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    ハイテクプラザ・ニュースフラッシュ 第３１号
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                    平成１８年８月７日発行

  福島県ハイテクプラザから県内企業の皆様へ当所および関係機関が

 実施する各種事業等について「ハイテクプラザ・ニュースフラッシュ」

 として、毎月２回メールによる情報提供を行っております。

 皆様のお役に立てる情報を提供できればと思っておりますので、

 どうぞよろしくお願いいたします。
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 ■ 「集まれっ！ハイテクプラザ」のご案内

  ハイテクプラザでは小中学生や親子連れの方々を対象の公開イベ

 ント「集まれっ！ハイテクプラザ」を８月１９日（土）に開催いた

 します。

  お子様が科学技術やものづくりに対して興味を持っていただくこ

 とを目的としております。多数のご参加をお待ちしております。

  ○内容 ①サイエンス教室（予約制の体験教室）

      ②公開実験室（予約不要の短時間の体験教室）

      ③県内工業の紹介パネル展示

      ④共催イベント などです。

      ※サイエンス教室の参加受付は、既に終了しております。

  ○参加費 無料

  ○お問い合わせ先

   企画支援部企画管理グループ

     電話：０２４－９５９－１９１１（担当：野崎、笹山）

     ＨＰ：http://www.fukushima-iri.go.jp/news/index.html
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 ■ 「平成１８年度 ものづくり短期研究開発事業」のご案内

  ハイテクプラザでは、県内企業の皆様が現在直面している研究

 課題を募集しております。皆様に代わってハイテクプラザ研究員が

 研究開発を行い、その成果をお渡しいたします。

 

  ○提案課題等の条件

   ・県内企業の皆様が現在直面している自社での解決が困難な課題

   ・短期（概ね３ヶ月程度）の研究期間が想定され、年度内に技術

    移転が見込まれる課題

   ・ハイテクプラザの現有機器で取り組める課題

   ・成果移転後、直ちに自社で活用する計画を有すること、等 

  ○注意事項

   ・後日、詳細な内容調査や審査の上、採否決定いたします。

    （必ずしも全ての提案課題を採択できるわけではありません）

  ○募集締切

    第１回は終了いたしました。今回は『豆乳利用の高齢者食品』

    等、全７件の提案課題を採択させていただきました。

    第２回は平成１８年１０月 ６日（金）を予定しております。

   〈◎緊急の際には随時受付も可能です。お問合わせください。〉

  

   ※応募条件・研究課題提案書の書式等、詳細については、

    お問い合わせいただくか、下記ＨＰを参照願います。

  ○お問い合わせ先

    企画支援部連携支援グループ



     電話：０２４－９５９－１７４１（担当：丸山、橋本真）

     ＨＰ：http://www.fukushima-iri.go.jp/news/index.html
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 ■ 「平成１８年度 ものづくり研修事業」のご案内

  ハイテクプラザでは、県内企業の皆様からの研修生を募集してお

 ります。研修中は、選定していただいたテーマに取り組んでいただ

 き、ハイテクプラザの研究職員がマンツーマンで指導に当たります。

  ○研修期間 ： 最大１０日間

  ○費  用 ： 無    料

  ○受  付 ： 随    時

   ※日程や内容につきましては個別にご相談させていただきます。

   ※研修申込書等、詳細についてはお問い合わせいただくか、

    下記のＨＰを参照願います。

  ○お問い合わせ先

   企画支援部連携支援グループ

    電話：０２４－９５９－１７４１（担当：丸山、橋本真）

    ＨＰ：http://www.fukushima-iri.go.jp/news/index.html
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 ■ 「機能安全セミナー」のお知らせ

  福島県及び財団法人福島県産業振興センターでは、国際電子標準



 会議（ＩＥＣ）が制定した機能安全に関する国際規格IEC61508と組

 み込みソフトウェアの応用について、理解を深めていただくための

 セミナーを開催いたします。

 ○内容

  （１）演題「電気・電子・コンピュータ技術による

                安全確保と機能安全について」

     講師 (株)日本機能安全 取締役 田辺安雄 氏

  （２）演題「機能安全と組込みソフトウェアについて」

     講師 会津大学教授 兼本茂 氏

 ○日 程  平成１８年８月２３日（水）１３：００～１６：００

 ○会 場  ハイテクプラザ 多目的ホール

 ○受講料  無料

 ○申込締切 平成１８年８月１８日(金)

 ○お申込み・お問合せ先

  福島県商工労働部産業創出グループ

      電話：０２４－５２１－７２８３（担当：橋本）

      メール:hashimoto_satoshi_01@pref.fukushima.jp
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 ■「ビジネスクリエーションふくしま２００６出展」のお知らせ

  財団法人福島県産業振興センターと福島県では、企業の広域的な

 新規取引先の開拓、受注機会の拡大を支援するため、「ビジネスク

 リエーションふくしま２００６」を開催いたします。

  これは、昨年まで７回開催してまいりました「ビジネスクリエー

 ション東北」を、福島発の製品展示・情報発信であることを強くア



 ピールしていくため、今回から「ビジネスクリエーションふくしま

 ２００６」として開催するものです。

  つきましては、多数の皆様の出展お申し込みをお待ちしておりま

 す。

 ○日時 平成１８年１１月１６日(木) １０：００～１７：００

     平成１８年１１月１７日(金) １０：００～１６：００

 ○会場 ビッグパレットふくしま 多目的展示ホール

 ○同時開催 「メディカルクリエーションふくしま」、

       「ハイテクセミナー」など

 ○申込締切 平成１８年８月２５日(金)

 ○お問い合せ・お申込み先

  (財)福島県産業振興センター経営支援グループ

    電話：０２４－５２５－４０３４

    URL ：http://www.utsukushima.net/business/bcf2006.html
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 ■「科学技術コーディネータ募集」のお知らせ

  財団法人福島県産業振興センターでは、都市エリア産学官連携促

 進事業（発展型）の科学技術コーディネータを１名募集しておりま

 す。

 

 ○職務内容 医療福祉機器関連の

       ①研究開発、事業化・商品化に向けてのコーディネート

       ②企業ニーズと研究シーズとのマッチング

 ○応募資格 ３５歳以上～６５歳程度

       研究開発・企画・管理、プロジェクト管理、知的財産管



       理、技術移転、マーケティング、経営企画などに携わっ

       た経験者又はこれに相当すると認められる者。

 ○雇用条件 報酬  ：日額４０，０００円（各種手当を含む）以内

       勤務日数：原則週５日

       勤務地 ：財団法人福島県産業振興センター技術支援部

 ○選定方法 書面審査及び面接審査

 ○募集期間 平成１８年８月２１日(月)１７時まで必着

       募集要項・応募書類は下記ＨＰから入手できます。

 ○お問い合せ・お申込み先

  (財)福島県産業振興センター 技術支援部

    電話：０２４－９５９－１９２９

    URL ：http://www.f-open.or.jp/techno.com/ 
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 ■ 「ものづくりセミナー２００６」のお知らせ

  財団法人福島県産業振興センターでは、６月に施行された「中小

 企業のものづくり基盤事業の高度化に関する法律」の解説と、

 「中小企業は日本の宝」の著者 橋本久義氏の講演を内容とした

 セミナーを開催いたします。

 ○内 容  １．「中小企業のものづくり基盤事業の高度化に関す

         る法律」について

          東北経済産業局地域経済部情報・製造産業課

       ２．「元気を出せ中小企業－技術でも流通でも中国に

         負けない経営－」

          政策研究大学院大学 教授  橋本久義氏

 ○日 程  平成１８年８月２５日（金）



 ○会 場  ホテルはまつ（郡山市虎丸町３－１８）

 ○受講料  無料

 ○定 員  １００名

 ○申込締切 平成１８年８月２２日(火)

 ○お申込み・お問合せ先

  （財）福島県産業振興センター 技術支援部(テクノ・コム)

      電話：０２４－９５９－１９２９（担当：影山）

       URL:http://www.f-open.or.jp/techno.com/
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 ■ 「オープンソフトによるＩＴＲＯＮ、ＴＣＰ／ＩＰ組込みアプリ

   ケーション開発」研修のお知らせ

  財団法人福島県産業振興センターでは、「ＴＩＮＥＴ」の著者で

 ある阿部司氏をお招きして、製品化の実績のあるオープンソフトを

 利用したネットワークアプリケーション開発手法について、実機で

 の実習を通しての研修を行います。

  研修の成果はそのまま製品設計への応用が可能です。

  なお、この研修はＣ言語プログラム経験者の方に限定させていた

 だきます。

 ○講 師  国立苫小牧高等工業専門学校 教授  阿部 司 氏

 ○日 程  平成１８年９月１２日（火）～１５日（金）：４日間 

 ○会 場  ハイテクプラザ 電子応用実習室（２階）

 ○受講料  ４０，０００円

 ○定 員  １０名

 ○受講資格 Ｃ言語プログラム経験者

 ○申込締切 平成１８年８月１８日(金)



 ○お申込み・お問合せ先

  （財）福島県産業振興センター 技術支援部(テクノ・コム)

      電話：０２４－９５９－１９２９（担当：影山）

       URL:http://www.f-open.or.jp/techno.com/
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 ■ 「無料発明相談会」のお知らせ

  社団法人発明協会福島県支部では「無料発明相談会」をハイテク

 プラザおよび各技術支援センターにおいて開催しています。

  特許・実用新案・意匠・商標の出願の方法、申請書類のチェック

 など、知的財産権に関する相談をお受けします。問題をお持ちの方

 は遠慮なくお越しの上ご相談下さい。

  ただし、各会場とも発明協会福島県支部への電話予約が必要です。

  なお、８月中旬～９月中旬分の開催予定日は次のとおりです。

     開催会場              開催日時

 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

  郡山  ：ハイテクプラザ      9/ 4   9:00～12:00

  福島  ：福島技術支援センター   8/28  10:00～12:00

  会津若松：会津若松技術支援センター 9/11  10:00～12:00

  いわき ：いわき技術支援センター  8/21  13:00～16:00

  詳細は以下のホームページの

   ／相談会・講習会／無料相談会／日程表 でご確認下さい。



  ○お問い合わせ先

   （社）発明協会福島県支部

     電話：０２４－９５９－３３５１

      ＵＲＬ：http://www.jiii-fukushima.org/    
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 ■ あとがき

 

  お盆期間もハイテクプラザは通常通り開館（土日は休館）してお

 ります。もし、お盆期間中にお困りごとが生じましたら、遠慮なく

 お問い合わせください。

  ちなみに、８月２１日は「福島県民の日」です。福島県では、毎年、

 県民の日を中心に、公共的施設の無料開放や入館料割引、各種の記念

 事業が行われます。

  例えば、県立美術館や県立博物館、天鏡閣、アクアマリンふくしま

 なども入場無料となりますので、この機会に、ご利用されてはいかが

 でしょうか。

  なお、「集まれっ！ハイテクプラザ」もお忘れなく。

==============================================================

 【編集・発行】

 〒963-0215

  郡山市待池台１－１２

   福島県ハイテクプラザ 企画支援部 連携支援グループ

 Tel: 024-959-1741 Fax: 024-959-1761

 E-mail: newsmaster@fukushima-iri.go.jp



 HP: http://www.fukushima-iri.go.jp/

 ○配信停止、メールアドレス変更等のお知らせは上記宛にお願い

  いたします。

 ○なお、配信先のメールアドレスが不明等として、長期（３ヶ月

  程度）に渡り、配信が行えない場合、断り無く登録を削除させ

  ていただくことがあります。メールアドレスを変更される場合

  は、忘れずにご連絡をお願いいたします。


