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○期 日 平成19年11月26日(月) 14:00～16:15
○場 所 ベリーノホテル一関 ２F「磐井の間」

○内 容 「顧客期待を越えたサービスの創造・提供」
講師 株式会社Ｊ・アート・レストランシステムズ

代表取締役社長 望月 広愛 氏
○参加料 聴講・無料（事前にお申し込みください）

申込用紙は、岩手県南技術研究センターにもあります
*終了後、懇親会を予定しています。
（1人 会費3,000円）

問い合わせ先
○ソニーイーエムシーエス㈱千厩テック 経営品質部 経営品質課

ＴＥＬ：0191-53-3263 ＦＡＸ0191-52-3217

○開催期日・内容
＜ＹＡＧレーザー・研削加工実習＞ ５コマ

１１月３日(土)・10日(土)・17日(土)・24日(土)・12月1日(土)
各日とも午前９時～正午

「加工機の基本操作ほか」「NC穴あけ、切断加工」
「精密溶接」「ツルーイング・ドレッシング」
「超硬合金の精密研削」

＜ＰＩＣ入門＞ ４コマ
１１月１０日(土)・１１日(日)
「ＰＩＣマイコンと開発環境」「入出力の制御」
「AD変換とDCモータ制御」「応用システムの製作」

○受講料
・ＹＡＧレーザー・研削加工実習 2,500円（全５コマ）
・ＰＩＣ入門 2,000円（全４コマ）

＜問い合わせ先＞
岩手県南技術研究センター 電話 24-4688

Ｈ20年の世界遺産登録に向け、新商品の開発に取り組もうとお考え
の方もいらっしゃると思いますが、良い名称は商標登録されている
ケースが多いため、注意が必要です。
権利侵害の紛争などに巻き込まれないためにも、是非、ご参加くださ

い。
○開催期日・内容

11月８日（木） 午後１時30分～
講演：「世界遺産と商標登録について」
講習：パソコンを使用した検索操作

＜問い合わせ先＞
岩手県知的所有権センター 電話 019-656-4114
岩手県南技術研究センター 電話 24-4688

○株式会社大武・ルート工業 様 （一関）
○一関製箔株式会社 様 （一関）
○岩手大学工学部 平原グループ 様 （盛岡）

ご加入いただきまして誠にありがとうございます。どうぞよろしく
お願いいたします。

○日時 10月26日(金)～28日(日)
○場所 一関文化センターステージ上

・ペーパークラフトで「つ・く・る」を楽しもう！
・「ソーラーって、知ってる」
・「センサ」・・・不思議なセンターの仕組み体験
・「手作り相撲ロボットの製作体験」
・一関市・大東町少年少女発明クラブ作品展示 ほか

○協力 産業技術総合研究所東北センター 一関高専
川嶋印刷株式会社

＜問い合わせ先＞
岩手県南技術研究センター 電話 24-4688

『第７６回産学官イブニング研究交流会』

○１１月２１日
プレゼンの部：午後６時３０分（予定）
交流の部： 午後７時３０分（予定）

○会場 世嬉の一酒造 会費 ３千円

＊地域企業での３次元ＣＡＤの活用事例を紹介します。
発表は、もちろん社員の方々です。
設計を担当されている方から､３次元ＣＡＤ未経験
の方まで、とても参考になります！

１１月１６日(金)まで当センター電話24-4688までご連絡下さい



月 日

10月18日
16：00～

10月23日

10月25日

10月26日
～28日

10月31日
～11月2日

11月2日

11月７日
9:00～

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

行 事 名 場 所 内 容 連 絡 先

ものづくり振興セミナー
遠野市「あえりあ遠野
交流ホール」

○講演 16:00～
「関東自動車工業の現状と地域との結びつきに
ついて」

講師 関東自動車工業㈱岩手工場
副工場長 上野 克幸 氏

○情報交流会 18:00～
会費 1人4,000円

遠野市産業振興課産業
振興係
℡0198‐62‐2111

岩手大学地域連携フォーラムｉｎ花巻市
花巻市「ホテルグラン
シェール花巻」

○紹介 14:00～
「岩手大学の地域連携」
「岩手大学工学部付属融合化ものづくり研究機
構（仮称）構想と花巻サテライトの役割」
○講演
「岩手の地域資源を産学官民の連携から活用す
るためのモデル提案」
「地域の教育課題解決に向けた連携・共同の取
り組みと方法 －教育学部の事例－」

岩手大学地域連携推進
センター
℡019‐621‐6683

中小企業総合展2007 in Ｔｏｋｙｏ
東京ビッグサイト

東５・６ホール

○ブース展示 中小企業が自ら開発した新製品・
新サービス・新技術を展示。 講演／セミナー 著
名人による講演や経験豊富な経営者によるセミ
ナー。

○出展者１分間プレゼン、マッチング商談コー
ナー／セミナー マッチングのための商談コー
ナー・特設ステージでのセミナーなど。

＊岩手県南技術研究センターも出展します。

中小企業総合展事務局
℡03‐3524‐4668

いわて産学連携フォーラム
～「リエゾン－Ⅰ」マッチングフェア～

盛岡市「アイーナ」

企業ニーズと大学等研究機関の研究シーズの
マッチングを行うための個別相談会を開催しま
す。
○研究成果説明会 13:00～17:00
○シーズ・製品展示会 11:00～17:00
○個別相談コーナー 10:00～17:00
○情報交流会 17:30～

岩手大学地域連携推進
センター
℡019‐621‐6294

「一関発『おもしろ科学でＧＯ－！』」
（一関地方産業まつり商工祭同時開催）

一関文化センター

○小中学生を対象としたものづくり科学体験事
業
・ペーパークラフトで「つ・く・る」を楽しもう。
・「ソーラーて、知ってる？」
・「センサ」・・・不思議なセンサ―の仕組み体験
・「手作り相撲ロボットの製作体験」
・筑波から癒し系知能ロボットがやってくる。

「パロ」ちゃんと遊ぼう。

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７5回)

講演会 16：00～
交流会 17：15～

ベリーノホテル一関

（講師）
岩手県知事 達増 拓也 氏

（テーマ）
『岩手の目指す新しい姿について』
～新しい地域経営の計画の素案～

岩手県南
技術研究センター

℡0191‐24‐4688

イベントのご案内



月 日

11月8日

11月17日

11月21日
13:00～

11月21日
18：30～

2007年度粉体工学東北談話会
一関高専
第一講義室

○テーマ
「木質バイオマス資源利用（エタノール・水素製
造）と粉砕技術」

○講演
・「岩手県における木質バイオマスエネルギー利
用の取り組み」
・「粉砕を利用した樹脂やセルロース質物質から
の水素製造」
・「木質系バイオエタノール製造のための前処理
技術開発」
・「バイオエタノール製造用機械的粉砕技術の
研究開発」

一関高専物質科学工学
科 担当：二階堂
℡0191‐24‐4777

いわて知的財産権セミナー
「世界遺産と商標登録について」

岩手県南
技術研究センター

○講演：「世界遺産と商標登録について」

○講習：パソコンを使用した検索操作

＊詳細は、前ページをご覧ください。

岩手県知的所有権セン
ター
℡019-656-4114
岩手県南技術研究セン
ター
℡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：菅原弁理士）

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

産学官イブニング研究交流会(第７6回)

講演会 18：30～
交流会 19：30～

世嬉の一酒造

テーマ
「3次元ＣＡＤ『地域企業の活用事例紹介』」

地域企業での３次元ＣＡＤの活用事例を紹介し
ます。
発表は、もちろん社員の方々です。設計を担当
されている方から､３次元ＣＡＤ未経験の方まで、
とても参考になります！

（予定）
・ソリッドワークスを活用した事例紹介
・ワンスペースデザイナーを活用した事例紹介

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

だいぶ寒くなってきました。今年の暑い夏が、懐かしく感じられ
る今日この頃です。当センターには、今年も「オレンジ色のコスモ
ス」が咲き、秋の深まりを感じさせてくれています。


