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    ハイテクプラザ・ニュースフラッシュ 第５３号
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                    平成１９年７月２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１９年度 ハイテクプラザ技術・研究成果発表会」のご案内

  ハイテクプラザでは、平成１８年度に実施した研究開発及び技術

 指導の成果を発表いたします。参加費用は無料です。

  なお、詳細については、以下のＨＰをご覧下さい。

 

 [郡山]

  ○期日：平成１９年７月１３日（金） ９：３０～１６：３５

  ○会場：ハイテクプラザ 多目的ホール他

  ○問い合わせ先：企画支援部 企画管理Ｇ

   電話：０２４－９５９－１７３６（担当：伊藤）

 [福島]

  ○期日：平成１９年７月２０日（金）１３：００～１６：１０

  ○会場：ハイテクプラザ福島技術支援センター 研修室

  ○問い合わせ先：福島技術支援センター 繊維・材料Ｇ

   電話：０２４－５９３－１１２２（担当：冨田） 

 [会津若松]

  ○期日：平成１９年７月 ５日（木）１３：００～１６：００ 

  ○会場：ハイテクプラザ会津若松技術支援センター 多目的ホール他



  ○問い合わせ先：会津若松技術支援センター 産業工芸Ｇ

   電話：０２４２－３９－２１００（担当：大堀）

 [いわき]

  ○期日：平成１９年７月 ４日（水）１３：００～１６：４０

  ○会場：ハイテクプラザいわき技術支援センター 研修室

  ○お問い合わせ先：いわき技術支援センター 材料Ｇ

   電話：０２４６－４４－１４７５（担当：関根）

  ○お申し込み先

   以下のＨＰより、申込書が入手できます。

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

  第１回の募集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、

 問題等発生した場合には是非お問い合せ下さい。

 

 ○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

   第２回 平成１９年１０月 ５日（金）

    （緊急の際には随時に受付も可能ですのでご相談ください）

   ※応募条件・研究課題提案書の書式等、詳細については、

    お問い合わせ頂くか、下記のＨＰをご参照下さい。

 ○お問合わせ先

   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、選定して頂い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：随  時

  ※日程や内容につきましては個別にご相談させて頂きます。

  ※研修申込書等、詳細についてはお問い合わせ頂くか、

   下記のＨＰをご参照下さい。

 ○お問合わせ先



   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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 ■「マイコン応用研修（オープンソフトによるITRON,TCP/IP組込み

  アプリケーション開発）」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、組込みアプリケーション開発においても採用が多くなっている

 オープンソフトの活用について、TOPPERS/JSP,TINETを使った実機

 による研修を開催いたします。

 ○開催日時 平成１９年８月２７日（月）～３１日（金）

       １０：００～１７：００

 ○内容   ・GNUクロス環境の構築

       ・アプリケーションのＲＯＭ化

       ・ITRONプログラミング

       ・TCP/IPプログラミング

 ○講師   （独）国立高等専門学校機構苫小牧工業高等専門学校

         阿部 司 氏

       ハイテクプラザシステム技術グループ研究員

 ○場所   ハイテクプラザ電子応用実習室（２階）

 ○受講料  ４０，０００円

 ○定員   １０名（先着順：定員になり次第締切りといたします）

 ○受講資格 Ｃ言語プログラム経験者

 ○締切   平成１９年８月３日（金）



 ○お問合せ・お申し込み先

  （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）

   E-Mail：f-tech@f-open.or.jp

    ＨＰ：http://www.f-open.or.jp/techno.com/
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 ■「スペクトラム測定の基礎セミナー」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、高周波測定に欠かせないスペクトラムアナライザの原理や測定

 等、実機のデモも含め、基礎的な事項を中心に技術習得できる研修

 を開催いたします。

 ○開催日時 平成１９年８月３０日（木）１３：００～１５：００

 ○内容   ・スペクトラム分析とは何か？

       ・スペクトラムアナライザーのハードウェアについて

       ・どの仕様が重要か？それはなぜか？

       ・実機によるデモンストレーション

 ○講師   アジレント・テクノロジー(株) 宇野昌紀 氏

 ○場所   ハイテクプラザ研修室（１階）

 ○受講料  ２，０００円

 ○定員   １０名（先着順）

 ○締切   平成１９年８月２１日（火）

 ○お問合せ・お申し込み先

  （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）

   E-Mail：f-tech@f-open.or.jp



    ＨＰ：http://www.f-open.or.jp/techno.com/
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 ■「知的財産権制度説明会（初心者向け）」のお知らせ

  特許庁、東北経済産業局では、これから知的財産権について

 学びたい方等、初心者の方を対象とした説明会を開催いたします。

 ○開催日時 平成１９年７月１１日（水）１３：３０～１７：００

 ○内容   知的財産権の概要

 ○講師   特許庁産業財産権専門官

 ○場所   ビッグパレット 中会議室Ａ（３階）

 ○受講料  無料

 ○定員   １００名（定員になり次第締切りといたします）

 ○お問合せ・お申し込み先

  ※以下のＨＰより申込書が入手できます。

  ・説明会の内容に関すること

   特許庁総務部普及支援課地域調整班

    電 話：０３－３５８１－１１０１（内線２１０７）

  ・会場、お申込みに関すること

   (社)発明協会福島県支部

    電 話：０２４－９５９－３３５１（担当：吉成）

    E-mail：j3i-f@nifty.com

    H P ：http://www.jiii-fukushima.org/
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 ■「福島県知財セミナー」のお知らせ



  福島県、日本弁理士会、社団法人発明協会福島県支部では、特許

 情報の重要性と活用方法および特許権の活用方法について事例を交

 えて解説するセミナーを県内３ヶ所で開催いたします。７月郡山、

 ８月いわき、１０月会津でそれぞれ開催いたしますので、各会場の

 開催日が近づきましたら別途お知らせいたします。

 ○開催日時 平成１９年７月２４日（火）１３：１０～１６：３０

 ○内容

   第１部 講習会「特許の概要及び特許情報の活用と特許権の

           活用について」

        講師 水野特許商標事務所 弁理士 水野博文 氏

   第２部 特許情報検索講習会

        講師 福島県知的所有権センター

           特許情報アドバイザー 鈴木優 氏

 ○場所   ハイテクプラザ 研修室（１階）

 ○受講料  無料

 ○定員   ２５名（事前申込み制：定員になり次第締切ます）

 ○締切   平成１９年７月１７日（火）

 ○お問合せ・お申し込み先（下記のＨＰより申込書を入手できます）

   (社)発明協会福島県支部

    電 話：０２４－９５９－３３５１（担当：吉成）

    E-mail：j3i-f@nifty.com

    H P  ：http://www.jiii-fukushima.org/
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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、７月中旬から８月上旬の開催予定日は以下のとおりです。

     開催会場              開催日時

 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

  郡  山：ハイテクプラザ       8/ 6（月） 9:00～12:00

  福  島：福島技術支援センター   7/17（火）10:00～12:00

  会津若松：会津若松技術支援センター 7/ 9（月）10:00～12:00

  い わ き：いわき技術支援センター  8/ 6（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/H19soudan.pdf

  ○お問合わせ・お申込み先

   （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/    
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 ■  あとがき

  じめじめと日が続き、夏が待ち遠しい今日この頃ですが、今回は



 夏休み期間中のお楽しみ情報をお伝えいたします。

  恒例となっておりますが、ハイテクプラザでは、８月１１日（土）

 に「集まれっ！ハイテクプラザ」と題し、主に小中学生や親子連れ

 を対象といたしました公開イベントを開催いたします。

  サイエンス教室（予約制）や公開実験室（当日、参加自由）など、

 お子様が科学やものづくりへ興味を持っていただけるイベントを各

 種用意しておりますので、夏休みの計画にお加えいただければと思

 います。

  なお、詳細については、まもなくハイテクプラザのＨＰへ掲載い

 たします。
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