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Ⅰ

事業・研修会等のお知らせ
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
平成２７年度第２回 あいづ“まるごと”ネット交流会のお知らせ

来る１１月２４日（火）に今年度第２回目のあいづ“まるごと”ネット交流会を開催します。
今回は講演と支援商品試食会の２部構成で開催します。
講師には、茨城県内を中心に、民間企業や官公庁における商品・サービスのデザインを幅広
く手がけている、株式会社文化メディアワークス企画制作部 主任・アートディレクターの田
中 宏光氏をお招きし、具体的な事例を交えながら、地産地消の商品づくりについてご講演を
いただきます。
第２部で登場する支援商品は、菓子・調味料・惣菜等多数ご応募いただいた商品から選定し
た７品ほどを予定しています。
多くの方のご参加をお待ちしております。

１

日時

２

場所

記
平成２７年１１月２４日（火）１３：１５～１６：００（受付１２：４５～）
道の駅あいづ 湯川・会津坂下 会議室１・２
（河沼郡湯川村大字佐野目字五丁ノ目７８－１）

３ 内容
（１）第１部
講演テーマ「地産地消の商品づくり」
講
師 株式会社文化メディアワークス
企画制作部主任・アートディレクター
（２）第２部
３

お申込

田中

宏光氏

あいづ“まるごと”ネット支援商品の試食会及び講評

あいづ“まるごと”ネット事務局までお申し込みください。
電 話：０２４２－２９－５３６９
ＦＡＸ：０２４２－２９－５３８９
メール aizu-marugotonet@pref.fukushima.lg.jp
申込期限：平成２７年１１月１７日（火）
※当日参加も可能です。講演のみ・試食会のみの参加も可能です。

・。
・。
・。
・。
・。・。・。・。
・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。
ふくしま地域産業６次化全県ネットワーク交流会の開催について
本県の地域産業６次化の一層の推進を図ることを目的に、全県ネットワーク交流会を開催し
ます。なお、本交流会は福島県並びに各関係団体が連携して開催する「ふくしまから
よう。食の商談会 ふくしまフードフェア 2015」と同会場にて開催します。
１

日時

平成２７年１１月１９日（木）

２

場所

ビッグパレットふくしま

３

講師
(株)ビューティラボ 代表取締役 中野啓子 氏
ふくしま地域産業６次化イノベーター、ふくしま６次化創業塾講師

はじめ

１０：００～１６：３０

多目的展示ホール（福島県郡山市南二丁目 52 番地）

４ 内容
（１）午前の部（１１：００～１２：００）
「新しい食品表示制度の概要」
（２）午後の部（１４：００～１５：００）
「健康食品の市場動向と消費者が求めるパッケージデザインのポイント」
会場のビッグパレットふくしまでは、県産農林水産物及び地域産業６次化商品等の販路開
拓やＰＲ、生産者と実需者の交流の場づくりを目的とした「ふくしまフードフェア２０１５」
が開催されています。
この商談会は、出展者と参加申込を行なったバイヤーのみが参加対象となっておりますが、
本交流会に参加される方については、会場内を自由にご覧いただき、交流の機会としてお役
立てください。
５

お申し込み
下記ホームページ（ふくしま情報６次化 station）より申込用紙をダウンロードし、必要
事項を記入の上、ＦＡＸにて記載の宛先にお送りください。
http://www.6jika.com/news/5318.html
応募締切：平成２７年１１月１７日（火）

６

お問い合わせ
〒９６０－８６７０ 福島市杉妻町２－１６
福島県農産物流通課（担当：須田）
電話：０２４－５２１－８０４１
FAX:０２４－５２１－７９４２
メール: suda_shouta_01@pref.fukushima.jp

・。
・。
・。
・。
・。・。・。・。
・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。
「ふくしま農商工連携ファンド事業」平成２７年度第２回公募の開始について
（公財）福島県産業振興センターでは、県内の農林漁業者や中小企業者等の皆様が、商品開
発・技術開発・販路開拓等の取組みを行うに当たって、その経費の一部を助成する「ふくし
ま農商工連携ファンド事業」等を実施しており、このたび、以下のとおり平成２７年度第２
回公募が開始となります。公募開始に先立ち、県内４方部で公募説明会が開催されますの
で、併せてご案内します。
１

平成２７年度第２回公募期間
平成２７年１２月１７日（木）から平成２８年１月２２日（金）まで （必着）
※平成２８年４月１日から開始（事業着手）する事業が対象となります。

２ 公募説明会
（１）平成２７年１２月１０日（木）福島市 コラッセふくしま４Ｆ中会議室４０１
（２）平成２７年１２月１４日（月）会津若松市 福島県ハイテクプラザ
会津若松技術支援センター多目的ホール
（３）平成２７年１２月１５日（火）郡山市 福島県ハイテクプラザ 研修室
（４）平成２７年１２月１６日（水）いわき市 いわき産業創造館（ラトブ６Ｆ）
会議室１
※いずれも開始時刻は１３：３０からとなります（事前申込制）。
３

お問い合わせ
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
〒９６０－８０５３ 福島市三河南町１－２０ （コラッセふくしま２F）
電話：０２４－５２５－４０３５
FAX：０２４－５２５－４０３６
◎詳細はこちら（ふくしま６次化情報 STATION）
http://www.6jika.com/news/5373.html

・。
・。
・。
・。
・。・。・。・。
・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。
会津のめぐみ×新しいカタチ「会津フード塾 in 南会津」受講者募集のお知らせ
会津地域の特産品で加工商品を開発するためのノウハウ、製造するための加工技術を習得
します。商品パッケージのデザインや販路開拓のテクニック、地域素材を活かした加工食品
の製造実習と保存で完成品を目指します。
１０月より会津若松市で開催中の「会津フード塾」と同内容で南会津町にて開催します。

１

２

対象者
会津地域内で加工品の製造に携わる農業従事者、６次産業化に取り組みたい方、新規事
業を立ち上げたい方等で全６回継続受講が可能な方
開催日時
第１回
第２回
第３回
第４回
第５回
第６回
※

３

５

午後１時３０分～午後４時３０分
午後１時３０分～午後４時３０分
午後１時３０分～午後４時３０分
午後１時３０分～午後４時３０分
午後１時３０分～午後４時３０分
午後１時３０分～午後４時３０分

６回の継続受講です。

講師
全６回
第４回
第６回

４

平成２７年１２月 １日（火）
平成２７年１２月 ８日（火）
平成２７年１２月１５日（火）
平成２８年 １月１２日（火）
平成２８年 １月２１日（木）
平成２８年 ２月 ４日（木）

山際 博美氏 （株式会社山際食彩工房 代表）
棚橋
紺氏
（福島県ハイテクプラザ会津若松技術支援センター
五日市知香氏
（株式会社パイロットフィッシュ

開催場所
全６回 御蔵入交流館

代表取締役

南会津町中央公民館

主任研究員）

商品開発コーディネーター）

（南会津郡南会津町田島字宮本東 22）

お申し込み
会津地域雇用創造推進協議会
電話:０２４２－２３－９１８２
定員になり次第締め切ります。（定員２０名）
◎詳細はこちら（会津地域雇用創造推進協議会）
http://www.aizu-koyou.net/info/5916

・。
・。
・。
・。
・。・。・。・。
・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。
ぐるなび大学「仕入れ関係者の目を惹き、成約率を高める！
伝わる商談シート作成/活用セミナー」受講者募集のお知らせ
食品関連事業者が質の高い商談をするためには、短時間で質の高いコミュニケーション
を図る事が大切です。限られた時間内で多くの会話のキャッチボールができることが重要
な要素となります。
セミナーでは生産者の魅力を明確にし、成約率を高めるための伝わる商談シートの作り
方について学びます。
１

日時

平成２７年１２月１１日（金）１５：００～１６：３０（受付開始１４：４５）

２

場所

ぐるなび大学仙台会場
宮城県仙台市青葉区国分町３－６－１仙台パークビル４Ｆ

３

お申し込み
下記ホームページよりお申し込みください。（ぐるなび大学）
http://gnavi-sites.force.com/daigaku/coursedetail?csid=Z-4

４

お問い合わせ
知的財産・活用推進事務局
電話：０１２０－９１０－８９５

FAX：０１２０－２１－９６７２

☆★☆*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*★☆★
１１月２４日は今年度第２回目の
あいづ“まるごと”ネット交流会が開催されます！
田中先生によるご講演のほか、
応募いただいた支援商品の試食会も予定しています。
会津地域において６次化に取り組む方との交流の場ですので、
ぜひご参加ください！
☆★☆*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*★☆★
*****************************あいづ“まるごと”ネット*****************************
あいづ“まるごと”ネット事務局
メール：aizu-marugotonet@pref.fukushima.lg.jp
〒965-8501 会津若松市追手町 7-5 会津若松合同庁舎内
【会津農林事務所 企画部 TEL0242-29-5369 FAX 0242-29-5389】
【会津地方振興局 企画商工部 TEL 0242-29-5292 FAX 0242-29-5228】
〒965-0004 南会津郡南会津町田島字小屋甲 4277-1 南会津合同庁舎内
【南会津農林事務所 企画部 TEL 0241-62-5252 FAX0241-62-5256】
【南会津地方振興局 企画商工部 TEL 0241-62-5207 FAX 0241-62-5209】
◎あいづ“まるごと”ネットホームページ◎あいづ“まるごと”ネットで検索◎
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/36240a/aizumarugotonet-top.html
※H26.3.29 よりあいづ“まるごと”ネットホームページのアドレスが変わりました。
※ふくしま６次化・食農データバンク会員共通パスワード：6net2940
**********************************************************************************

