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----------------◆◆◆《 今月の内容 》◆◆◆ ---------------- 
 
●トピックス＆お知らせ 
・蒲郡市の深海魚「メヒカリ」を利用した魚醤と「ニギス」を利用したふりかけが完成 

   しました －あいち産業科学技術総合センターと企業、大学が共同開発－ 
・あいち産業科学技術総合センターが冊子「明日を拓く技術開発」を作成しました 

   －最新の研究成果・技術支援事例を紹介－ 
・材料表面改質トライアルコア研究会 「表面分析技術 （LA-ICP-MS及びGD-MS）につい 

   て」の参加者を募集します 
・知の拠点あいち重点研究プロジェクト（Ⅰ期）成果普及セミナー 

   「表面改質手法としての微粒子ピーニング」の参加者を募集します 
・「第13回わかしゃち奨励賞」優秀提案発表会の参加者を募集します 

 
●技術紹介 
・白雲陶器の蓄光加飾研究について 
・繊維製品の通気性試験について 
・ICP発光分析の測光方向とダイナミックレンジについて 

 
※あいち産業科学技術総合センター ニュースはこちらからダウンロードしてください。 
  http://www.aichi-inst.jp/other/up_docs/no.201_all.pdf (pdfファイル：667.7 
    kbytes) 
 

●イベント情報 
・「第1回 楽々イノベーションセミナー」の参加者を募集します 
・＜支援企業・指導員募集＞少年少女発明クラブ見学会の参加者を募集します 
・World Robot Summit開催記念イベント 
 「Aichiロボットフォーラム」の参加者を募集します 
・「あいち中小企業応援ファンド助成事業」の申請企業の募集について 
・セミナー「中小製造業に若手人材を呼び込むコツとは？」の参加者を募集します 
・「第4回せとしん知財活用ビジネスマッチング交流会」の参加者を募集します 
 

●今月の機器紹介 
・恒温槽付き強度試験機 

 
-------------------------------------------------------------------------------- 
＜メルマガ特典情報＞ 
 ニュース・メール版には、イベント情報や当センターで所有する試験研究機器の紹介を 
行っております。是非、ご利用ください。 
 
●イベント情報  
◇ 「第1回 楽々イノベーションセミナー」の参加者を募集します 
 
 あいち産業振興機構マネージャーグループでは、楽しく・負担少なく取り組むことがで 
きるイノベーションを通じて、事業の成長をはかるため、中小企業経営者や支援機関等を 
対象とした「第1回 楽々イノベーションセミナー」を開催します。 
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【日  時】平成31年1月10日（木） 午後3時から午後5時まで 
【場  所】あいち産業振興機構セミナールーム（ウインクあいち14階） 
      （名古屋市中村区名駅四丁目4-38） 
【内  容】このセミナーでは、支援成功事例を参考に、産学官金の支援や「中小企業応 
     援ファンド」などの補助金等を活用し、楽しく新ビジネスの成長を目指すため 
     のポイントを紹介いたします。セミナー後、個別の相談もあります。 
【参 加 費】無料 
【主  催】公益財団法人あいち産業振興機構 
【定  員】15名（申込先着順） 
【申込締切】平成31年1月8日（火） 
【申込方法】 
 下記URLの申込専用フォームからお申し込みいただくか、下記URLの”詳細”から申し込 
み書をダウンロードし、必要事項をご記入の上、E-mail又はFAXにてお申し込みください。 
 https://event.aibsc.jp/seminars/view/350 
【申込み・問合せ先】 
 〒450-0002  
 名古屋市中村区名駅四丁目4-38 ウインクあいち14階 
 公益財団法人あいち産業振興機構   
 経営支援部 マネージャーグループ  担当：加藤、松山 
 TEL：052-715-3070  FAX：052-563-1436  
 E-mail：info-manager@aibsc.jp 
  
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
◇＜支援企業・指導員募集＞少年少女発明クラブ見学会の参加者を募集します 
 
 少年少女発明クラブは、地域や地元企業が連携し、工作活動を通して、子供たちの豊か 
な創造力を育成する場を提供しています。本県では、発明クラブの活動を知っていただく 
ための見学会を開催します。 
 次代を担うモノづくり人材を育成する活動の支援を検討中の企業の方、発明クラブの指 
導員に関心のある方は是非ご参加ください。 
 
【開催日・クラブ名】平成31年1月12日（土）名古屋少年少女発明クラブ 
                平成31年1月19日（土）北名古屋市少年少女発明クラブ 
                平成31年2月 9日（土）刈谷少年少女発明クラブ 
【対  象】  
 ・少年少女発明クラブの活動に支援・協力を検討されている企業の方 
  ・少年少女発明クラブの指導員に関心がある方 
 ・少年少女発明クラブの活動に関心がある方 
【参 加 費】無料 
【主  催】愛知県、一般社団法人愛知県発明協会 
【内  容】創造性を高める工作活動を中心とした発明クラブの活動の見学 
【申込締切】各回開催日の5日前（必着） 
【申込方法】 
  下記URLのチラシ兼申込書をダウンロードし、必要事項をご記入の上、郵送、FAX又は 
E-mailにてお申し込みください。 
 https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/282019.pdf 
【申込み・問合せ先】 
  〒460-8501 
  名古屋市中区三の丸三丁目1番2号 
 愛知県 産業労働部 産業科学技術課 研究開発支援グループ 
  TEL：052-954-6370  FAX：052-954-6977 
  E-mail：san-kagi@pref.aichi.lg.jp 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
◇World Robot Summit開催記念イベント 
「Aichiロボットフォーラム」の参加者を募集します 
 
 本県では、2020年に愛知県で開催されるロボットの国際大会「World Robot Summit」 
(WRS) の気運醸成を図るため、シンポジウムを開催します。 
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  シンポジウムでは、講師に元 愛・地球博ロボットプロジェクトプロデューサーの 
石川 勝氏をお招きし、13年前に描いた未来図と実際の状況を対比で眺め、人とロボット 
のこれからについて、最新事例を踏まえながら語っていただきます。 
 
【日  時】平成31年1月14日（月・祝）午後1時15分から午後4時30分まで 
            （受付開始 午後0時30分から） 
【場  所】KITTE名古屋3階JPタワー名古屋ホール&カンファレンス 
      （名古屋市中村区名駅1-1-1） 
【参 加 費】無料 
【主  催】愛知県 
【後  援】中日新聞社 
【定  員】200名（申込先着順） 
【内  容】 
  （1）主催者挨拶（15分） 愛知県副知事 森岡 仙太 
  （2）WRS 2018 競技参加者レポート（20分） 
       名城大学 理工学部 電気電子工学科 准教授 
       World Robot Challenge サービスロボットカテゴリー 
       フューチャーコンビニエンスストアチャレンジ 総合優勝 田崎 豪 氏 
  （3）基調講演（60分） 
      「『2020年、人とロボットが暮らす街』の実現にむけて 
     ～愛・地球博プロトタイプロボット展から13年～」 
       株式会社シンク・コミュニケーションズ 代表取締役 
       元 愛・地球博 ロボットプロジェクトプロデューサー 石川 勝 氏 
  （4）パネルディスカッション（90分） 
       「人とロボットが共生する社会はいつ実現する？」 
       ・モデレーター 
     石川 勝 氏 
       ・パネリスト  
         株式会社ZMP 新規事業推進室室長 キャリロ事業部長 笠置 泰孝 氏 
         東京農工大学 工学研究院 先端機械システム部門 准教授 水内 郁夫 氏 
       中部国際空港株式会社 経営企画部 戦略推進グループリーダー 宮下 豊 氏 
【申込締切】平成31年1月9日（水）午後5時まで（但し、定員に達し次第締め切ります。） 
【申込方法】  
 下記URLの申込専用フォームからお申し込みください。 
 https://www.pref.aichi.jp/soshiki/jisedai/robot2019.html 
【参加募集に関する問合せ先】 
 Aichiロボットフォーラム事務局（株式会社インターグループ内） 
 TEL：052-581-3241 
    （電話受付時間：午前10時から午後5時まで（年末年始、土日祝除く）） 
【問合せ先】 
 愛知県 産業労働部 産業振興課 次世代産業室 次世代産業第三グループ  
  担当：原、青木 
  TEL：052-954-6374 E-mail：jisedai@pref.aichi.lg.jp 
 ★同会場で子ども向けワークショップ(事前申込制)・ロボットデモンストレーションを 
  実施します。 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
◇「あいち中小企業応援ファンド助成事業」の申請企業の募集について 
 
 本県では、地域産業資源又は地域資源を活用した中小企業者等の新事業展開を支援する 
ため、「あいち中小企業応援ファンド助成事業」を実施しています。 この度、新事業展 
開応援助成金（地場産業枠・農商工連携枠）の申請企業を募集します。 
               
【対 象 者】県内に本社若しくは主たる事務所を有する中小企業者、小規模企業者（個 
      人、会社及び団体）又はそのグループ等 
【対象分野】 
  （1）地場産業枠     
    地域産業資源を活用した新事業展開 
    （主要地場産業（繊維・窯業・食品・家具・伝統的工芸品）に関する産業分野） 
  （2）農商工連携枠   
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       地域資源の農林水産物を活用してあいち産業科学技術センター等と連携して行う 
     新事業展開 
【公募期間】平成31年1月16日（水）から2月15日（金）まで 
【公募説明会 日時・場所】     
  （1）名古屋 平成31年1月16日（水）・ 愛知県産業労働センター（定員80名） 
                                 （名古屋市中村区名駅四丁目4-38） 
  （2）豊橋  平成31年1月17日（木）・ 豊橋商工会議所4階407会議室（定員40名） 
                                （豊橋市花田町字石塚42-1） 
  （3）岡崎  平成31年1月18日（金）・ 岡崎商工会議所5階503会議室（定員30名） 
                                （岡崎市竜美南1-2） 
【申込締切】定員になり次第締切 
【申込方法】 
 下記URLから参加申込書をダウンロードし、必要事項をご記入の上、FAXにてお申し込み 
ください。 
 http://www.aibsc.jp/ 
【申込み・問合せ先】 
 公益財団法人あいち産業振興機構 新事業支援部 地域資源活用・知的財産グループ 
 TEL：052-715-3074  FAX：052-563-1438 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
◇セミナー「中小製造業に若手人材を呼び込むコツとは？」の参加者を募集します 
 
 近年、人手不足の状況が続き、特にモノづくり企業の次代を担う若手人材の確保が喫緊 
の課題となっています。 
  そこで、本県では、自動車に関連する中堅・中小製造業の方を対象として「人材確保」 
を主なテーマとするセミナーを2回開催します。 
 本セミナーでは、学生の就職活動を指導されている大学の就職相談担当者と、企業の魅 
力発信や採用活動を支援されている専門家を講師にお招きし、若手人材を確保するために 
企業がどうすべきかをご講演いただきます。 
 人材確保の取組に役立てていただくため、是非、ご参加ください。 
 
【対  象】自動車産業に関連する中堅・中小製造業の方等 
【日  時】 
 第1回 平成31年1月16日（水）午後1時30分から午後4時まで 
     （受付開始は午後1時10分） 
 第2回 平成31年1月22日（火）午後1時30分から午後4時まで 
     （受付開始は午後1時10分） 
【場  所】 
  第1回 愛知県産業労働センター（ウインクあいち）12階 1208会議室 
       （名古屋市中村区名駅四丁目4-38） 
  第2回 愛知県産業労働センター（ウインクあいち）13階 1305会議室 
       （名古屋市中村区名駅四丁目4-38） 
【参 加 費】無料 
【主  催】愛知県 
【定  員】各回30名（申込先着順） 
【内  容】 
  第1回 
    講演1 「就職相談から見る最近の就活学生の事情」 
  講師  名古屋大学 就職相談部門 専任相談員 准教授 船津 静代 氏 
  講演2 「中小B to Bメーカーが大手に勝る魅力発信の方法」 
  講師  株式会社ジオコス 代表取締役 伊藤 秀一 氏 
 第2回 
    講演1 「イマドキの学生を採用するポイント」 
  講師  愛知学院大学 名城公園キャンパス事務室 キャリアラウンジ  
      事務長 木林 利行 氏 
  講演2 「採用成功事例と段階別採用活動のポイント」 
    講師  株式会社学情（あさがくナビ） 学校企画部  
           サブマネージャー 江村 朋裕 氏 
【申込締切】各開催日当日の正午（但し、定員に達し次第締め切ります。） 
【申込方法】 
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  下記URLから案内兼申込書をダウンロードし、必要事項をご記入の上、FAX又はE-mail 
にてお申し込みください。 
 https://www.pref.aichi.jp/site/tipuro/h30-bunkakai2-3.html 
【申込み・問合せ先】 
 愛知県 産業労働部 産業振興課 基盤産業グループ 
 TEL：052-954-6345  FAX：052-954-6976 
  E-mail：sangyoshinko@pref.aichi.lg.jp 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
◇「第4回せとしん知財活用ビジネスマッチング交流会」の参加者を募集します 
 
 本県では、大企業等の開放特許を活用し、中小企業の新製品開発を支援する取組を関係 
団体と連携して進めており、この度「第4回せとしん知財活用ビジネスマッチング交流 
会」を開催いたします。 
  当日は、「儲けるための知財活用～開放特許の活用はビジネスを発展させるチャンス 
～」と題して、コスモス特許事務所 弁理士 富澤 正 氏による講演の他、富士ゼロックス 
株式会社、東日本旅客鉄道株式会社及び日本電信電話株式会社の大企業3社による開放特 
許紹介や、関心のある企業との個別面談を行います。是非、ご参加ください。 
 
【日  時】平成31年1月23日（水） 午後1時30分から午後4時50分まで 
【場  所】瀬戸蔵 4階 多目的ホール 
            （瀬戸市蔵所町1-1） 
【内  容】 
  ①講演 「儲けるための知財活用 
            ～開放特許の活用はビジネスを発展させるチャンス～」 
  講師 コスモス特許事務所 弁理士 富澤 正 氏 
 ②開放特許紹介 
     富士ゼロックス株式会社、JR東日本株式会社、日本電信電話株式会社 
【参 加 費】無料 
【主  催】瀬戸信用金庫 
【共  催】愛知県、瀬戸市、尾張旭市、公益財団法人あいち産業振興機構 
【定  員】70名（申込先着順） 
【申込締切】平成31年1月16日（水） 
【申込方法】 
  下記URLから参加申込書をダウンロードし、必要事項をご記入の上、FAXにてお申し込み 
ください。 
 https://www.pref.aichi.jp/site/aichi-chizai/setoshin310123.html 
【申込み・問合せ先】 
 瀬戸信用金庫 営業支援部 営業企画グループ 
 TEL：0561-86-0215  FAX：0561-21-4149 
 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 
●今月の機器紹介 
◇恒温槽付き強度試験機 
  （設置機関：あいち産業科学技術総合センター 産業技術センター） 
 
 プラスチック製品や試験片の引張、曲げ、圧縮等の機械的強度を高精度に測定する装置 
です。恒温槽を備えていますので、低温、高温雰囲気における強度試験にも対応していま 
す。（本装置はJKA「平成29年度公設工業試験研究所等における機械設備拡充補助事業」 
により導入されました。） 
 
※詳しくは、下記URLをご覧下さい。 
 http://www.aichi-inst.jp/analytical/machine_search/379.html 
 
============================================================================= 
◎メール配信申込み・登録内容（アドレス等）変更・メール配信停止については 
 http://www.aichi-inst.jp/other/aisanken_news/ 
 上記のセンターニュースのページにある各専用フォームからご連絡ください。 
============================================================================= 
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