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    ハイテクプラザ・ニュースフラッシュ 第７２号

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

                    平成２０年４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。

  ハイテクプラザの組織の名称、職員の異動がありました。新たな

 体制で企業の皆様をサポートする所存ですので、宜しくお願いいたし

 ます。

▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲

 [目次]

 ■「ハイテクプラザ使用料・手数料の改定」のお知らせ <Re-new>

■平成２１年度公募型新事業創出プロジェクト研究事業新規課題の

募集について <New>

 ■「平成２０年度 戦略的ものづくり短期研究開発事業」のご案内



 ■「平成２０年度 戦略的ものづくり研修事業」のご案内

 ■「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）

           平成２０年度 助成事業」のお知らせ <New>

 ■「プレゼンテーション技術養成講座」のお知らせ <New>

 ■「Ｅｘｃｅｌ マクロ・関数講座」のお知らせ <New>

 ■「Ｅｘｃｅｌ ＶＢＡ 初級講座」のお知らせ <New>

 ■「無料発明相談会」のお知らせ

 ■ あとがき

▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽

 ■「ハイテクプラザ使用料・手数料改定」のご案内 <Re-new>

 前号(第70号)でお知らせしましたとおり、平成２０年4月1日

より、ご利用いただいております機器・設備の使用料および依頼

試験等の手数料が改定されました。新しい使用料・手数料について

はホームページに掲載されております。また、PDF版のダウンロード

も可能ですので、ご利用ください。

 なお、今回の改定により申請者が福島県内に住所・事務所又は事業

所を有しない場合、使用料・手数料が２倍となります。

 ○お問合わせ先

   企画管理科



   電話：０２４－９５９－１７３６（担当：遠藤）
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■平成２１年度「公募型新事業創出プロジェクト研究事業新規課題」

の募集について <New>

 ハイテクプラザでは、福島県発の産学官連携による新事業創出を

目指した、平成２１年度「公募型新事業創出プロジェクト研究事業」

の新規課題を下記により募集します。皆様のご提案をお待ちして

おります。

 ○応募資格 企業の経営者、大学教授等

 ○課題の条件

   ・企業（２～３社）、大学、ハイテクプラザで役割分担して

実施可能な 研究開発

   ・研究期間は２～３年で、３～４年後に事業化できる可能性

が認められること、等

 ○募集期間 平成２０年６月２日（月）～３０日（月）

 ○お申込・お問合せ先

   企画管理科（担当：遠藤）

    電話：０２４－９５９－１７３６

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

 事業の詳細、提案書の様式などは、ホームページ

 http://www.fukushima-iri.go.jp/news/0803/koubo-sinjigyo.html

 掲載の募集要領をご覧下さい。
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 ■「平成２０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。

 

 ○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。

   著作権に関わるようなデザイン及びプログラムの制作につい

   ては本事業の対象外とさせていただきます。

 ○募集締切

   第１回 平成２０年 ５月 ９日（金）

    （緊急の際には随時に受付も可能ですのでご相談下さい）

   ※応募条件・研究課題提案書の書式等、詳細については、

    お問い合わせ下さい。

 ○お問い合わせ先

   連携支援科

    電話：０２４－９５９－１７４１（担当：長尾、丸山）
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 ■「平成２０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いたします。

 ○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下さい。

 ○お問い合わせ先

   連携支援科

    電話：０２４－９５９－１７４１（担当：長尾、丸山）
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 ■「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）

           平成２０年度 助成事業」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、

 平成２０年度の助成事業の募集を行います。詳細については、下記の

 ホームページを参照していただくか、電話にてお問い合わせ下さい。



 ○募集事業

  １ 技術開発助成事業（研究開発費の一部助成）

  ２ 事業化可能性調査助成事業（市場調査・試作経費一部助成）

  ３ 技術開発研究会助成事業（研究開発目的の異業種・産学研究会

                        運営経費一部助成）

 ○募集締切：平成２０年４月２５日（金）

 ○お問い合わせ先

  （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：遠藤）

    ＨＰ：http://www.f-open.or.jp/techno.com/nurture/index.html
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 ■「プレゼンテーション技術養成講座」のお知らせ <New>

  Power Pointを使用したプレゼンテーション技術の向上を目指す

 方々のための講座です。実際の資料作成のポイントや発表の技術も

 身につけていただきます。

  本講座はすでにPower Pointを使用している方を対象に、自社

製品の紹介などのプレゼンテーションを実際に行い、資料作成の

ポイントや発表の技術も身につけていただきます。

  ○日時   平成２０年５月２０日(火)、２１日(水)

              １０：００～１６：００（２日間とも）

  ○会場   ハイテクプラザ ２階 電子応用実習室

  ○受講料  １２，０００円

  ○定員   １６名

  ○受講要件 既にPower Pointを使用されている方



  ○申込締切 平成２０年５月９日（金）

  ○内容   ・目的の明確化とポイント

        ・プレゼンテーション作成実習、発表

  ○お問い合わせ先

   （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）

      ＨＰ：http://www.f-open.or.jp/techno.com/
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 ■「Ｅｘｃｅｌ マクロ・関数講座」のお知らせ <New>

  統合型表計算ソフトMicrosoft Excelをビジネスで活用する際に

使用されるマクロ・関数の使い方を習得していただく講座です。

 この講座はすでにMicrosoft Excelを日常的に使用されている方

を対象に、すぐに活用できるマクロ・関数の実践テクニックを身に

つけていただきます。

 （※OSはWindowsXP、PowerPoint2003を使用しての研修です）

  ○日程   平成２０年５月２７日（火）、２８日（水）

              １０：００～１７：００（２日間とも）

  ○会場   ハイテクプラザ ２階 電子応用実習室

  ○受講料  １２，０００円（税込）

  ○定員   １６名

  ○受講要件 Microsoft Excelを日常業務に使用されている方

  ○申込締切 平成２０年５月１５日(木)

  ○内容   ・関数の基本操作、ビジネスで使用する関数の使用法

        ・マクロの基礎知識、マクロの作成・編集

  ○お問い合わせ先



   （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）

      ＨＰ：http://www.f-open.or.jp/techno.com/
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 ■「Ｅｘｃｅｌ ＶＢＡ 初級講座」のお知らせ <New>

  統合型表計算ソフトMirosoft Excelはマクロ言語VBAを用いる

事で、より効率よく日常業務を行う事ができます。

 この講座はすでにMicrosoft Excelを日常的に使用されている方

を対象に、すぐに活用できるVBAの実践テクニックを身につけて

いただきます。

  ○日程   平成２０年６月１７日（火）、１８日（水）

              １０：００～１７：００（２日間とも）

  ○会場   ハイテクプラザ ２階 電子応用実習室

  ○受講料  １２，０００円（税込）

  ○定員   １６名

  ○受講要件 Microsoft Excelを日常業務に使用されている方

  ○申込締切 平成２０年６月５日(木)

  ○お問い合わせ先

   （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）

      ＨＰ：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、5月末までの開催予定日は次のとおりです。詳細につい

 ては、下記のホームページを参照下さい。

     開催会場              開催日時

 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

  郡  山：ハイテクプラザ       4/21（月） 9:00～

                                         5/12（月） 9:00～

                                         5/21（水） 9:00～

    福  島：福島技術支援センター    4/22（火）10:00～

                                         5/26（月）10:00～

  会津若松：会津若松技術支援センター  5/19（月）10:00～

  

  ○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）

     ＨＰ：http://192.67.236.172/jii/event/H20soudan.pdf
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 ■ あとがき

  天候の安定しない日々が続いています。春の晴れは３日と続かない



とは昔から言われているようですので、暫くご辛抱を！でも、自然の

サイクルには驚かされます。昨日は穀雨（こくう）、冬枯れ色をめざめ

させるほのかな色の梅や桜ばかりでなく、いよいよ穀物も目覚めの頃

になります。今年も豊かな実りを楽しみにいたしましょう。

 さて、新年度を迎え、ハイテクプラザからも新しい事業が続々発進

いたします。県もハイテクプラザも厳しい状況におかれておりますが

努力と誠意、それに斬新なアイデアを加え切り開いてゆく覚悟です。

 今後もハイテクプラザをご活用いただきますようお願いいたします。
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 【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 連携支援科
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 ○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
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 ○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
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たゆまぬ努力

と尽きせぬ誠意、

穀雨（こくう）：百穀を生育する雨




