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ハイテクプラザ・ニュースフラッシュ 第１２９号
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平成２２年７月２０日発行 

 「ハイテクプラザ・ニュースフラッシュ」は福島県ハイテクプラザが 

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、 

ご案内するメールマガジンです。 
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【１】「集まれっ！ハイテクプラザ２０１０」開催のお知らせ＜New＞ 



 ハイテクプラザの一般公開イベント『集まれっ！ハイテクプラザ２０ 

１０』を８月７日（土）に開催いたします。 

 

小～中学生を対象とした各種科学実験教室、おもしろ科学ショーやハイ 

テクプラザの見学ツアーなど、今年も盛りだくさんの内容で皆様のご来 

場をお待ちしております。 

 

○日 時 平成２２年８月７日（土）１０：００～１５：００ 

 

○内 容 ・各種科学実験教室 

     「スライムをつくろう」、「ハンカチ絞り染め体験」、 

     「べっこうあめをつくろう」、「夜光る貝殻をつくろう」等 

     ・ハイテクプラザ紹介ツアー 

     ・「おもしろ科学ショー」 

     ・ふくしまのものづくり体験コーナー  ほか 

 

○参加費 無料（一部のコーナーは材料費がかかります） 

 

○詳細につきましては、下記ＨＰに掲載予定です。 

 ＨＰ：http://www.fukushima-iri.jp/ 

 

○問い合わせ先 

 ハイテクプラザ企画連携部産学連携科 

  電話：０２４－９５９－１７４１（ 担当 ： 小熊 ） 

  FAX ：０２４－９５９－１７６１ 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

【２】「ミニセミナー＆個別相談会 in 白河（7/22）」のご案内 

 

１ 内容  

 これまでもお知らせしていましたが、ハイテクプラザの職員が出向い 

て地域の企業等の皆様からの技術相談を”無料”でお受けする「ミニセ 

ミナー＆個別相談会 in 白河」を開催いたします。  

 併せて、ハイテクプラザおよび産業支援機関等による事業や事例を含 

めたミニセミナーも行います。 



 皆様のご参加をお待ちしております。 

 

２ 日時 平成 22 年 7 月 22 日（木）13:00～16:30  

 

３ 会場 白河地域職業訓練センター（白河市字中田 140）  

 

４ 主催 福島県（県南地方振興局、ハイテクプラザ）  

 

５ 共催 白河市、(財)福島県産業振興センター、(社)発明協会福島県 

     支部  

 

６ 対象 主に県南地域の企業経営者、技術者等一般  

 

７ 料金 当日の参加、相談は無料です。  

 

８ プログラム  

 

 ○ミニセミナー （各 10 分程度のミニプレゼン）  

  「電磁ノイズ規制の概要と規格動向」 

    電磁ノイズ規制（規格）の概要、言葉の意味、試験内容等につ 

   いて説明します。EMI、EMS 聞いたことはあるけど違いがよくわか 

   らない。ノイズ試験で種類が多くて何をやればいいのかよくわか 

   らない。そんな疑問をお持ちの方、お待ちしております。 

 

  このほか、下記関連機関の支援事業等についてご紹介いたします。 

   ハイテクプラザ、県産品加工支援センター、財団法人福島県産業 

   振興センター、一般社団法人産業サポート白河、社団法人発明協 

   会福島県支部 

  

  ※入退室自由です。都合の良い時間にお越しいただければ、個別に 

   対応いたします。  

 

 ○技術相談  

  ・事前に予約受付（時間指定、相談一件当たり 30 分）  

  ・当日受付も可能（事前予約が優先となりますので、事前申し込み 

   をお勧めいたします。）  



 

 －－－相談事例のご紹介－－－  

  相談事例( PDF 形式・13KB ) 

  http://www.fukushima-iri.jp/uploads/H22demae_soudannlist.pdf  

 

  相談事例(Q&A)( PDF 形式・18KB )  

  http://www.fukushima-iri.jp/uploads/H22demae_soudanQA.pdf 

 

９ 申込み方法  

 次の「参加申込書」をご利用の上、ハイテクプラザ企画連携部産学連 

携科へ FAX にてお申し込み下さい。当日の飛び込みの相談にも対応します。 

 なお、相談時間が重なった場合は、申込み順を優先いたします。  

 

・参加申込書（ PDF 形式・291KB ）  

 http://www.fukushima-iri.jp/uploads/H220722demae_shirakawa.pdf 

 

○お問合せ 

 ハイテクプラザ企画連携部産学連携科 

  電話：０２４－９５９－１７４１ ( 担当 ： 平山 )  

  FAX ：０２４－９５９－１７６１ 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

【３】「平成２２年度ものづくりＯＲＴ型技術移転事業の研修生募集」 

   のお知らせ 

 

 「平成２２年度ものづくりＯＲＴ型技術移転事業」は、ハイテクプラ 

ザの所有する技術を県内中小企業の皆様に広くご活用いただくことを目 

的として、技術習得を希望される企業様から従業員様等をハイテクプラ 

ザに派遣いただき、マンツーマン（あるいは１社数名）の研修により確 

実に技術を身に付けていただく事業です。  

 

 現在、平成２２年度の研修生を募集しております。詳しくは、下記ハ 

イテクプラザ企画連携部産学連携科までお問い合わせ下さい。 

 



 なお、ホームページでもご案内しております。 

 ＨＰ：http://www.fukushima-iri.jp/news/topic-id667.php 

 

○お問い合わせ先  

 ハイテクプラザ企画連携部産学連携科 

  電話：０２４－９５９－１７４１（ 担当 ： 菊地 ） 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

【４】「平成２２年度公募型ものづくり短期研究開発事業の研究テーマ 

   募集」のお知らせ 

 

 「平成２２年度公募型ものづくり短期研究開発事業」は、企業様の直 

面している技術的な課題について、企業様に代わって短期間で解決し、 

その成果をすみやかに企業様に移転することで、企業様の製品開発を支 

援する事業です。  

 

 現在、平成２２年度の研究テーマを募集しております。詳しくはハイ 

テクプラザ企画連携部産学連携科まで、お問い合わせ下さい。 

 

 なお、ホームページでもご案内しております。 

 ＨＰ：http://www.fukushima-iri.jp/news/topic-id668.php 

 

○お問い合わせ先  

 ハイテクプラザ企画連携部産学連携科 

  電話：０２４－９５９－１７４１（ 担当 ： 菊地 ） 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

【５】「平成２２年度成果移転促進事業の募集」のお知らせ 

 

 「平成２２年度成果移転促進事業」は、ハイテクプラザの研究成果等 

の事業化を目指す県内中小企業のみなさまの現場に、職員を４～２０日 

派遣し、技術導入をお手伝いする事業です。 

 

 現在、派遣を希望される企業様を募集しております。詳しくは、ハイ 



テクプラザ企画管理科までお問い合わせください。 

 

 なお、ホームページでもご案内しております。 

 ＨＰ：http://www.fukushima-iri.jp/news/topic-id672.php 

 

○お申込み・お問い合せ先 

 ハイテクプラザ企画連携部企画管理科 

  電話：０２４－９５９－１７３６（ 担当 ： 遠藤 ） 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

【６】「ISO14001 内部監査員養成セミナー(第 2回)」のご案内 

 

１ 内容 

 環境マネジメントシステムを始めとして、組織のマネジメントシステ 

ムの運用において、内部監査の重要性が高まっています。どのように環 

境マネジメントシステムを構築し実践すればよいのか、また、規格が要 

求している内部監査の効果的実施について、事例研究と実施演習を交え 

て解説します。 

 皆様のお申し込みをお待ちしております。 

 

 

２ 日時 

 平成２２年８月５日(木）、６日（金）、１２日（木）、１３日（金） 

 （４日間。９：３０～１６：３０） 

 

３ 場所 

 福島県ハイテクプラザ１階 研修室 

 

４ 講師 

 三井ＩＳＯエコ技術士事務所 所長 三井 孝次郎 氏 

 

５ 受講料 

 ２０，０００円（消費税含む） 

 

○問い合わせ・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 ： 竹内 )  

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

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

【７】「平成２２年度 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の主催により、ハイテクプラザ及び各技 

術支援センターにおいて、特許・実用新案・意匠・商標・著作権等、知 

的財産権に関する相談を無料で受ける無料発明相談会を開催します。 

 ご相談は予約制ですので、日程表をご確認のうえ、社団法人発明協会 

福島県支部まで電話にてお申し込み下さい。 

 

○日時・場所等（日程表） 

 下記ホームページの日程表をご覧下さい。 

 http://www.fukushima-iri.jp/uploads/niteihyou.pdf 

 

○お申込み方法 

 社団法人発明協会福島県支部まで、電話でお申し込みください。 

 

○平成２２年７月中旬～８月上旬の開催予定日は次のとおりです。 

       開催会場          開催日時 

 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 郡  山：福島県ハイテクプラザ     7/21（水）(9:00～) 

 福  島：福島技術支援センター    7/26（月）(9:00～12:00) 

 郡  山：福島県ハイテクプラザ    8/ 4（水）(9:00～) 

 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

○お問い合わせ先 

  （社）発明協会福島県支部 

   電話：０２４－９５９－３３５１（担当：吉成） 

   （ ＨＰ：http://www.jiii-fukushima.org/ ） 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【あとがき】 



 いつもハイテクプラザ・ニュースフラッシュをご利用いただき、あり 

がとうございます。 

 さて、ときどき、私ども宛の E-mail が届かないとのお知らせをいただ 

くことがあります。 

 多くの場合、以前のドメイン名（****@fukushima-iri.go.jp）あてに 

お送りいただいたことが原因のようです。現在は、「.go」を除いた新し 

いドメイン名（****@fukushima-iri.jp）となっておりますので、お間違 

えのないよう、お願いいたします。 

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

「バックナンバーのお知らせ」 

ハイテクプラザ・ニュースフラッシュのバックナンバーにつきましては、 

下記のホームページにございますので、ご利用ください。 

  ＨＰ：http://www.fukushima-iri.jp/publicity/backnumber/ 

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

 

【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連携部企画管理科 

   電話: 024-959-1736 FAX: 024-959-1761 

   E-mail: newsmaster@fukushima-iri.jp 

   ＨＰ：http://www.fukushima-iri.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。 

 ○ハイテクプラザ・ニュースフラッシュの記事については、私的利用 

  の範囲内で使用し、無断転載、無断コピーなどはご遠慮ください。 


