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Nagaoka Activation Zone of Energy NPO法人長岡産業活性化協会ＮＡＺＥ
☆★☆ ＮＡＺＥメール（2015.04.28 №472号） ☆★☆
＝ ＮＡＺＥはおかげさまで設立１０周年を迎えました。＝
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
・このメールは、ＮＰＯ法人長岡産業活性化協会ＮＡＺＥの会員の皆様、
配信申込をいただいた皆様、ＮＡＺＥスタッフが名刺交換をさせて
いただいた皆様に各種情報をお知らせするメールです。
― ▼ ＩＮＤＥＸ ▼ ―――――――――――――――――――――――
01：ＮＡＺＥコラム ※新連載！
02：ＮＡＺＥからのお知らせ
【(1)H27 長岡ものづくり現場改善ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ養成ｽｸｰﾙ 開講のご案内】
【(2)会員限定！「M-Tech見学バスツアー」参加者募集！】
03：ＮＡＺＥ会員＆支援機関：新聞掲載情報！
【㈱ホクギン経済研究所】
【㈱アルモ】
【長岡技術科学大学】
【長 岡 市】
【ユニオンツール㈱】
【長 岡 市】
【長岡技術科学大学・長岡造形大学】
04：支援機関等からの情報提供
【(1)長岡市からのお知らせ！】
【(2)長岡商工会議所からのお知らせ！】
【(3)(公財)にいがた産業創造機構からのお知らせ！】
【(4)長岡技術科学大学からのお知らせ！】
05：ＮＡＺＥ：今後の主な行事・会議予定
-------------------------------------------------------------------01.ＮＡＺＥコラム
-------------------------------------------------------------------・桜の季節が終わりゴールデンウィークまであとわずかです！皆様、連休に
何か計画がありますか？旅行に出かけられる方、田畑で汗を流される方、
家でのんびりと体を休められる方、中にはいつもどおりお仕事という方な
ど、様々かと思います。
怪我や事故等には十分注意していただいて、連休明けに良いのスタートダ
ッシュが出来るようリフレッシュしてください。
ちなみに私は海釣りと山菜採りに行く予定です。（Ｗ）
-------------------------------------------------------------------02.ＮＡＺＥからのお知らせ
(1)H27「長岡ものづくり現場改善ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ養成ｽｸｰﾙ」開講のご案内
-------------------------------------------------------------------・ＮＡＺＥでは、ものづくり企業で生産管理や現場改善に関わっている方や
企業のＯＢの方を対象に、生産効率を高める現場改善のノウハウを身につ
けていただくため、東京大学大学院経済学研究科ものづくり経営研究セン
ターや地元支援機関の協力のもと、『長岡ものづくり現場改善インストラ
クター養成スクール」を開講いたします。
この機会に、改善活動による生産性向上のノウハウを習得し、現場改善活
動を実践しませんか？ご参加をお持ちしております！
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【期 間】平成２７年７月９日(木)～１０月９日(金）
【実施回数】毎週木曜日(一部金曜日あり）の計１６日間
※時間は、9:00～12：30、13:30～17:30を予定
【対 象】①ものづくり企業に勤務し、生産現場の管理や改善に携わっ
ている方。
②上記経験を持ち、市内に住所を有するものづくり企業の
ＯＢの方。
【募 集 数】１０名（定員を上回る場合は市内企業の受講を優先）
【費 用】市内企業：１５万円、市外企業：２５万円、ＯＢ：２万円
※過去にスクールを終了した従業員がいる企業は半額。
【申込締切】６月１９日（金）必着で、申請書を郵送又はＦＡＸにて
ご提出ください。
【受講決定】書面審査により受講生を決定し、書面で結果を通知します。
※受講決定者には７月２日（木）に受講ガイダンスを開催。
【詳 細】http://www.naze.biz/hotnews/3715/
【申 込 先】ＮＡＺＥ事務局
TEL:42-8700、FAX:42-8701、E-mail:info@naze.biz
-------------------------------------------------------------------(2)会員限定！「M-Tech見学バスツアー」参加者募集！
-------------------------------------------------------------------・機械要素・加工技術を集めた日本最大級の展示会に、ＮＡＺＥ会員企業も
「長岡モノづくりゾーン」に共同出展するほか、単独出展やＮＩＣＯゾー
ン等で出展の準備を進めています。
出展中の会員企業の激励とともに、今後の展示会等へのご出展の参考にし
ていただくために、本ツアーを企画しました。
新幹線片道分よりお安くなってますので、この機会にぜひご参加下さい！
【日 時】６月２４日（水曜日）※３日間の展示会の初日（日帰り）
【行 先】東京ビッグサイト（東京都江東区有明）
【費 用】７，０００円（バス経費として。食事等各自）
【定 員】２０名（先着順）
※定員を超えた場合は１社２名までとさせていただきます。
【申込締切】６月１０日（水曜日）まで
【詳 細】http://www.naze.biz/hotnews/3700/
【申 込 先】ＮＡＺＥ事務局
TEL:42-8700、FAX:42-8701、E-mail:info@naze.biz
-------------------------------------------------------------------03.ＮＡＺＥ会員＆支援機関：新聞掲載情報！
-------------------------------------------------------------------■【㈱ホクギン経済研究所】 持ち直し基調続く ２、３月県経済動向
〔平成２７年 ４月１８日（土）新潟日報：６面〕
■【㈱アルモ】 記録より味覚
〔平成２７年 ４月２１日（水）日刊工業新聞：２５面〕
■【長岡技術科学大学】 資金と技術と産学連携加速
〔平成２７年 ４月２３日（木）朝日新聞：２２面〕
■【長 岡 市】 今年度の補助事業を強化
〔平成２７年 ４月２３日（木） 長岡新聞：２面〕
■【ユニオンツール㈱】 ユニオンツールドリルを拡充
〔平成２７年 ４月２３日（木） 日刊工業新聞：７面〕
■【長 岡 市】 長岡市が総合戦略骨子案 若手起業など後押し
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〔平成２７年 ４月２４日（金） 新潟日報：２面〕
■【長岡技術科学大学・長岡造形大学】 上越市の課題解決支援
〔平成２７年 ４月２４日（金） 新潟日報：１７面〕
-------------------------------------------------------------------04.支援機関等からの情報提供
(1)長岡市からのお知らせ
①平成27年度「長岡市の各種補助金」まだ間に合います！
-------------------------------------------------------------------・平成27年度の長岡市の「ものづくり中小企業支援 各種補助金」の締切ま
であとわずかですが、まだ間に合います！
下記ホームページに要項等が掲載されております。ぜひご活用ください。
【詳 細】http://www.city.nagaoka.niigata.jp/sangyou/cate03/hojyokin/h27-shienjigyo.html
≪技術の高度化・新製品開発≫
①【モノづくり未来支援補助金】(5/11まで）
②【3大学1高専ワンポイント活用事業補助金】（5/11まで）
③【新エネルギー開発支援補助金】（5/11まで）
・長岡ブランド発電装置開発支援補助金
・新エネルギー・省エネルギー技術開発補助金
④【新技術・新製品開発資金融資】（随時）
⑤【産学金連携研究開発補助金】（6/30まで）
≪設備の導入≫
①【ものづくり未来支援補助金[設備投資支援]】(5/11まで）
②【設備資金融資】(5/11まで）
≪創業者支援・ベンチャー育成≫
①【ものづくり未来支援補助金[ベンチャー開発支援]】(5/11まで）
②【ものづくり起業者事業所賃料等補助金】(5/11まで）
≪受注促進・販路開拓≫
①【ものづくり未来支援補助金[ブランド化支援]】(5/11まで）
②【見本市出展等支援補助金】(随時募集、予算額を超え次第 終了）
③【国際規格等認証取得支援補助金】（5/11まで）
-------------------------------------------------------------------(2)長岡商工会議所からのお知らせ！
①『繁盛店から学ぶ 集客術向上セミナー』のご案内
-------------------------------------------------------------------・消費税増税や消費者ニーズの多様化する飲食業界において「繁盛している
お店」はどんな集客方法を行っているのか。数多くの飲食店を取材されて
きた業界誌「月刊食堂」通山編集長より、儲かる店のビジネスモデルや外
食産業のトレンド・今後の展望等について講演いただきます。
【日 時】平成2７年 ５月１９日（火） 14：00～15：45
【会 場】ハイブ長岡
【講 師】㈱柴田書店・「月刊食堂」編集長 通山 茂之 氏
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【聴 講 料】無料
【詳 細】http://www.nagaokacci.or.jp/topics/detail/cd/544/
-------------------------------------------------------------------(3)(公財)にいがた産業創造機構(NICO)からのお知らせ！
①ＮＩＣＯ「１ＤＡＹセミナー」の受講生募集！
――――――――――――――――――――――――――――――――――
・ＮＩＣＯでは、「図面品質・設計品質の向上（＝利益体質改善）」および
「競争力ある製品を開発するための限界設計とコストダウン」をテーマに
１ＤＡＹセミナーを開催します。ぜひご参加ください！
■ＮＩＣＯ１ＤＡＹセミナー「幾何公差・最大実体公差」
【日 時】平成２７年７月１４日（火）９：００～１７：００
【会 場】ＮＩＣＯテクノプラザ
【受 講 料】１０，０００円（テキスト代、消費税含む）
【定 員】１５名（先着順）
【申込期限】６月１５日（月）まで
■ＮＩＣＯ１ＤＡＹセミナー「公差設計・解析」
【日 時】平成２７年８月２５日（火）９：００～１７：００
【会 場】ＮＩＣＯテクノプラザ
【受 講 料】１０，０００円（テキスト代、消費税含む）
【定 員】１５名（先着順）
【申込期限】７月２４日（金）まで
■長岡モノづくりアカデミー「基礎コース」
【受講期間】平成２７年７月１日（水）から８月２６日（水）まで
【会 場】ＮＩＣＯテクノプラザ
【対 象 者】機械関連企業で働く設計の初心者
【受 講 料】３５，０００円（テキスト代、消費税含む）
【定 員】２０名（先着順）
【申込期限】平成２７年５月２９日（金）まで
■長岡モノづくりアカデミー「専門コース」の受講者募集
【受講期間】平成２７年６月１８日（木）から１０月９日（金）まで
【会 場】ＮＩＣＯテクノプラザおよび新潟県工業技術総合研究所
【対 象 者】機械関連企業で働く開発・設計の技術者
【受 講 料】４０，０００円（テキスト代、消費税含む）
【定 員】２０名（先着順）
【申込期限】平成２７年５月２０日（水）まで
※詳細はホームページをご覧ください。http://www.n-phoenix.jp/
-------------------------------------------------------------------(4)長岡技術科学大学からのお知らせ！
①デウスト大学（スペイン）と学術交流協定を締結
-------------------------------------------------------------------・平成２７年４月１６日、バスク自治州にあるスペインの名門デウスト大学
と学術交流協定を締結しました。デウスト大学は、政治・経済・文化面に
おける著名人を多数輩出しており、法学、経済、経営分野が高く評価され
ております。工学部についても、機械工学・情報工学・経営工学等に加え
イノベーション＆アントレプレナーシップ分野を強化しています。
この協定を通じたデウスト大学との教育連携、学生及び教員等の交流が期
待されます。
【詳 細】http://www.nagaokaut.ac.jp/j/news/150421.html
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②「長岡技術科学大学・新潟工科大学新技術説明会」のご案内
-------------------------------------------------------------------・長岡技術科学大学では、特許等研究成果の社会への還元を推進する知的財
産活動の一環として、新技術説明会を国立研究開発法人科学技術振興機構
(JST)との共催により、新潟工科大学と合同で開催することとなりました。
是非、ご参加下さい。
【日 時】平成２７年５月２６日(火） 13：20～16：30
【会 場】ＪＳＴ東京本部別館ホール（東京都千代田区）
【詳 細】http://shingi.jst.go.jp/kobetsu/nagaoka/2015/index.html
-------------------------------------------------------------------04.ＮＡＺＥ：今後の主な行事・会議予定
◇ ５月１８日（月）17:00 広報部会② ＮＩＣＯテクノプラザ
◇ ５月１９日（火）17:30 技術部会② ＮＩＣＯテクノプラザ
◇ ５月２１日（木）17:30 交流部会② ＮＩＣＯテクノプラザ
◇ ５月２２日（金）11:30 理 事 会① ＮＩＣＯテクノプラザ
◇ ５月２８日（木）15:30 総 会① ホテルニューオータニ長岡
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
ご意見・ご要望・ご感想・ご紹介したい内容等をお寄せください。
☆★☆会員募集中です！ お問い合わせは事務局までお願いします☆★☆
ＮＰＯ法人長岡産業活性化協会ＮＡＺＥ
〒940-2127 長岡市新産4-1-9NICOテクノプラザ内 http://www.naze.biz
TEL:0258-42-8700 FAX:0258-42-8701 E-mail:info@naze.biz
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