校 新規創業研修
【研修期間】 平成３１年２月１８日（月）～２月２０日（水）３日間（１８時間）
【 会 場 】 郡山市役所 正庁 （郡山市朝日一丁目２３－７）
【受講対象者】創業/新しい事業を考えておられる方・創業まもない方
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創業を支援する中小企業支援担当者の方
（所在地は郡山市内外を問いません）
員 】 ２０名
（先着順で定員になり次第締め切りますので、お早めにお申し込みくださ

い）
【 受講料 】

無料

詳しくはこちらをご覧ください
http://www.smrj.go.jp/institute/sendai/news/2018/frr94k0000063t9s.html
お申し込み先
郡山市 産業観光部 産業政策課
TEL：０２４－９２４－２２５１
お問い合わせ先
中小企業大学校仙台校
TEL：０２２－３９２－８８１１

FAX：０２４－９２５－４２２５

────────────────────────────────────────
★☆ 第５回ゆる協セミナー
「S D G s を考える～大阪・関西万博／ＣＳＶ大学の取組みから～」のご案内
（中小機構 東北本部（宮城県仙台市）） ☆★
────────────────────────────────────────
中小企業基盤整備機構東北本部は、今年度も、異種・異質な支援機関・企業・人材等と
のネットワーク化を推進することにより、Society5.0・Connected Industries実現に向け
て基盤づくりを進める「目指せ！日本一ゆるーい産学官金共同体ー（略称ゆる協）」セミ
ナーを開催いたします。今回のテーマは「SDGsを考える」です。
【日

時】

【会

場】

【定 員】
【対 象】
る方
【ゲスト】

平成３１年３月６日（水）１６：００～１８：２０
（受付１５：３０開始）
交流会１８：３０～１９：３０
中小企業基盤整備機構 東北本部 セミナー室
（仙台市青葉区一番町４丁目６－１ 仙台第一生命タワービル６階）
４０名（無料）
中小企業、金融機関・大学・研究機関・行政などの本セミナーにご興味のあ
公益社団法人
一般社団法人

関西経済連合会
ＣＳＶ開発機構

産業部 副参与
専務理事

南部
小寺

達彦氏
徹氏

申込方法等詳しくはこちらをご覧ください
http://www.smrj.go.jp/regional_hq/tohoku/event/2018/frr94k00000663jq.html
お申し込み・お問い合わせ先
独立行政法人 中小企業基盤整備機構
東北本部 企画調整課
担当：杉村、中島、新沼
仙台市青葉区一番町４丁目６－１ 仙台第一生命タワービル６階
TEL：０２２－３９９－６１１１ FAX：０２２－３９９－９０１５

────────────────────────────────────────
★☆ 第６回ゆる協セミナー
「インバウンド対策セミナー「インバウンドって何？！」」のご案内
（コラッセふくしま（福島県福島市）） ☆★
────────────────────────────────────────
【日 時】 平成３１年３月１２日（火）
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第一部１３：３０～１４：５０（定員１００名）
第二部１５：００～１６：００（定員 ３０名）
株式会社ＪＴＢ総合研究所 加藤様より「インバウンドの現

【概
状」

要】

第一部

【会

場】

【対
る方

象】

第二部 交流 福島大学留学生と事業者の交流ワーク
コラッセふくしま４階 多目的ホール
（福島市三河南町１番２０号 コラッセふくしま７階）
中小企業、金融機関・大学・研究機関・行政などの本セミナーにご興味のあ

詳しくはこちらをご覧ください
http://www.smrj.go.jp/regional_hq/tohoku/event/2018/frr94k0000069ml2.html
お申し込み・お問い合わせ先
福島商工会議所
事業推進部 地域振興課
担当：石垣、田村、高橋
TEL：０２４－５７２－７１１８

FAX：０２４－５２５－３５６６

────────────────────────────────────────
★☆ 平成３１年度地域復興実用化開発等促進事業費補助金ほか公募説明会のご案内
☆★
────────────────────────────────────────
福島県では、福島イノベーション・コースト構想の重点分野について、地元企業及び
地元企業との連携等による地域振興のための実用化開発等を促進し、福島県浜通り地域等
の産業復興の早期実現を図るため、その経費の一部を補助しております。
つきましては、本補助金の平成３１年度公募説明会を開催しますので、是非ご参加くだ
さい。また、郡山会場では、再生可能エネルギー関連補助金の説明も行いますので、併せ
てご案内いたします。
なお、本公募は平成３１年度予算成立が前提のため、予算の審議状況によっては事業内
容を変更する可能性があることをご了承ください。
【開催場所及び日時】
〈郡山会場〉
・日時：平成３１年２月１８日（月）１４：００～１６：１５
・会場：郡山ユラックス熱海 大会議室 [定員３００名]
（郡山市熱海町熱海２丁目１４８－２）
〈富岡会場〉
・日時：平成３１年２月２０日（水）１３：３０～１５：３０
・会場：富岡町文化交流センター 学びの森 ２階会議室 [定員２００名]
（双葉郡富岡町本岡王塚６２２－１）
【 説明会内容 】
（１）平成３１年度地域復興実用化開発等促進事業費補助金について
・公募説明
・過年度採択企業事例発表（各会場２社）
〈郡山会場〉：日本郵便(株)、コニカミノルタ(株)
〈富岡会場〉：(国研)日本原子力研究開発機構、アルパイン(株)
（２）平成３１年度再生可能エネルギー関連技術実証研究支援事業補助金について※
・公募説明
※郡山会場のみで実施します。富岡会場では実施しませんのでご注意ください。
（３）個別相談
【お申し込み方法】
以下のふくしま復興ステーションＨＰから、お申し込みください。
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http://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/ps-innov-j-31koubosetumei.html
お問い合わせ先
デロイト トーマツ コンサルティング合同会社
TEL：０２４－５７２－３３５２ FAX：０２４－５７２－３３６７
E-mail: dtc_f_jitsuyoka@tohmatsu.co.jp

────────────────────────────────────────
★☆ 「福島県ものづくりフェア」のご案内 ☆★
────────────────────────────────────────
福島県では、「開発型・提案型企業転換総合支援事業」を始めとする各種支援策によ
り、
新製品や新技術の開発を行う「開発型企業」への転換を目指す中小企業の皆様を支援して
います。
この度、その成果の報告をはじめ、自社製品や自社技術開発に着手する際のヒントや、
開発成功の秘訣などをご紹介する『福島県ものづくりフェア』を下記のとおり開催しま
す。
本フェアでは、「産学官連携」と「知的財産」に関するエキスパートによる基調講演
や、
自社製品を世に出すために大切なことを大きなテーマとしたシンポジウムが開かれるほ
か、
開発型企業へと転換した企業の方々による開発商品の展示が行われます。
これから自社製品・自社技術を開発し、新たなビジネスを拓こうと考えている企業の皆
様や、知的財産に関する興味をお持ちの皆様のご参加をお待ちしております。
【開催日時】
【開催場所】

平成３１年２月２１日（木） １３：００～１６：２０
エスパル福島 ５階 ネクストホール
（〒９６０－８０３１ 福島県福島市栄町１－１）
【開催内容】 ※詳細についてはチラシをご覧ください。
◆受付１２：３０～
◆開会１３：００～
１３：０５～１４：０５ 基調講演「知財の重要性－稼ぐ力－」
（講師：山本特許法律事務所 山本秀策弁理士）
１４：１０～１５：１０ 基調講演
「福島県地域産業復興・創生アドバイザーとしての活動
報告」
（講師：東北大学大学院 堀切川一男教授）
１５：２０～１６：２０ シンポジウム『未来を拓く企業のチャレンジ』
～自社製品を世に出すために～
１３：００～１６：４０ 産学官連携による開発商品・技術展示
【参 加 費】 無料
【申込方法】 こちらのチラシ（申込書）にてお申し込みください。
https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/life/404719_1006050_misc.pdf
詳しくはこちらをご覧ください
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32021b/monodukurifea190221.html
お問い合わせ先
福島県商工労働部産業創出課
担当：水谷
TEL：０２４－５２１－７２８３
お申し込み先
株式会社 山川印刷所
総合企画部
担当：菅野、安部、加藤
TEL：０２４－５９３－２２２１

FAX：０２４ー５２１－７９３２

FAX：０２４－５９３－５４５５
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────────────────────────────────────────
★☆ 「ふくしまみらいビジネス交流会in Jヴィレッジ」開催のお知らせ ☆★
────────────────────────────────────────
当交流会は、浜通り地域等において新規立地や研究開発等を実施・計画している企業と
地元企業とのビジネスマッチングの機会を創出するために開催するものです。
【 日

時 】

【 場 所 】
【登壇企業】
【 定 員 】
【 参加費 】
【 締 切 】

平成３１年２月２６日（火）
１３：３０～１７：００（開場・受付開始１３：００）
Jヴィレッジ（福島県双葉郡楢葉町山田岡美シ森８）
株式会社エヌビーエス、株式会社石川ゴム製造所
株式会社タジマモーターコーポレーション、ミツフジ株式会社
１００名
無料
平成３１年２月１９日（火）

詳しくはこちらをご覧ください
https://www.fipo.or.jp/business/guide.html
お問い合わせ先
ふくしまみらいビジネス交流会 事務局
（受付時間／１０：００～１７：００（土・日・祝日は除く）)
TEL：０２４－９３３－９６６７ FAX：０２４－９９１－４７４１
E-mail: biz.fukushima@exd-connect.jp

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「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３８０号は平成３１年３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。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【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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