
----------------------------------------------------------------
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                    平成１７年１１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します。
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 ■「電波暗室 貸し出し再開」のお知らせ

 

  ハイテクプラザの電波暗室は、測定システム定期校正のため、

 貸し出しを停止しておりましたが、１０月２５日より再開して

 おります。

  なお、予約は電話のみの受付となっておりますので、担当ま

 でご連絡ください。

 ○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：須藤）

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

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 ■「公募型ものづくり短期研究開発事業（随時公募型）」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

  ・申込頂いた後、詳細な内容調査と審査を行い採否を決定いたし

   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

   んので、ご承知おき下さい。

 ○募集締切 平成１７年１１月１１日（金）     

  ※研究課題提案書等、詳細は下記のURLを参照してください。

 ○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）

    URL：http://www.fukushima-iri.go.jp/news/index.html
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 ■「ものづくりＯＲＴ型技術移転事業」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、詳細は下記のURLを参照してください。

 ○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）

    URL：http://www.fukushima-iri.go.jp/news/index.html
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 ■「福島大学技術セミナー」のお知らせ

  １０月まではハイテクプラザ内の福島大学産学官連携研究室で

 毎週開催し、好評を博しておりましたておりました標記セミナー

 は毎月末に開催いたします。１１月の予定は決定し次第お知らせい

 たします。なお、セミナー終了後技術相談も承る予定です。

 ○会  場 ハイテクプラザ内福島大学産学官連携研究室（２階）

 ○受講料  無 料



 ○定  員 特に設けません

 ○申込締切 なるべく２日前までにお願いいたします。

 ○お問い合わせ先

   福島大学研究連携課地域連携係

       電話：０２４－５４８－５２１２

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 ■「福島大学 浜通り地域ものづくり基盤技術研究会」のお知らせ

  福島大学では県内の大学・研究機関・企業等の連携による、浜通

 り地域での溶接・接合技術を中心としたものづくり基盤技術に関す

 る研究会をいわき地域・相双地域で開催します。

 ○目的

   ものづくり基盤技術の伝承、開発・高度化、集積等を目的に、

  産学官連携による地域産業ニーズ主導型研究会を開催いたします。

 ○スケジュール

   いわき地域 平成１７年１１月１８日（金）午後２時～４時

         ハイテクプラザいわき技術支援センター

   相双地域  平成１７年１１月２２日（火）午後２時～４時

         ロイヤルホテル丸屋（原町市）

 ○内容

   福島大学教員による講演、工業高等専門校・ハイテクプラザの

  事業説明および参加者との質疑（今後の研究会に関する討議も含

  みます）。

 ○お問い合わせ先

   福島大学研究連携課地域連携係



       電話：０２４－５４８－５２１２

  詳細はホームページでもご覧頂けます。

   http://www.ipc.fukushima-u.ac.jp/CERA/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 ■「ファイアウォールサーバ構築研修」のお知らせ

  中小企業が安全快適なネットワーク接続環境を構築・維持するこ

 とを目的に、実際にインターネットに接続した環境を用いて、イン

 ターネットサーバ構築実習を行います。

  サーバのOSは、Linux(CentOS4.2)を使用します。また終了後、実

 習で使用した機材(サーバ本体、ルータ等)はそのまま持ち帰れます。

 ※CentOSはRedHat社のRedHatEnterpriseLinux互換で無償のOSです。

 ○日程   平成１７年１１月２４日(木)、２５日(金)

               ２９日(火)、３０日(水)（全４日間）

         １３：１５～１６：００

 ○会場   ハイテクプラザ ２Ｆ 電子応用実習室

 ○受講料  ８０，０００円（消費税、教材費等含む）

        ※教材に用いたサーバ、ルータ等は持ち帰れます。

 ○定員   １０名

 ○申込締切 平成１７年１１月１０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

       URL:http://www.f-

open.or.jp/techno.com/modules/invitation/article.php?storyid=25



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 ■「ＴＤＲの基礎セミナー」のお知らせ

  ＴＤＲ測定の原理等、基礎的な内容を説明します。被測定物からの

 反射波形がＴＤＲオシロスコープ上でどのように表示され、それをど

 のように解釈するか、測定例や実際のデモを交えてご紹介します。

  更に、ＴＤＲ測定を実際に利用するにあたって知っておくべき内容

 について概説します。

 

 ○日程   平成１７年１１月３０日（水） 

        第一部 １０：００～１１：３０

         「ＴＤＲの基礎」セミナー（集合形式）

        第二部 １２：３０～

         ＴＤＲの実測（５０分単位で企業別対応）

 ○会場   ハイテクプラザ 研修室（１階）

 ○受講料  ２，０００円

 ○定員   一部 １０名

       二部 先着順４企業

 ○申込締切 平成１７年１１月１５日(火)

 ○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

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

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 ■「ＥＸＣＥＬ ＶＢＡ 基礎講座」のお知らせ



  統合型表計算ソフトＥＸＣＥＬの利用にあたり、マクロ言語ＶＢＡ

 を使って日常業務をさらに効率よく行うため、ＶＢＡ初心者の方を

 対象にＶＢＡ利用技術を習得頂きます。

 

 ○日  程 平成１７年１２月７日（水）、８日（木）（２日間）

 ○会  場 ハイテクプラザ 電子応用実習室（２階）

 ○受講料  ８，０００円

 ○定  員 １６ 名

 ○対  象 Microsoft Excel の基本操作を習得されている方

 ○申込締切 平成１７年１１月１８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

       URL:http://www.f-open.or.jp/techno.com/
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 ■「ふくしまバイオマスフェア」出展のお知らせ

  １１月１９，２０日にビッグパレットで開催される標記展示会に

 ハイテクプラザが出展いたします。是非、お越し下さい。

 ○日  程 平成１７年１１月１９日(土）、２０日（日）

 ○会  場 ビッグパレットふくしま

        多目的ホールＢ，Ｃ 屋外展示場

 ○内  容 バイオマス関連製品・商品の展示・販売

       《関連イベント》

       キッズ＆イベントコーナー 飲食・炭火焼肉コーナー



       森林水産品・木工製品等販売コ－ナー

       児童・生徒 木工工作コンクール表彰式（１９日）

       バイオマスシンポジウム（２０日）

       ふくしま森林文化フォーラム（２０日）

 ○お問い合わせ先

   県庁農林水産部県産材特産グループ

    電話：０２４－５２１－７４３２（担当：佐藤）

    URL：http:

//www.pref.fukushima.jp/forestry/oshirase/biomasfire/baiofire_index.html
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 ■「ビジネスクリエーション東北2005，メディカルクリエーション

   in 福島」出展のお知らせ

  １１月２４，２５日にビッグパレットで開催される標記展示会に

 ハイテクプラザが出展いたします。ハイテクプラザのブースに是非

 お越し下さい。成果品や研究内容解説パネルを展示しております。

 ○日  程 平成１７年１１月２４日(木）、２５日（金）

 ○会  場 ビッグパレットふくしま 多目的展示ホール

 ○内  容 ・新しい製品・技術・サービスの展示・商談会

         （ビジネスクリエーション東北2005）

       ・医療福祉機器関連展示会

         （メディカルクリエーション in 福島）

       《併催事業》

       無料経営相談（２４，２５日）

       医療福祉機器研究会（講演）（２４日）



       医療福祉ニーズ発表会（２４日）

       医療福祉機器フォーラム（２５日）

       《同時開催事業》

       ハイテクセミナー（２４日）

       ベンチャーマーケット講演会（２５日）

 ○お問い合わせ先

  ・ビジネスクリエーション東北2005

   (財)福島県産業振興センター経営支援グループ

    電話：０２４－５２５－４０３５

    URL：http://www.utsukushima.net/syousai/2005bijicuri/

  ・メディカルクリエーション

   (財)福島県産業振興センター産業支援グループ

    電話：０２４－９５９－１９５１

    URL：http://www.utsukushima.net/syousai/2005bijicuri/mede.html  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 ■「ハイテクセミナー」のお知らせ

  １１月２４，２５日に開催されるビジネスクリエーション東北の

 併催事業として表記セミナーが開催されます。

 

 今回は以下のテーマで著名なお二人に講演を頂きます。

  「やっぱり変だよ日本の営業」

      （ソフトブレーン（株）取締役会長  宗 文洲 氏）

  「有機ＥＬの展望と地域活性化」

      （山形大学工学部  城戸 淳二 教授）

 



 ○日  程 平成１７年１１月２４日(木）

 ○会  場 ビッグパレットふくしま コンベンションホール

 ○受講料  無  料

 ○定  員 ３００ 名

 ○申込締切 平成１７年１１月２１日(月)

 ○お申込・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

       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（月１回）および各技術支援センター（隔月）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。

  なお、各開催会場とも電話予約が必要です。

        ～１１月の開催日～

  開催会場             開催日時

 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

  郡山  ：福島県ハイテクプラザ  １１／ ７  9:00～12:00

        024-959-3351

 



  会津  ：会津若松技術支援センター１１／１４ 10:00～12:00

        0242-39-2100

  いわき ：いわき技術支援センター １１／２１ 13:00～16:00

        0246-44-1475

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 ■ その他のお役立ち情報

 □ 独立行政法人中小企業基盤整備機構から助成金の案内が入って

   おります。

 ○事業名  事業化助成金

 ○対象事業 新製品・新開発技術成果品および革新的なサービスの

       事業化を本事業終了後２年以内で達成できるもの。

 ○対象者  日本国内に本社を置き、日本国内で事業を行う方。

 ○助成内容 

   ・実施期間  １２ヶ月以内

   ・助成率   対象経費の１／２以内

   ・助成金額  １００万円から５００万円まで

 詳細は、

  独立行政法人中小企業基盤整備機構

   新事業支援部新事業支援課助成金担当までお願いいたします。

  電 話 ０３－５４７０－１５３９

 なお事業の詳細は助成金ホームページでもご覧頂けます。

     http://www.smrj.go.jp/grant/index.html   



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 ■ あとがき

 ○ハイテクプラザ技術相談＆事業説明会 in 相双の開催にあたって

 は皆様のご協力により、盛会の内に終了できました。今後も遠方で

 ご利用頂きにくい地域を重点的に出前相談会を開催する予定でおり

 ますのでご期待下さい。 

 

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

 【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

 Tel: 024-959-1741 Fax: 024-599-1761

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

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

 ○配信停止等のお知らせは上記宛にお願いいたします。


