
　

【№１】

　

　　 会場　一関工業高等専門学校
　　内容　・サテライト岩手事業方針
　　　　　・事業概要説明
　　　　　　　○シーズ発掘試験(応募時の留意点等)
　　　　　　　○育成研究、可能性試験
　　　　　　　○本部事業(産学共同シーズ、委託開発、
　　　　　　　　地域資源活用プログラム)

　　　主催　　JSTサテライト岩手
　　　　　　　　電話　019-635-0727
【№２】

　　　会　場　ベリーノホテル一関
　　　参加料　無料
　　　講　演　「経営戦略としての両立支援
　　　　　　　　～男女が共に活躍できる企業を目指して」
　　　　　　　実践女子大学人間社会学部　教授　鹿嶋　敬氏
　　　　　　　事例発表、改正男女雇用機会均等法の説明ほか

　　　申込み･問合せ
　　　 岩手県商工労働部労政能力開発課
　　　　　　保健福祉部児童家庭課
　　　　℡　019ー629ー5582

　本事業の成果と課題、今後の方向性を総括する「成果普及セミ
ナー」を以下により開催いたします。

　日　時　　平成19年2月26日(月)午後1時30分～
　場　所　　ベリーノホテル一関
　内　容　　・講師、受講生による成果発表
　　　　　　　・基調講演「ものづくりをリードする人づくりへの挑戦」
　　　　　　　　～戦略的ものづくり人材育成のポイント～
　講　師　　生駒　昇　氏　前㈱デンソー技研センター社長
　　　　　　　　　　　　　　　　前デンソー工業技術短期大学校校長

　申込方法　「参加申込書」によりお申込ください。
　　　　　　　　締め切り　2月20日(火）

　問合先　　財団法人　岩手県南技術研究センター
　　　　　　　　℡　0191-24-4688

　
　編集・発行元　　　　財団法人岩手県南技術研究センター　　South Iwate Research Center of Technology
　　　　　　　　　　　　　〒021-0902　岩手県一関市萩荘字高梨南方114番地1　　TEL 0191-24-4688　 fax 0191-24-4689
  　　　　　　　　　　　　E-mail  info@sirc.or.jp     　ホームページ　http://www.sirc.or.jp/

　
　

　
　　　　　日 　時　　平成19年2月21日(水)　午後２時～５時
　　　　　場　 所　　ベリーノホテル一関
          参加料　　無料
　　　　　　　　　　　終了後、午後5時から「産学官イブニング研究交流会」を
　　　　　　　　　　　同ホテルで開催します。
　　　　　　　　　　　是非、併せてご参加ください。

　　　　　内 　容　　 同じ地域に立地しながら、意外に「他社を知らない」
　　　　　　　　　　　という声が聞こえてきます。可能な範囲で情報交換を
　　　　　　　　　　　しませんか。
　　　　　　　　　　　きっと、身近に新しい発見があるはずです。

　　　　出展各社毎にテーブルを用意しますのでPRにご利用ください。
　　　＊「こんなものを作ってます」「こんなこと(技術･技能･品質･コスト)が
　　　　出来ます。」「こんなことを求めています」などなど
　
　　　　　申込先　　一関市工業課内
　　　　　　　　　　　一関高度技術産業集積促進協議会事務局
　　　　　　　　　　　℡0191－21－8451(直通)　　Fax0191－31－3037

オススメ
で～す！

H19･4月から法律が
改正されます。

『産学官イブニング研究交流会』へのご案内

１月１７日　午後６時３０分～
会場　世嬉の一酒造　　　会費　３千円
　ゲストの方の講演や研究発表などもあります。お誘い合わ
せの上、お出かけ下さい（準備の都合上、事前に当センター
電話24-4688までご連絡下さい）

【１月１７日の内容】
（講師）　一関高専　講師　照井　教文

（テーマ）
　「電気化学法による
　　　環境汚染物質の検出および修復」

　
　
　



月　日

1月15日
13:00～

1月15日
15:00～

1月16日

1月17日
18:30～

1月17日
～19日

1月19日
15:15～

1月23日

1月24日
9:00～

1月26日
13:30～

2月1日
13:30～

行　事　名 場　　所 内　　　容 連　絡　先

先端科学特別講演会
一関工業高等専門学
校　第１講義室

講師
・宇宙航空研究開発機構・宇宙科学研究本部
宇宙構造・材料工学研究系
　　助教授　佐藤　英一　氏
・東北大学大学院工学研究科
　　研究科長・教授　内田　龍男　氏

一関工業高等専門学
校庶務課庶務係
℡0191‐24‐4704

表面技術協会東北支部岩手地区講演
会

岩手大学工学部

講演
・「環境問題と極微量分析」
　岩手県南技術研究センター
　　　　　　所長小田嶋　次勝氏
・「ラマン分光と表面分析」
　㈱堀場製作所　中田　靖氏

岩手大学工学部応用
化学科
℡019‐621‐6330

産学官イブニング研究交流会(第66回) 世嬉の一酒造
講　師　一関高専　講師　照井教文氏
テーマ　「電気化学法による
　　　　　　　　環境汚染物質の検出および修復」

岩手県南
　　　技術研究センター
℡0191‐24‐4688

発明無料相談会
岩手県南
　技術研究センター

無料相談会を開催します。電話予約が必要で
す。
（対応：丸岡弁理士）

岩手県南
　　　技術研究センター
℡0191‐24‐4688
発明協会岩手県支部
℡019‐634‐0684

「小規模多機能型居宅介護」及び「居住
施設」の開設の進め方と新制度下の介
護事業戦略

仙台フィンランド健康
福祉センター研究開
発館

講師
･高齢者総合ケアセンターこぶ園
　　　総合施設長　小山　剛　氏

仙台フィンランド健康
福祉センター研究開発
館
℡022‐303‐2666

第8回国際電子部品商談展
　ELE　TRADE２００７

第8回プリント配線板EXPO

東京ビッグサイト
　　東展示棟

特別展示
・高周波　部品･デバイス2007
・EMC･ノイズ対策ゾーン
・精密、微細、加工技術ゾーン
・コネクタゾーン

同時開催
・第36回インターネプコン･ジャパン
・第24回エレクトロテスト･ジャパン
・第8回半導体パッケージング技術展

　ELE　TRADE２００７/
プリント配線板EXPO
事務局

℡03‐3349‐8502

JSTサテライト事業説明会
一関工業高等専門学
校

内容
・サテライト岩手事業方針
・事業概要説明
　　シーズ発掘試験・育成研究、可能性試験
　　本部事業（産学共同シーズイノベーション、
　　委託開発、地域資源活用プログラム）

JSTサテライト岩手
℡019‐635‐0727

新春経済講演会 ベリーノホテル一関

テーマ
「2007年!　日本の政治経済の課題」
講　師
慶應義塾大学法学部　教授　小林良彰　氏

一関商工会議所
℡23‐3434

木質バイオマスフォーラム2007
「動き出したみどりのエネルギー社会」

盛岡市民文化ホール
(マリオス)大ホール

・基調講演
　岩手県知事　増田寛也　氏
・パネルディスカッション
・公開セミナー

岩手･木質バイオマス
研究会
℡019‐635‐8272

地域団体商標精度及び小売等役務商
標制度説明会

岩手県工業技術セン
ター大ホール

講義内容
・地域団体商標制度について
・小売等役務商標制度について
＊定員50名　事前予約が必要です

(社)発明協会岩手県支
部
℡019‐634‐0684

イベントのご案内

2月21日「企業情報交換会」
2月26日「成果普及セミナー」
是非、お出かけ下さい！



月　日

2月７日
9:00～

2月9日
13:30～

2月21日
14:00～

2月21日
17:00～

2月21日
9:00～

2月26日
13:30～

発明無料相談会
岩手県南
　技術研究センター

無料相談会を開催します。電話予約が必要で
す。
（対応：丸岡弁理士）

岩手県南
　　　技術研究センター
℡0191‐24‐4688
発明協会岩手県支部
℡019‐634‐0684

いわて企業力アップ支援セミナー
一関地区企業トップセミナー

ベリーノホテル一関

講演
「経営戦略として両立支援～男女が共に活躍で
きる企業を目指して」
講師
実践女子大学人間社会学部
　　　　教授　鹿嶋　敬　氏
・事例発表
・説明「改正男女雇用機会均等法について」
　　　　「両立支援関係助成金について」

岩手県商工労働観光
部能力開発課
℡019‐629‐5582

発明無料相談会
岩手県南
　技術研究センター

無料相談会を開催します。電話予約が必要で
す。
（対応：丸岡弁理士）

岩手県南
　　　技術研究センター
℡0191‐24‐4688
発明協会岩手県支部
℡019‐634‐0684

企業情報交換会 ベリーノホテル一関
展示(商談)会形式による企業の情報交換会を開
催します。「こんなことができます」「こんなことを
求めています」など。

岩手県南
　　　技術研究センター
℡0191‐24‐4688

産学官イブニング研究交流会(第67回) ベリーノホテル一関
拡大版「イブニング交流会」として開催します。
時間・会場とも変更となりますので、よろしくお願
いします。

岩手県南
　　　技術研究センター
℡0191‐24‐4688

高専等を活用した中小企業人材育成
事業「成果普及セミナー」

ベリーノホテル一関

・講師、受講生による成果発表
・基調講演
「ものづくりをリードする人づくりへの挑戦」
　～戦略的ものづくり人材育成のポイント～
　講　師
　　　生駒　昇　氏
　　　　　前㈱デンソー技研センター社長
　　　　　前デンソー工業技術短期大学校校長

岩手県南
　　　技術研究センター
℡0191‐24‐4688

行　事　名 場　　所 内　　　容 連　絡　先

あとがき
　1月も半ばに差し掛かり、以前より日が長くなったあと感じる
今日この頃です。でも、寒さはこれからが本番ですね。

　皆様、健康には十分注意しましょう。


