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

    ハイテクプラザ・ニュースフラッシュ 第６６号

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

                   平成２０年１月２１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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 ■「第２回南会津郡内製造業意見交換会」のご案内 <New>

  福島県では地域の製造業ネットワークの拡大・交流促進を目的

 に県内各地で意見交換会を開催しております。南会津地方振興局

 では下記により第２回の意見交換会を開催いたします。

  ハイテクプラザでも分科会において事例発表とワークショップを

 担当させていただきます。

  南会津郡内製造業の皆様の多数のご参加をお願いいたします。

 ○日 時 平成２０年２月８日（金）１０：００～１４：３０



 ○場 所 御蔵入交流舘

      （南会津町田島字宮本東２２）

 ○内 容

     １ 基調講演「現代の生産管理における課題と改善」

        講師 東北経済連合会 茶谷 昭 氏

     ２ 意見交換会「人材育成と確保について」

     ３ 昼食会（自由交流会）

     ４ 分科会

        ・食品技術

        ・産業工芸

        ・材料／プロセス技術

 ○受講料  無料（昼食は弁当を１，０００円でご用意いたします）

 ○申込締切 平成２０年１月２９日（火）

 ○お申込み・お問合せ先

   南会津地方振興局企画商工部

     電話：０２４１－６２－５２０７（担当：平間）

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 ■「福島県試験研究機関共同研究分科会成果発表会」のご案内 <New>

  福島県では県の抱える諸課題について県試験研究機関（９機関）

 の共同研究により解決を図っております。今回はこれまで３年間に

 わたり実施してまいりました研究成果の発表会を開催いたします。

 ○日 時 平成２０年２月５日（火）１３：３０～１６：３０

 ○場 所  農業総合センター

       （郡山市日和田町高倉字下中道１１６番地）

 ○内 容



     １ 特別講演「食品の機能と健康増進」

        講師 会津大学短期大学部食物栄養学科

            准教授  高橋 君子 氏

     ２ 研究発表（７テーマ）

       ・福島県オリジナル紫アスパラガスおよび機能性強化

        資材の開発

       ・福島県オリジナル大吟醸酒向け酒米品種の育成

       ・ソバの機能性成分含量に及ぼす品種および栽培条件

        の影響

       ・内燃機関への植物油利用技術

       ・人工浮島の施行による湖沼の水質保全

       ・無線ＬＡＮを用いた果樹ほ場の温度測定法および

        凍霜害対策への活用法の開発

       ・猪苗代湖環境負荷に対するユビキタスセンシング

        モニターの開発

 ○参加費  無料

 ○お問合せ先

   商工労働部地域経済領域産業創出グループ

     電話：０２４－５２１－７２８２（担当：齋藤）

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 ■「福島県産学官連携テーマデータベース」のご案内

 

  福島県のホームページにおいて、「福島県産学官連携テーマデー

 タベース」を公開いたしました。このデータベースには、ハイテク

 プラザなどの県内試験研究機関や大学等の利用可能な研究シーズ等

 を分かりやすく掲載しております。ぜひ、ご活用ください。

 



 ＵＲＬ：http://www.pref.fukushima.jp/industry/thema/index.htm

 ○お問い合わせ先

   商工労働部 地域経済領域 産業創出グループ

     電話：０２４－５２１－７２８２（担当：角田）

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 ■「音響測定システム等貸し出し再開」のご案内 <New>

 

  ハイテクプラザの音響測定システム等（下記貸出停止機器）は、

 定期校正のため貸出を停止しておりましたが、１月２１日より

 貸出を再開いたします。

 ＜貸出再開機器＞

  ・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）

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 ■「当所ホームページへのアクセス停止」のご案内 <New>

  所内ネットワークシステムの入れ替え作業に伴い、当所ホーム

 ページは１月２５日から１月２８日までアクセスできなくなります。



  また、ホームページ内の技術相談コーナーについては１月２５日

 から１月３１日まで閉鎖させていただきます。お急ぎのご相談がご

 ざいましたら、下記まで連絡いただきますようお願いいたします。

 ○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：太田、須藤）

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 ■「平成１９年度 戦略的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。

  一括公募は好評のうちに終了させて頂きました。下記にも記載し

 ておりますが、緊急の際は随時受付も可能でございますので問題等

 が発生した場合には是非お問い合せください。

 

 ○応募条件

  ・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



   一括公募は締め切りましたが、緊急の際の随時受付は実施して

   おります。

   ※応募条件・研究課題提案書の書式等、詳細については、

    お問い合わせ頂くか、下記のＨＰをご参照ください。

 ○お問合わせ先

   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

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 ■「平成１９年度 戦略的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、選定したテーマに取り組んで頂き、ハイテクプラザ

 の研究職員がマンツーマンで指導いたします。

 ○研修期間：最大１０日間

 ○費 用 ：無  料

 ○受 付 ：２月２２日（金）を最終締切とさせていただきます。

  ※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頂くか、下記

   ＨＰをご参照願います。

 ○お問合わせ先

   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

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



 ■「文部科学省指定『目指せスペシャリスト』事業研究発表会」の

  ご案内 <New>

  平成１７年度から３年間文部科学省「目指せスペシャリスト（ス

 ーパー専門高校）」事業の指定を受けた福島県立会津工業高等学校

 は「窯変天目茶碗の制作を通したスペシャリスト育成への挑戦」を

 テーマに研究開発を行ってきました。今回その成果の報告を行いま

 す。

 ○日 時 平成２０年２月２２日（金）１３：００～１６：３０

 ○場 所 御宿東鳳 コンベンションホール鳳翔

       （会津若松市東山町大字石山字院内７０６）

 ○内 容

     ・研究開発概要

     ・研究成果発表

       ○ハンディミニろくろの製作

       ○覗き窓付き小型電気炉の製作

       ○油滴天目釉の研究

       ○曜変天目茶碗の制作

     ・文部科学省指導講評

     （会場に全学科の生徒作品・資料等の展示がございます）

 ○受講料  無料

 ○お申込み・お問合せ先

   福島県立会津工業高等学校

     電話：０２４２－２７－７４５６（担当：若菜）

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



 ■「ハイテクセミナー」のお知らせ <New>

  財団法人福島県産業振興センター技術支援部（テクノコム）では

 福島県との共催により毎年工業技術の普及と経営の発展をめざして

 「ハイテクセミナー」を開催してきました。今年は２つの講演を

 ご用意いたしました。

 

 ○日 時 平成２０年２月２１日（木）

 ○内容および講師

      講演１ 「９９．９％は仮説

           ～思いこみで判断しないための発想法」

            理学博士・サイエンスライター

             竹内 薫 氏

      講演２ 「中小企業の再生へのヒントと日本経済」

            経済小説家・経済コメンテーター

             江上 剛 氏

 ○場 所  ホテルハマツ

       （郡山市虎丸町３－１８）

 ○参加費  無料

 ○定 員  ２００名

 ○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：竹内）

       URL:http://www.f-open.or.jp/techno.com/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 ■「情報セキュリティセミナー ２００７」のお知らせ



  財団法人福島県産業振興センター技術支援部（テクノコム）では、

 経済産業省、独立行政法人 情報処理推進機構、日本商工会議所と

 共同で、企業や組織において情報セキュリティ対策を実施する、セ

 キュリティ責任者・担当者、システム管理者、ウェブアプリケーシ

 ョン開発者を主対象に、情報セキュリティの管理面・技術面からの

 対策に関するセミナーを開催いたします。

 ○日 時 平成２０年２月２２日（金）

       [基礎コース]     １０：００～１２：００

       [マネジメントコース] １３：００～１６：３０

 ○講 師  （独）情報処理推進機構 セキュリティセンター 研究員

 ○場 所  ハイテクプラザ 多目的ホール

 ○受講料  無料（セミナー資料は当日配布いたします）

 ○定 員  各８０名

      （募集人数に達し次第、締め切らせていただきます）

 ○申込締切 平成２０年２月１５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/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 ■「平成１９年度 知的財産権セミナー」のお知らせ

  社団法人発明協会福島県支部では、研究開発成果の適切な権利化

 ・管理運用を支援する取り組みとして、研究者・技術者等を対象に

 知的財産保護の知識、手続、ノウハウの習得を目的としたセミナー



 を開催いたします。

 ○日 時 平成２０年１月３０日（水）

       １３：３０～１６：００  

 ○場 所 コラッセふくしま ４階 ４０２会議室

 ○内 容 研究機関の業務における知的財産権活動の重要性と注意点

      ※公設試験研究機関向けとありますが、企業の方々であっ

       ても役立つ内容となっております。

 ○講 師 西澤国際特許事務所 弁理士 西澤利夫 氏

 ○参加費 無料

 ○定 員 ５０名（定員になり次第締め切らせて頂きます）

 ○お申込み・お問合せ先

   社団法人発明協会福島県支部

    電話：０２４－９５９－３３５１（担当：吉成）

    ＵＲＬ：http://www.jiii-fukushima.org/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 ■「外国産業財産権制度講習会」のお知らせ

  社団法人発明協会福島県支部では、海外への特許出願が活発化す

 る現在、特許協力条約（ＰＣＴ）の利用についての講習会を「外国

 出願戦略としてのＰＣＴ制度の活用」のテーマで開催いたします。

 今回は中小・ベンチャー企業向けに、特許庁主催により開催いたし

 ます。

 ○日 時  平成２０年１月２５日（金）

        １０：００～１６：００  

 ○場 所  ビッグパレットふくしま ３階 小会議室



 ○内 容  ・特許国際出願制度について

       ・主要国への国内移行手続き

 ○講 師  弁理士 下道晶久 氏

 ○参加費  無料

 ○定 員  ５０名（定員になり次第締め切らせて頂きます）

 ○お申込み・お問合せ先

   社団法人発明協会福島県支部

    電話：０２４－９５９－３３５１（担当：吉成）

    ＵＲＬ：http://www.jiii-fukushima.org/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 ■ 「無料発明相談会」のお知らせ <Renew>

  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ください。

  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、１月以降の開催予定日は以下のとおりです。

 （申し訳ありませんが３月までのいわき会場での開催はありません）

     開催会場              開催日時

 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

  郡  山：ハイテクプラザ       1/24（木） 9:00～12:00    

                    1/30（水）   〃

                    2/ 4（月）   〃

                    2/12（火）   〃



                    2/13（水）   〃

                    2/19（火）   〃

                    2/21（木）   〃

                    2/26（火）   〃

                    3/ 3（月）   〃

                    3/10（月）   〃

  福  島：福島技術支援センター    2/19（火）10:00～12:00

                    3/10（月）   〃

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

  いわき ：いわき技術支援センター    2/12（火）13:00～16:00

  詳細は以下のホームページでご確認ください。

  http://homepage2.nifty.com/j3i-f_hatsu/pdf/H19soudan.pdf

 ○お申込み・お問合せ先

   （社）発明協会 福島県支部

     電 話：０２４－９５９－３３５１（担当：吉成）

     ＵＲＬ：http://www.jiii-fukushima.org/    

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 ■ あとがき

  今日は大寒、寒さもこれから本番に入ります。皆様方も冬本番の

 準備はよろしいでしょうか？ハイテクプラザは他の県機関同様省エ

 ネルギー推進のため、暖房を抑えております。ご来所の際はご注意

 願います。

  新しい年に入り寒い中で恐縮ですが例年通りイベントも目白押し

 です。皆様のお役に立てる内容も多いかと考えますので、ご参加



 お待ちしております。

  また、ネットワークシステムの入れ替え作業に伴い、皆様には

 ご迷惑をおかけすることも考えられます。ご容赦いただきますよう

 お願いいたします。このニュースフラッシュも次回の発信（２月

 ４日）が遅れることも考えられますので、悪しからず。

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

 【編集・発行】

 〒963-0215
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