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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（2015.05.13 №473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
 
  02：ＮＡＺＥからのお知らせ
   【(1)平成２７年度 長岡産業活性化協会ＮＡＺＥ 総会について】
      【(2)会員限定！「M-Tech見学バスツアー」参加者募集中！】
   【(3)ＮＡＺＥメールでご紹介したい内容を募集しております！】
  
  03：ＮＡＺＥ会員＆支援機関：新聞掲載情報！
   【長岡技術科学大学】
   【㈱北越銀行、㈱大光銀行、㈱第四銀行】
   【㈱サカタ製作所】
   【㈱大光銀行】
   【㈱第四銀行】
   【長岡造形大学】
   【㈱北越銀行】
   【㈱ＢＳＮアイネット】
   【㈱北越銀行】
   【長岡信用金庫】

 04：支援機関等からの情報提供  
   【(1)長岡市・長岡商工会議所からのお知らせ！】
      【(2)(公財)にいがた産業創造機構からのお知らせ！】
      【(3)新潟県工業技術総合研究所からのお知らせ！】
      【(4)長岡技術科学大学からのお知らせ！】
   【(5)長岡造形大学からのお知らせ！】
   【(6)長岡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
--------------------------------------------------------------------
・皆様、ゴールデンウィークはどのように過ごされたでしょうか。十分リフ
 レッシュし、連休明けは良いスタートがきれたでしょうか。
 ゴールデンウィークが終わると、夏に向けて一段と業務が忙しくなってく
 るかと思います。暑さと体調には十分気を付けて頑張って行きましょう！

--------------------------------------------------------------------
02.ＮＡＺＥからのお知らせ
  (1)平成２７年度 長岡産業活性化協会ＮＡＺＥ 総会について
--------------------------------------------------------------------
・先日、会員並びに関係機関の皆様へ、平成２７年度総会のご案内をさせて
 いただいておりますが、まだ出欠のご連絡をいただいて無い方は、ぜひ
 ご出席いただければと思います。



file:///E¦/01_NAZE全体/NAZEメール/27年度/ネットマガジンＮＡＺＥ473－20150513.txt[2015/05/25 16:29:53]

 今回は、総会と併せて(独)中小企業基盤整備機構のご担当者から、「新た
 な顧客開拓支援について  ～自社の得意技を伝える～」と題して、大変
 ためになる情報をご提供いただく予定となっております。
 ぜひご参加下さい。お待ちしております！
   
 【日  時】平成２７年 ５月２８日（木） 15:30～19:00
 【会  場】ホテルニューオータニ長岡 ２階 白鳥の間
 【内  容】(1)総  会（15:30～16:10）
         ①平成２６年度 事業報告･収支決算(案)承認に関する件
         ②その他
       (2)情報提供（16:20～17:20）
         ①テーマ:(独)中小企業基盤整備機構の支援事業について
             「新たな顧客開拓支援について
                     ～自社の得意技を伝える～」
       (3)交 流 会（17:30～19:00）★参加費 ５，０００円

  【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」参加者募集中！
--------------------------------------------------------------------
・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」に共同出展いたします。
 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、この機会にぜひご参加下さい！
 新幹線片道分よりお安くなってます。

 【日  時】平成２７年 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   

--------------------------------------------------------------------
  (3)ＮＡＺＥメールでご紹介したい内容を募集しております！ 
--------------------------------------------------------------------
・ＮＡＺＥメールは、会員企業や関係機関の皆様への情報提供を目的に定期
 的に発信しておりますが、ぜひＮＡＺＥメールで「取り上げてほしい！」
 「ご紹介したい！」という内容があれば、お気軽に事務局までお寄せくだ
 さい！どんどん新しい情報を発信して行きましょう！

 【ご連絡先】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！
--------------------------------------------------------------------
  ■【長岡技術科学大学】 宇宙実験向け機器 ＪＡＸＡと開発
        〔平成２７年 ４月２５日（土） 日経新聞：３５面〕

  ■【㈱北越銀行、㈱大光銀行、㈱第四銀行】 女性活用企業に融資
    〔平成２７年 ４月２７日（月） 産経新聞：１７面〕
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  ■【㈱サカタ製作所】【㈱大光銀行】【㈱第四銀行】【長岡造形大学】
   【㈱北越銀行】【㈱ＢＳＮアイネット】
     新潟に根付き、明日へ伸びる リーダーの言葉
    〔平成２７年 ４月２９日（水） 新潟日報：LEADERS倶楽部特集〕

  ■【㈱北越銀行】 Ｍ＆Ａ支援業務 商工中金と協力
    〔平成２７年 ５月 １日（金） 日経新聞：２７面〕
 
  ■【長岡信用金庫】 ５月のしんきん相談室
    〔平成２７年 ５月 ２日（土） 長岡新聞：３面〕

--------------------------------------------------------------------
04.支援機関等からの情報提供    
  (1)長岡市・長岡商工会議所からのお知らせ！
  ①長岡ものづくりネットワーク主催
    ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｸｽｶｯｼｮﾝ「展示会出展の魅力・メリットとは！」ご案内    
--------------------------------------------------------------------
・展示会出展は、販路の開拓や新たなビジネスチャンスの創出に有効な手段
 であると言われていますが、その一方「費用負担が大きい」「成果がはっ
 きりしない」「人員が不足している」といった理由により、消極的な企業
 が多いことが実情です。
 長岡ものづくりネットワークとＮＡＺEでは、パネルディスカッションを
 開催し、展示会出展経験のある長岡地域の企業の皆さんから出展の魅力や
 メリットを語っていただきます。

 【日  時】平成２７年 ５月２０日（水） 17:30～18:45
 【会  場】長岡グランドホテル ４階 蒼柴の間
  【テ ー マ】地域企業が語る展示会出展の魅力・メリットとは
             ～販路開拓に向けた効果的な情報発信～

  【詳   細】http://www.nagaokacci.or.jp/topics/detail/cd/550/
 【申 込 先】長岡商工会議所 営業サービス課
        TEL：32-4500、FAX：34-4500、
        E-mail：kougyou@nagaokacci.or.jp

--------------------------------------------------------------------
 (2)(公財)にいがた産業創造機構(NICO)からのお知らせ！    
  ①長岡モノづくりアカデミー
      （「基礎コース」、「専門コース」）の申込期限せまる！ 
--------------------------------------------------------------------
・ＮＩＣＯでは、長岡モノづくりアカデミーの「基礎コース」および「専門
 コース」の受講者を募集しています。
 申込期限がせまっておりますので、お早めにお申し込みください。

 ≪(1)長岡モノづくりアカデミー「基礎コース」の受講者募集≫

  【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】県内の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）
  【申込期限】平成２７年 ５月２９日（金）まで

 ≪(2)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
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  【対 象 者】県内の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）
  【申込期限】平成２７年５月２０日（水）まで

  【詳  細】本事業のホームページをご覧ください。
        http://www.n-phoenix.jp/

  【問合せ先】(公財)にいがた産業創造機構 ＮＩＣＯテクノプラザ
         TEL：0258-46-9711、FAX：0258-46-4106
         E-Mail：tekuno@nico.or.jp
--------------------------------------------------------------------
  ②平成27年度 UIJターンによる小規模事業者等の
                           事業承継支援事業（助成金）の募集について
--------------------------------------------------------------------
・NICOでは、継者不足でお困りの小規模事業者等の皆さまの、UIJターンに
 よる事業承継（県外人材の外部招へいによる事業承継）に向けた取組
 （「求人活動」、「雇用・OJT」）を支援します。

 【対  象】新潟県内の小規模事業者等のうち、新たに１名を事業後継者
       候補として正規雇用し、企業内教育訓練（ＯＪＴ）を実施し
       ようとする事業者。
 【対象事業】首都圏等からのUIJターンによる事業承継（県外人材の外部
       招へいによる事業承継）に向けた取組であって、事業後継者
       候補の「求人活動」及び「雇用・OJT」にかかる事業。
 【助 成 率】■求人活動費：10／10以内（100万円）
       ■人  件  費：1／2以内（250万円）
  【申込期限】平成２７年１２月２８日（月）まで
 【詳  細】http://www2.nico.or.jp/service/h27-syoukibo-syoukei/ 

--------------------------------------------------------------------
  ③NICO現場力強化セミナー（第50回NICOクラブセミナー）
            ディズニーランドの「おもてなし」の仕組み
        ～すべてはゲストのハピネスのために～ のご案内
--------------------------------------------------------------------
・NICOでは、元東京ディズニーリゾート運営部長 安孫子 薫 氏を講師とし
 てお迎えして、セミナーを開催します。ディズニーには、ディズニーの
 ミッション「ゲストにハピネスを提供する」を実現するために、一貫した
 ”ディズニーフィロソフィー”と呼ばれるパーク運営の考えがあります。
 セミナーでは、開業時からパーク運営を担ってきた講師から、”ディズニ
 ー流おもてなしの本質”を経験談を交えてお話いただきます。
  多くの皆さまのご参加をお待ちしております。

 【日  時】平成２７年 ６月 ３日（水）14:00～15:45
 【会  場】新潟県立図書館（新潟市中央区女池南3丁目1番2号）
 【テ ー マ】ディズニーランドの「おもてなし」の仕組み
         ～すべてはゲストのハピネスのために～
 【講  師】元東京ディズニーリゾート運営部長 安孫子 薫 氏
 【参 加 費】１名につき3,000円（※NICOクラブ会員は無料）
 【定  員】120名（先着順） ※1社3名まで 
 【詳  細】http://www2.nico.or.jp/service/2123/
 【申 込 先】(公財)にいがた産業創造機構 企画チームへ参加申込書に
              必要事項をご記入の上、mail-club又はＦＡＸしてください。

--------------------------------------------------------------------
 (3)新潟県工業技術総合研究所からのお知らせ！
  ①平成27年度 新潟県工業技術総合研究所 研究成果発表会のご案内
--------------------------------------------------------------------
・新潟県工業技術総合研究所では、昨年度実施した研究開発や新分野調査結
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 果等の事例を広くご紹介いたします。
 また、特別講演では、政策研究大学院大学名誉教授の橋本久義氏をお迎え
 し、日本のものづくりの未来や「橋渡し」の重要性、今後どう生き残るか
 についての対応策などについて、お話しいただく予定としております。
 多くの皆様のご参加をお待ちしております。

 【日  時】平成27年6月16日（火） 9:20 ～ 16:50
 【会  場】新潟県工業技術総合研究所 （新潟市中央区鐙西1-11-1）
 【参 加 費】無 料
 【内  容】(1)研究開発事業の成果発表
       (2)新技術・新分野に関する調査研究報告
       (3)平成26年度新規導入機器、海外展開支援事業などの
         ポスターセッション
              (4)特別講演
                  テーマ：「未来に向けて中小企業の生き残り術」
                  講 師：政策研究大学院大学 名誉教授 橋本 久義 氏

 【詳  細】工業技術総合研究所の次のホームページをご覧ください。
       http://www.iri.pref.niigata.jp/seminar297.html

--------------------------------------------------------------------
 (4)長岡技術科学大学からのお知らせ！
  ①「ロボットにふれて、未来を語ろう」をアオーレ長岡で開催！
--------------------------------------------------------------------
・中学生、高校生、高専生、大学生、その保護者を主な対象に、自分の生活
 に役立つロボットを自分の目で見て実際に触れ、身近に感じてもらい、ま
 たロボット開発者や様々な技術開発に携わる技大研究者と自由に語り合う
 ことを通じ、工学分野の興味を喚起することを目的に開催。
 長岡技術科学大学のロボコン活躍の紹介、長岡工業高等専門学校のロボコ
 ン出場ロボット展示とデモ、体験操縦や日立製作所の人型ロボット「エミ
 ュー２」の展示、デモも行います。
 多くの皆さまのご来場をお待ちしております。

 【日  時】平成２７年 ５月３０日（土）13:00～16:30
 【会  場】アオーレ長岡 3F 市民協働ルーム、ナカドマ 他
 【詳  細】http://www.nagaokaut.ac.jp/j/news/150501.html

--------------------------------------------------------------------
 (5)長岡造形大学からのお知らせ！
  ①JIA環境建築賞を受賞！
--------------------------------------------------------------------
・長岡造形大学の展示館MaRouの杜が、第１５回JIA環境建築賞優秀賞（一般
 建築部門）を受賞しました。
 設計者である 山下秀之 教授、江尻憲泰 教授と、建築主である長岡造形
  大学がそれぞれ受賞しました。

 【詳  細】http://www.nagaoka-id.ac.jp/news/2015/05/01/334/

--------------------------------------------------------------------
 (6)長岡大学からのお知らせ！
  ①まちなかキャンパス長岡で長岡大学のパネル展示をしています。
--------------------------------------------------------------------
・まちなかキャンパス長岡（４階）ＰＲコーナーで大学の取り組みや学生の
 活動を紹介しています。長岡大学のある悠久山・東山地域の方々と一緒に
 作成した「マップ」や鯉江ゼミナールが作成した新潟県内の「まちの駅」
 パネルなどを展示しています。
 （展示は５月５日から６月末までの２か月間）
 皆様のお越しをお待ちしています。
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 【詳  細】http://www.nagaokauniv.ac.jp/news_topics/news150505/

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