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                   平成１８年１１月６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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 ■「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（最終受付は平成１９年２月２３日（金））

   ※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）

     H  P ：http://www.fukushima-iri.go.jp/news/index.html
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 ■「地域技術支援講習会“現場で役立つ鉄鋼熱処理技術”」のお知らせ

  財団法人福島県産業振興センターでは、地域の熱処理技術向上の

 ため、材料技術講習会を行います。

  この研修では、基礎編と応用編に分けてそれぞれ１日を費やし、

 じっくりと熱処理技術について学んでいただきます。

 ○内 容 《基礎編》  

       ・鋼の製造法 ・鉄-炭素系状態図

       ・鋼種の分類と用途 ・鉄鋼の顕微鏡組織の解説

       ・塑性加工、切削性と焼きなまし、焼きならしの関係など

      《応用編》

       ・鋼の表面硬化法の具体的方法

       ・ステンレス鋼、ばね鋼、軸受鋼などの熱処理法など

 ○講 師  ソーラー金属加工研究所 所長 藤澤昭一 氏

 ○日 程 《基礎編》

       平成１８年１２月 ５日（火）１０：００～１６：００

      《応用編》

       平成１８年１２月１２日（火）１０：００～１６：００

 ○会 場  ハイテクプラザ いわき技術支援センター

 ○受講料  各３，０００円

 ○定 員  各４０名

 ○申込締切 平成１８年１１月２１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：齋藤）

      URL ：http://www.f-open.or.jp/techno.com/
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 ■「材料技術研修“光学顕微鏡の基礎”」のお知らせ

  財団法人福島県産業振興センターでは、光学顕微鏡の正しい取り

 扱い方法、観察方法を習得する研修を行います。

  ○内 容  光学顕微鏡の使い方、観察方法、日常の手入れ方法

        デジタルカメラによる撮影方法など

  ○講 師  オリンパス株式会社

  ○日 程  平成１８年１２月１２日（火）      

        １３：００～１６：３０

  ○会 場  ハイテクプラザ 研修室（１階）

  ○受講料  １，０００円

  ○定 員  ３０名

  ○申込締切 平成１８年１２月１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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 ■「ビジネスクリエーションふくしま２００６」、

  「メディカル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。

  ハイテクプラザは、同時開催の「メディカルクリエーションふく

 しま２００６」とともに出展しております。ご来場の際には、是非

 ハイテクプラザブースへもお立ち寄り下さい。

 ○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２００６」、

       「ハイテクセミナー」など

 ○お問い合せ

  (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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 ■「ハイテクセミナー２００６」のお知らせ

  財団法人福島県産業振興センターと福島県では、工業技術の普及

 と経営の発展を目指して毎年著名な有識者の講演を「ハイテクセミ

 ナー」として実施してきました。今年は、一橋大学大学院佐山展生

 教授をお招きし、企業価値の向上について、「ビジネスクリエーシ

 ョンふくしま２００６」と同時開催で講演いただきます。

 ○テーマ  「Ｍ＆Ａ新時代と企業価値向上経営」



 ○講 師  一橋大学大学院 国際企業戦略研究科 教授 佐山展生 氏

 ○日 程  平成１８年１１月１６日（木）１３：３０～１５：１０

 ○会 場  ビッグパレットふくしま コンベンションホール（１階）

 ○受講料  無 料

 ○申込締切 平成１８年１１月１５日(水)

 ○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グループ

    電 話：０２４－９５９－１９２９（担当：竹内）

    E-mail：f-tech@f-open.or.jp

     URL  ：http://www.f-open.or.jp/
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 ■「メディカルクリエーションふくしま２００６ 各種セミナー」

   のお知らせ

  「メディカルクリエーションふくしま２００６」の併催事業としま

 して、各種フォーラムや発表会等を開催いたします。

  今回は、１０月１５日（日）にテレビで放映された「命の奇跡」の

 主人公である「㈱東海メディカルプロダクツ代表取締役 筒井宣政氏」

 よりご講演を頂くなど、興味深い内容が盛りだくさんとなっておりま

 す。是非ともご参加ください。

 ○会 場  ビッグパレットふくしま 各会場

 《１１月１６日（木）》

 （１）薬事法セミナー「医療機器ＱＭＳの構築と適合性」

    １０：００～１２：００ コンベンションホールＢ 

   「医療機器QMSと安全確保対策について」

    大阪府健康福祉部薬務課 医療機器グループ 総括主査 中村初男氏



   「医療機器QMSの構築について」

    ジョンソン・エンド・ジョンソン(株) 須賀川事業所長 小林利彰氏

 （２）医療現場ニーズ発表会

    １５：００～１７：００ 中会議室Ａ

   「臨床工学技士と医療機器の関わりについて これまでの経緯と実績」

    (財)星総合病院 臨床工学科 主任 佐藤真也氏

   「医療施設における安全対策等の観点から」

     (財)大原綜合病院付属大原医療センター 臨床工学科 科長 鴨原誠一氏

   「今すぐでもほしい医療機器・医療材料」

    (財)太田綜合病院附属太田西の内病院 ＭＥ室 室長 入谷隆一氏

 （３）医療福祉機器フォーラム「不妊治療の最前線」

    １８：００～２０：００ コンベンションホールＡ

   「不妊治療の現状と問題点」

    国際医療福祉大学 教授 柳田 薫氏

   「不妊治療を支援する最新技術」

    東北大学先進医工学研究機構 助教授 阿部宏之氏

 《１１月１７日（金）》

 （１）医療福祉機器シーズ発表会

    １０：３０～１２：３０ コンベンションホールＢ

    「経営と技術の接点～無限の好奇心・努力・情熱・友情(ネットワーク)～」

        (株)東海メディカルプロダクツ 代表取締役 筒井宣政氏

    「人工肺の将来－今後必要とされる技術革新－」

        富士システムズ(株) 機能性膜研究室 室長 佐藤耕司郎氏

 ○申込方法 下記ＨＰの参加申込書にて、お申込み下さい。

 ○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産業支援グループ

    電 話：０２４－９５９－１９５１（担当：守岡）

    E-mail：mc2006@f-open.or.jp

     URL ：http://www.f-open.or.jp/techno.com/iryou/
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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、１１月中旬～１２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

 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

  会津  ：会津若松技術支援センター 11/13（月）10:00～12:00

  福島  ：福島技術支援センター   11/20（月）10:00～12:00

  郡山  ：ハイテクプラザ      12/ 4（月） 9:00～12:00

  いわき ：いわき技術支援センター  12/11（月）13:00～16:00

  詳細は以下のホームページでご確認下さい。

  http://homepage2.nifty.com/j3i-f_hatsu/pdf/H18soudan.pdf

  ○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

 

  先月下旬、会津若松市で開催されました「あいづブランドものづ

 くりフェア」には、大勢の方がお越しになられ、ハイテクプラザの

 成果をご覧いただきました。ありがとうございました。

  引き続き、明日、郡山市（南東北総合卸センター）で開催される

 「郡山商工会地区ビジネスフェア」へ出展いたします。また、来週

 はいよいよビジネスクリエーションとメディカルクリエーションが

 開催されます。お時間ございましたら是非お越し下さい。お待ちし

 ております。

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

 【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
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  H  P : 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。




