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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（2015.05.20 №474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)会員限定！「M-Tech見学バスツアー」まだまにあいます！】
   【(2)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 市】
   【長岡技術科学大学】
   【㈱アルモ】
      【新潟県電子機械工業会】
   【長岡技術科学大学・長岡造形大学】

 04：会員・支援機関等からの情報提供  
      【(1)(公財)にいがた産業創造機構からのお知らせ！】
      【(2)新潟県工業技術総合研究所からのお知らせ！】
      【(3)長岡商工会議所からのお知らせ！】
      【(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！】
   【(7)新潟工科大学からのお知らせ！】
   【(8)日本貿易振興機構 新潟貿易情報センターからのお知らせ!】
   【(9)㈱大光銀行からのお知らせ！】
   
 
 05：ＮＡＺＥ：今後の主な行事・会議予定

--------------------------------------------------------------------
01.ＮＡＺＥコラム
--------------------------------------------------------------------
・何かと暑い日が続いていますが、皆様の体調はいかがでしょうか？
 私(Ｗ)は暑がりなので、日々流れる汗と戦っております。
 来週はついに、ＮＡＺＥの平成２７年度 第１回総会が開催されますので、
 事務局としては、手落ちの無いよう、しっかりと準備を進めてまいりたい
 と思います。
 余談ですが、今、新潟県内の海岸では中型のアジとイナダが釣れてます。
 メルマガを読まれている方で、釣りを趣味にされている方がおられれば、
 ぜひご一緒させてください。
 
--------------------------------------------------------------------
02.ＮＡＺＥからのお知らせ
  (1)会員限定！「M-Tech見学バスツアー」まだまにあいます！
--------------------------------------------------------------------
・機械要素・加工技術を集めた日本最大級の展示会M-Techに、「長岡モノづ
 くりゾーン」として出展することに伴い、今年も『M-Tech見学ツアー』
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 を開催します。
 まだまだ申し込めますので、社員研修や今後の展示会等へのご出展の参考
 として、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   

--------------------------------------------------------------------
  (2)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いきましょう！

 【ご連絡先】ＮＡＺＥ事務局
        TEL:0258-42-8700、FAX:0258-42-8701、
        E-mail:info@naze.biz   

--------------------------------------------------------------------
03.ＮＡＺＥ会員＆支援機関：新聞掲載情報！
--------------------------------------------------------------------
  ■【長 岡 市】健康増進 持続性狙う 県内自治体、外部と連携
    〔平成２７年 ５月１３日（水） 日経新聞：３５面〕

  ■【長岡技術科学大学】インドと連携強化 
        〔平成２７年 ５月１４日（木） 新潟日報：１４面〕

  ■【㈱アルモ】金型で鋳造 高精度実現
    〔平成２７年 ５月１９日（火） 日刊工業：２９面〕
  
  ■【新潟県電子機械工業会】企業を支援して 地域活性化をめざす
    〔平成２７年 ５月１９日（火） 長岡新聞： １面〕
 
  ■【長岡技術科学大学・長岡造形大学】大学発ノウハウを地域発展に
    〔平成２７年 ５月１９日（火） 長岡新聞： ３面〕

--------------------------------------------------------------------
04.支援機関等からの情報提供    
  (1)(公財)にいがた産業創造機構(NICO)からのお知らせ！    
  ①最新IT技術動向セミナー「Android Project Araとものづくりの未来」
   －新しい生産のスタイルと地方の可能性を考える－ のご案内
--------------------------------------------------------------------
・昨今はIndustrie4.0、Cyber Physical Systems、FirstBuildといったITを
 活用した近未来の生産スタイルが注目されており、Android Project Ara
 もその一つとして数えられています。
 本セミナーでは、Android Project Araの取り組みを中心として、世界的
 に生産スタイルの変革が進む中で、県内のソフトウェア業界や電子デバイ
 ス業界が果たしうる役割について考えてみます。
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 【日  時】平成２７年５月２９日(金) 13:30～15:30
 【会  場】NICOプラザ会議室（新潟市中央区万代島5-1万代島ビル11F）
 【対 象 者】新潟県内のソフトウェア業・電子デバイス製造業の経営者層
             ・経営企画部門、ITコーディネータ他
  【講  師】丸山 不二夫 氏 NPO法人 日本Androidの会 名誉会長

 【詳  細】http://www2.nico.or.jp/service/2139/

--------------------------------------------------------------------
  ②ＮＩＣＯカフェ(事業説明会･個別相談会)/よろず支援拠点個別相談会
   長岡会場のご案内
--------------------------------------------------------------------
・ＮＩＣＯでは、創業や新技術･新商品開発、新分野進出、経営革新、販路
 開拓など、新たな取組に挑戦する県内中小企業を応援しています。
 より気軽にＮＩＣＯをご利用いただけるよう、県内各地で企業の皆様から
 のご相談をお受けする「ＮＩＣＯカフェ」開催中です。
 長岡会場では、ＮＩＣＯカフェ事業説明会･個別相談会、よろず支援拠点
 個別相談会を実施いたします。ご参加をお待ちしております。

 【日  時】平成２７年６月４日（木） 13:30～16:30
 【会  場】ＮＩＣＯテクノプラザ ２階 会議室（長岡市新産4-1-9）
 【内  容】(1)事業説明会
         ①ＮＩＣＯ事業･よろず支援拠点概要説明
         ②「設備貸与」事業説明
         ③産業高付加価値化設備投資緊急促進事業」事業説明
         ④中小企業外国出願支援事業補助金」事業説明
       (2)ＮＩＣＯカフェ個別相談会／よろず支援拠点個別相談会
 【参 加 費】無 料
 【申込締切】６月１日（月）まで

 【申込/お問合せ】(公財)にいがた産業創造機構 テクノプラザ
          TEL：0258-46-9711、FAX：0258-46-4106
          E-mail：t-yamada@nico.or.jp

--------------------------------------------------------------------
 (2)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
 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。
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       http://www.iri.pref.niigata.jp/seminar297.html

--------------------------------------------------------------------
 (3)長岡商工会議所からのお知らせ！
  ①プレゼン、商談、会議で役立つ！「ビジネスコミュニケーション研修」
   ～ビジネスを成功に導く話し方～ 開催のご案内
--------------------------------------------------------------------
・本研修では、営業・販売サービス担当の方を対象に、社内外で上手に伝え
 る「話し方」から、聞きたい情報を得るための「質問力」を磨くポイント
 など、演習を交えながら実践的に学びます。
  プレゼンや商談、会議などの場面で効果的な「話し方」のスキルや、仕事
 を円滑に進めて成果を伸ばすためのビジネスコミュニケーション力を磨き
 ﾋﾞｼﾞﾈｽﾊﾟｰｿﾝとしてのスキルアップを目指すことを目的に開催します。

 【日  時】平成２７年６月２３日（火） 10：00～16：00
  【会    場】ハイブ長岡 ２F AB会議室（長岡市千秋3丁目315-11）
  【受 講 料】長岡商工会議所
        会員企業 1名5,000円／非会員企業 1名10,000円 
  【講    師】WACHIKA 代表 フリーアナウンサー 阿隅 和美 氏

  【申 込 先】お電話、ＦＡＸ、E-mailにてお申し込みください。
       長岡商工会議所 経営支援係
                MAIL：keiei@nagaokacci.or.jp
                TEL：0258-32-4500／FAX：0258-34-4500

 【詳  細】http://www.nagaokacci.or.jp/topics/detail/cd/555/

--------------------------------------------------------------------
 (4)長岡技術科学大学からのお知らせ！
  ①第９回ヌエボレオン州日本語スピーチコンテストで長岡技術科学大学
   ツイニング・プログラムの学生が優勝！
--------------------------------------------------------------------
・平成２７年４月２５日（土）、メキシコ・ヌエボレオン州において、第９
 回ヌエボレオン州日墨友好日本語スピーチコンテストの本選が行われ、長
 岡技術科学大学とメキシコ・ヌエボレオン大学及びモンテレイ大学とのツ
 イニング・プログラムの学生合計７名が出場しました。 

 【詳  細】http://www.nagaokaut.ac.jp/j/news/150512.html

--------------------------------------------------------------------
 (5)長岡造形大学からのお知らせ！
  ①第17回新潟県内大学卒業設計コンクール2015
                金賞・銀賞・銅賞・特別賞受賞！
--------------------------------------------------------------------
・第17回新潟県内大学卒業設計コンクール2015で、長岡造形大学の卒業生が
 金賞、銀賞、銅賞、特別賞を受賞しました。
 同大学からは昨年度卒業した4名が出展し見事全員が受賞となり、ゲスト
 審査員賞（原田賞）以外の賞を独占しました。
 金賞を受賞した佐藤圭真さんの作品は、全国学生卒業設計コンクールに
 出展されます

 【詳  細】http://www.nagaoka-id.ac.jp/news/2015/05/12/343/

--------------------------------------------------------------------
 (6)長岡大学からのお知らせ！
  ①長岡大学市民公開講座
    『高齢者のためのスマホ・タブレット入門』のご案内
--------------------------------------------------------------------
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・スマートフォンやタブレットＰＣといわれる新しい情報端末は、通話や
 電子メールだけでなく、動画や映画の鑑賞、写真撮影、ＳＮＳやブログを
 使ったコミュニケーション等ができる便利な機器です。しかし容易にイン
 ターネットを利用でき高機能であるために、使い方を間違えると犯罪に
 巻き込まれる等の危険性も高く、利用には正しい知識が必要です。
 この講座では、スマートフォンやタブレットＰＣを安全に楽しく利用する
 ための基礎知識を学びます。

 【日  時】平成２７年
        ①第１回：６月 １日(月) 18：30～20：00
        ②第２回：６月 ８日(月） 18：30～20：00
        ③第３回：６月１５日(月) 18：30～20：00
        ④第４回：６月２２日(月) 18：30～20：00
        ⑤第５回：６月２９日(月) 18：30～20：00

  【会  場】まちなかキャンパス長岡
 【受 講 料】５，０００円（全５回） 
 【詳  細】http://www.nagaokauniv.ac.jp/coc_project/news150430/

--------------------------------------------------------------------
 (7)新潟工科大学からのお知らせ！
  ①第20回工科大祭のご案内
-------------------------------------------------------------------- 
・今年は、「きただにひろしさん」と「佐咲紗花さん」によるスペシャルラ
 イブのほか、様々なイベントを準備しています。ぜひお越しください！

 【日  時】平成２７年６月２０日（土）10：00～16：00
 【会  場】新潟工科大学 キャンパス内
 【詳  細】http://www.niit.ac.jp/koukadaisai/

--------------------------------------------------------------------
 (8)日本貿易振興機構(ｼﾞｪﾄﾛ) 新潟貿易情報センターからのお知らせ!
  ①「安全保障貿易管理説明会」開催のご案内
--------------------------------------------------------------------
・本説明会は、安全保障貿易管理の重要性や自主的な輸出管理体制整備の
 ポイント等について幅広くご理解を得ていただけるよう、基礎的・基本的
 な重要事項を中心とした初心者向けの内容としております。
 輸出関連業務に携わる企業等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４日（木） １４：００～１６：３０
 【会  場】まちなかキャンパス長岡 ５階 交流ルーム
 【参 加 費】無料
 【定  員】５０名（先着順）
 【テ ― マ】①安全保障貿易管理について
       ②法令遵守のポイント
 【詳    細】http://www.jetro.go.jp/events/nig/5eb5248965cd4566.html

--------------------------------------------------------------------
 (9)㈱大光銀行からのお知らせ！
  ①地方創生「たいこうビジネスプランコンテスト２０１５」
   の応募受付を開始します！
--------------------------------------------------------------------
・㈱大光銀行は、政府が推進する「まち・ひと・しごと創生」（地方創生）
 の実現に向け、地域に潜在する革新的・創造的プランを表彰する『地方創
 生「たいこうビジネスプランコンテスト２０１５」』の応募受付を開始し
 ます。 

 【詳  細】http://www.taikobank.jp/news_release/detail.php?sn=438
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-------------------------------------------------------------------- 
04.ＮＡＺＥ：今後の主な行事・会議予定       

◇ ５月２２日（金）11:30 理 事 会① ＮＩＣＯテクノプラザ
◇ ５月２６日（火）17:30 NEXT道場① 長岡商工会議所
◇ 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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