
file:///C¦/Users/ykanno/Desktop/nf189.txt[2013/03/18 9:58:51]

ハイテクプラザ・ニュースフラッシュ 第189号

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

                                      平成25年2月18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。

▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲ トピックス ▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽

【1】 「福島県廃炉・除染ロボット技術研究会」の設立について <NEW!!>

【2】 「福島県航空・宇宙産業技術研究会第2回研究会」のご案内 <New!!>

【3】 「機械加工技術セミナー」のお知らせ <NEW!!> 

【4】 「繊維製品の苦情事例とその原因について」講演会のお知らせ <NEW!!>

【5】 ふくしま知的財産支援センターからのお知らせ 

【6】 ［知財総合支援窓口］のご案内

【7】 平成25年度［東北地方発明表彰］募集のご案内 <NEW!!>

▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽

【1】 「福島県廃炉・除染ロボット技術研究会」の設立について <NEW!!>

                                          福島県ハイテクプラザ

               

 現在、東京電力（株）福島第一原子力発電所の廃止措置に向けては、

政府が取組む「建屋内高濃度除染技術」及び「格納容器漏洩箇所特定・

補修・内部調査に係る技術」の２つの技術開発について、東芝（株）、

（株）日立GE ニュークリア・エナジー、三菱重工業（株）の国内プラ

ントメーカー３社がベンダーを募集したり、関連する機械・装置開発に

係る福島ワークショップの開催により、県内企業への技術エントリーの

募集が行われたところです。
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 このような動きがある中、福島県内企業においては、今後、メーカー

からの発注の他、関連する新たな技術開発が必要とされると見込まれます。

 そこで、ハイテクプラザでは、除染のための遠隔操作装置を含む、

「廃炉・除染に特化したロボット開発」に関する各メーカーからの情報や、

国、県などからの有用情報の共有化を行い、廃炉のための機器・装置開発

等に迅速に対応できる産学官のネットワーク構築を目的として、「廃炉・

除染ロボット技術研究会」を発足することとしました。

 

○詳細及び申込みについては、こちらをご覧下さい。

URL ： http://www4.pref.fukushima.jp/hightech/news/news-41.html

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【2】「福島県航空・宇宙産業技術研究会第2回研究会」のご案内 <New!!>

 この度、標記研究会を開催することとなりました。皆様のご参加をお待

ちしております。

○内 容

（1）講演「航空機部品/難削材の切削加工技術と成功事例」

         三菱マテリアル株式会社 加工技術カンパニー

         超硬製品事業部 販売企画部 長野剛氏

 最新の航空機機体材料として使用されているCFRPやチタン合金、アルミ

合金。その他さまざまな分野で使用されるステンレス鋼など、航空機用や

一般的な難削材加工に関して、加工事例なども合わせて最新の切削工具を

ご紹介いただきます。

（2）研究報告「CFRPの穴加工における工具・加工条件の検討（第２報）」
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         福島県ハイテクプラザ 生産・加工科 夏井憲司

○日 時   平成25年3月7日（木）13：30から15：30

○場 所   福島県ハイテクプラザ 3階会議室（郡山市待池台1－12）

○受講料  無料

○申込締切   平成25年3月1日（金）

申込み等についてはこちらをご覧下さい。

URL ： http://www4.pref.fukushima.jp/hightech/news/news-42.html

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【3】「機械加工技術セミナー」のお知らせ <NEW!!> 

 現在、部品加工の現場では、コスト削減への対応、環境対応、品質向上等、様々な要求

が高まっています。今後も更なる加工技術の向上が求められてくるものと推察されます。

そこで今回のセミナーでは、機械加工に不可欠な切削（研削）油剤に焦点をあて「切削油

剤の基礎」から「切削油剤の管理方法」、「切削油剤の将来」まで多岐にわたり解説いた

します。これらの適切な利用方法を学び、生産現場の技術力向上にお役立て下さい。

講師は、世界でも有数の金属加工油剤製造メーカーであるユシロ化学工業株式会社様にお

願いしました。この機会に、切削油剤について基礎から学びたい方は、ふるって御参加下

さるようお願い致します。

○日  時  平成25年3月8日（金）（13：00～16：00）

○場  所  福島県ハイテクプラザ（郡山市待池台1－12） 1階 
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○内  容  ☆ 切削油剤とは

       ☆ 切削油管理について

            ☆ 不水溶性切削油剤と水溶性切削油剤 

       ☆ 切削油の将来の展望

○講  師  ユシロ化学工業株式会社 テクニカルセンター

             ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ経営企画部ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ 野上 裕司 氏 

○定  員  30名

○受 講 料  無料

○締  切  平成25年3月5日（火）

  申込書等、詳しくはこちらをご覧ください。

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

○お問い合わせ・申込先

   〒963-0215 郡山市待池台1-12（福島県ハイテクプラザ内）

   公益財団法人福島県産業振興センター 技術支援部技術総務課 

   担当： 鹿目(かのめ)、齋藤

  TEL ： 024‐959-1929 

  FAX ： 024‐959-1889

 E-mail ： f-tech@f-open.or.jp

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【4】「繊維製品の苦情事例とその原因について」講演会のお知らせ <NEW!!>

繊維製品のクリーニングなど消費過程で発生した苦情事例の解析と、「取扱い絵表示」
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（洗濯ラベル、ケアラベル）の改定について解説します。苦情事例については、具体的

な内容とともにその要因や対策について解説します。繊維製品の取扱い絵表示について

は、日本独自の表示法が改正され、ISO表記となりますので、その移行内容について

解説します。繊維製品の企画や製造、消費過程（クリーニング等）時のトラブル処理な

ど役立つ内容となっています。

○日 時  平成25年3月6日（水） 13：30～15：30

○講 師  一般財団法人 日本繊維製品品質技術センター  出島 茂 氏

○内 容  (1)苦情事例の紹介とその原因について

      (2)取扱い絵表示のISO表記への移行について

○定 員  30名（先着順）

○受講料   無 料

○会 場  福島県ハイテクプラザ 福島技術支援センター 研修室

      〒960-2154 福島市佐倉下字附ノ川1-3

      TEL : 024-593-1122

  申込書等、詳しくはこちらをご覧ください。

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

○お問い合わせ・申込先

 〒963-0215 郡山市待池台1-12（福島県ハイテクプラザ内）

 公益財団法人福島県産業振興センター 技術支援部技術総務課 

 担当：鹿目（かのめ）
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  TEL ： 024‐959-1929

  FAX ： 024‐959-1889

 E-mail ： f-tech@f-open.or.jp

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【5】ふくしま知的財産支援センターからのお知らせ <NEW!!>

○知財専門家巡回相談会

 弁理士による、知的財産権に関する無料の相談会を開催します。

 ・主催 福島県

 ・日程及び場所

    [福島]   2月19日（火）9:00～12:00

         ハイテクプラザ 福島技術支援センター

    [いわき]  3月12日（火）13:00～16:00

         ハイテクプラザ いわき技術支援センター

  

 ・予約制ですので、事前に下記へご連絡をお願いします。

○お問い合わせ・申込先

 一般社団法人福島県発明協会（ふくしま知的財産支援センター）

 TEL    : 024-959-3351

 FAX    : 024-963-0264

 E-mail : j3i-f@nifty.com

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

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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【6】［知財総合支援窓口］のご案内

   ☆ ☆ 知的財産権に関する無料相談窓口 ☆ ☆

○知財総合支援窓口

 一般社団法人福島県発明協会（ふくしま知的財産支援センター）で

は、知的財産権（特許、実用新案、意匠、商標、著作権など）に関

する無料相談窓口として、知財総合支援窓口を開設しております。

知財総合支援窓口には、窓口担当者（知財アドバイザー）が常駐し

て、中小企業等が抱える課題の解決に向けて、相談・支援を無料にて

行っています。

・窓口担当者が課題を把握し、最適な解決策を提案します。

・専門性の高い課題は、知財専門家と共同で解決支援いたします。

 （専門家を活用した相談・支援も無料で行っています）

・知財以外の支援が適切な場合は、他の支援機関をご紹介します。

・必要に応じて、訪問相談も行っております。

経営課題の解決に知的財産が活用できるかもしれません。

お気軽に、知財総合支援窓口へご連絡ください。

秘密厳守で対応いたします。

○お問い合わせ先

 知財総合支援窓口（一般社団法人福島県発明協会）

 TEL    : （窓口直通）   024-963-0242

        （ナビダイヤル） 0570-82100

 FAX    : 024-963-0264

 URL   : http://www.fukushima-i.org/
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 E-mail : 上記URLから各窓口担当のメールアドレスをご確認ください。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【7】平成25年度［東北地方発明表彰］募集のご案内 <NEW!!>

主催：公益社団法人発明協会  共催：一般社団法人福島県発明協会

 発明協会では、地域産業に貢献している特許、実用新案、意匠を有し、

実施効果のある優れた技術を募集しておりますので、この機会に是非ご

応募ください。

応募資格：福島県内に事業所等を有する、又は事業等を行う法人

応募締切：平成25年3月29日（金）

応募先 ：一般社団法人福島県発明協会

[応募方法]

 所定の応募書類に必要事項をご記入の上、福島県発明協会へご提出

 ください。

 下記URLより応募書類のダウンロードが可能です。

 URL：http://koueki.jiii.or.jp/

 （応募書類は福島県発明協会でも受け取れます）

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【あとがき】

 朝晩はまだ寒い日が続いておりますが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。前回配信
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しました2週間前と比べ、日中は暖かい日が多くなりました。春へ移り変わる2月後半、

3月は、寒暖の差が大きいので、体調管理には十分お気を付けください。

 ハイテクプラザでは保有機器の貸出し、技術相談、依頼試験などを行っております。

皆様のご利用を心よりお持ちしております。

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

「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は

は、下記のホームページにありますので、ご利用ください。

ハイテクプラザＨＰ：

http://www4.pref.fukushima.jp/hightech/information/backnumber.html

まぐまぐＨＰ：http://archive.mag2.com/0001382352/index.html

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

【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

TEL：024－959－1736

FAX：024－959－1761

ＨＰ：http://www4.pref.fukushima.jp/hightech/

○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ていただき、無断転載、無断コピーなどはご

遠慮ください。

◎ハイテクプラザ・ニュースフラッシュの配信停止はこちら

⇒ http://archive.mag2.com/0001382352/index.html


