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    ハイテクプラザ・ニュースフラッシュ 第４５号

----------------------------------------------------------------

                   平成１９年３月５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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 ■「グリーンインダストリー・セミナー」のご案内

 

  ハイテクプラザでは、県内企業の生産活動のグリーン化（生産

 活動全般の低環境負荷化）をすすめるために、これら分野のセミ

 ナーを開催いたします。関心のある方は、是非ご参加下さい。

 ○開催日時 平成１９年３月１３日（火）１３：００～１５：３０

 ○場  所 ハイテクプラザ ３階 会議室

 ○演  題 「鉛フリーはんだの使い方と対策について」

       ＲｏＨＳ指令の施行により、多くの製造現場に鉛フリ

       ーはんだが導入されています。しかし、一般的に鉛フ

       リーはんだは、引け巣、はんだ付け時のパターンや、

       貴金属を含むことによる大幅な価格変動など様々な課

       題を抱えているため、従来のはんだとは異なるポイン

       トをおさえた上で使う必要があります。そこで今回は、

       実際の鉛フリー技術の最前線から、具体的な課題とそ

       の解決方法について提案させて頂きます。

       [講 師] (株)日本スペリア社 国内営業部 山﨑順司 氏

 ○定  員 ４０名（先着順）、無料



       ※希望者多数の場合は１社１名とさせていただきます。

 ○申込締切 平成１９年３月１２日（月）

 ○申し込み 下記ＨＰを参照していただくか、

       セミナー開催日、会社名、住所、氏名、電話番号を

       記載し、メールにてお申込み下さい。

      [H P] http://www.fukushima-iri.go.jp/news/index.html

      [Mail] rest@fukushima-iri.go.jp

 ○お問合せ先 

     企画支援部連携支援グループ

      電話：０２４－９５９－１７４１（担当：橋本真、丸山）
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 ■「平成１８年度 いわき材料技術セミナー」のご案内

  ハイテクプラザでは、幾何公差とその図示方法の国際的な統一を

 目的として発効されたＩＳＯ／ＧＰＳ規格に関する理解を深め、そ

 の基礎から最新動向まで学んでいただくためのセミナーを開催しま

 す。

 ○開催日時 平成１９年３月１６日（金）１３：３０～１６：００

 ○内  容 （１）ＩＳＯ／ＧＰＳとは

       （２）ＩＳＯの最新動向

       （３）幾何特性の定義、公差の表示方式

       （４）表面粗さに関するＪＩＳ

       （５）粗さ測定機の基本構成

       （６）粗さにおける新ＪＩＳと旧ＪＩＳとの比較、など

 ○講  師 （株）ミツトヨ 国内営業本部 石戸谷孝雄 氏

 ○場  所 ハイテクプラザいわき技術支援センター



 ○定  員 各５０名（先着順）

 ○受講料  無料

 ○申込締切 平成１９年３月９日（金）

 ○申込方法 下記ＨＰを参照の上、所定申込書によりお申込下さい。

       http://www.fukushima-iri.go.jp/news/index.html

 ○お問い合せ先 

   いわき技術支援センター

   電話：０２４６－４４－１４７５（担当：冨田大輔）
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 ■ 地域活性化共同研究開発事業「マイクロ構造を持つ微細プラスチ

  ック部品成形技術の開発」成果普及講習会開催のご案内

  福島県ハイテクプラザでは、次世代の医療機器や電子機器の部品

 製造技術のひとつとして、マイクロ構造を持つプラスチック部品の

 量産化に関する研究を行ってきました。

  その成果を普及する研究成果普及講習会を開催いたします。参加

  は無料です。多数の皆様にご参加頂きますようお願い申し上げます。

 ○開催日時 平成１９年３月１６日（金）１３：００～１６：００

 ○会  場 ハイテクプラザ ３階 会議室

 ○参加料  無料

 ○申込締切 平成１９年３月９日（金）

 ○お申込み・お問い合せ先

   研究開発部 プロセス技術グループ

    電話：０２４－９５９－１７３８（担当：本田）

    ＨＰ：http://www.fukushima-iri.go.jp/news/index.html
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 ■「福島県組込み技術研究会 会員募集」のご案内

  ハイテクプラザでは、県内の組込み技術者を対象に、現在進行中

 の研究テーマを会員が自由に討論、意見交換を行うことで、県内企

 業の技術力向上を図るとともに、研究プロジェクトや新事業創出の

 萌芽を形成するための技術交流の場として、福島県組込み技術研究

 会を開催いたします。

  只今、会員を募集しておりますので、ご興味のある方は是非お申

 し込みいただき、ご参加をお願いいたします。

 ○開催日時 第１回 平成１９年３月９日(金)１３：３０～１６：３０

       「オープンソースを自社の組込み開発で活用するには

          ～TOPPERSプロジェクトの視点から～」

         技術顧問 (資)もなみソフトウェア 邑中雅樹 氏

       第２回 平成１９年３月１６日(金)１３：３０～１６：３０

       「組込み家電とネットワークプロトコルの現状」

         技術顧問 早稲田大学理工学部 教授 中島達夫 氏

 ○開催場所 ハイテクプラザ ３階 会議室（第１回）、

               １階 研修室（第２回）

 ○会員資格 県内に拠点を有し、組込み関連事業を行っている企業、

       または組込み技術に関心のある企業。

 ○会  費 無料 ※１会員(企業)あたり何人でも参加できます。

 ○申込方法 下記のＨＰをご参照いただき、申込書様式に必要事項

       をご記入の上、平成１９年３月７日（水）までにお申

       込み下さい。申込みは企業単位とさせていただきます。

       会員は年度ごとに募集しますので、昨年度の会員もお



       申込みをお願いします。また、特定の回だけのご参加

       も可能ですが会員登録はお願いいたします。

 ○お申込み、お問合せ先

   研究開発部 システム技術グループ

    電話  ０２４－９５９－１７３９（担当：尾形）

    ＨＰ  http://www.fukushima-iri.go.jp/news/index.html

    E-mail kumikomi@fitpost.jp
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 ■「音響測定システム等 貸し出し再開」のご案内

 

 ハイテクプラザの下記音響測定システム等は、定期校正のため

 貸し出しを停止しておりましたが、校正が終了しましたので、

 平成１９年３月１日より貸し出しを再開しております。

 予約は次の問い合わせ先までお願いいたします。

 ＜貸し出し再開機器＞

  ・音響測定システム

  ・非定常音響ホログラフィー測定システム

 ○お問い合わせ先

  研究開発部システム技術グループ

  電話：０２４－９５９－１７３９（担当：高樋、平山）
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 ■「平成１９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 ： 無料です！

  ○受  付 ： 随時（ただし、来年度事業ですので、事業自体は

          ４月以降に実施となります。）

   ※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下さい。

  ○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年度うつくしま次世代医療産業集積プロジェクト事業

  及び都市エリア産学官連携促進事業【郡山エリア】(発展型)

  成果発表会開催のお知らせ

  福島県では産学官連携による新たな医療福祉機器の開発や産業創出

 を目指して、「うつくしま次世代医療産業集積プロジェクト事業」及び

 「都市エリア産学官連携促進事業(発展型)」に取り組んでおります。

  この度、これら事業の研究成果を発表いたしますので、多数の皆様

 にご参加いただきますようお願い申し上げます。



  ○開催日時 平成１９年３月２２日（木）１２：３０～１８：３０

  ○会  場 ホテルハマツ ３Ｆ「右近」（郡山市虎丸町３－１８）

  ○参加料  無料（ただし、研究交流会に参加される場合は、

           ２，０００円申し受けます。）

  ○申込締切 平成１９年３月１６日（金）（定員１００名・先着順）

  ○お申込み 下記ＨＰを参照の上、所定申込書によりお申込み下さい。

    [HP] http://www.f-open.or.jp/techno.com/iryou/

  ○お問い合わせ先

    (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：橋本）

     E-mail：f-tech@f-open.or.jp
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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、３月の開催予定日は次のとおりです。

     開催会場              開催日時

 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

  福島   ：福島技術支援センター    3/12（月）10:00～12:00

  会津若松：会津若松技術支援センター 3/12（月）10:00～12:00



  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（担当：桐生、吉成）

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

  ハイテクプラザでは、県内企業の生産活動のグリーン化（生産活

 動全般の低環境負荷化）をすすめるために、グリーンインダストリ

 ーセミナーを開催しております。

  上記にもご案内いたしましたが、３月１３日には、「鉛フリーは

 んだの使い方と対策について」として、鉛フリー技術の最前線から、

 具体的な課題と解決方法について紹介します。ご興味のおありの方

 は是非お申し込み下さい。

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

 【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

 電 話: 024-959-1741 Fax: 024-959-1761

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



  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。


