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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（2015.05.27 №475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)「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」受講者募集中！】
      【(2)「ものづくり現場改善支援事業」参加企業募集！】
   【(3)５Ｓ活動推進事業「５Ｓの基礎と進め方 公開講座」のご案内】
      【(4)会員限定！「M-Tech見学バスツアー」締切りせまる！】
   【(5)ＮＡＺＥメールでご紹介したい内容を募集しております！】
   【(6)ＮＡＺＥプチ活動報告！（ＮＥＷ）】
  
  03：ＮＡＺＥ会員＆支援機関：新聞掲載情報！
   【長岡ものづくりネットワーク・ＮＡＺＥ】
   【長岡技術科学大学】
   【ＮＡＺＥ】
   【長 岡 市】
      【ユニオンツール㈱】

 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)長岡商工会議所からのお知らせ！】
      【(3)長岡技術科学大学からのお知らせ！】
   【(4)長岡造形大学からのお知らせ！】
   【(5)長岡工業高等専門学校からのお知らせ！】 
 
 05：ＮＡＺＥ：今後の主な行事・会議予定

--------------------------------------------------------------------
01.ＮＡＺＥコラム
--------------------------------------------------------------------
・今週はついに！ＮＡＺＥの平成２７年度 第１回総会が開催されます。
 今回は情報提供として、中小企業基盤整備機構から「新たな顧客支援につ
 いて･･･自社の得意技を伝える･･･」と題して特別にご講演いただきます。
 皆様！こうご期待です！！
 また、来週から６月になりますが、６月は第19回機械要素技術展M-Techを
 はじめ、様々な事業が本格的にスタートしますので、しっかり準備を進め
 て行きたいと思います。
 
--------------------------------------------------------------------
02.ＮＡＺＥからのお知らせ
  (1)「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」受講者募集中！
--------------------------------------------------------------------
・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、『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。
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 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！
   
 【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）まで

 【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)「ものづくり現場改善支援事業」参加企業募集！
--------------------------------------------------------------------
・ＮＡＺＥでは、改善活動の専門家「ものづくりインストラクター」の派遣
 により、会員及び市内企業の現場改善活動を支援します。
 現場改善活動に「取り組みたい！」「促進させたい！」とお考えの方は、
 ぜひお申込みください！

 【内  容】「ものづくりインストラクター」を1名派遣し、インストラク
       ターと企業担当者で一緒に改善活動に取り組みます。

 【日  時】平成２７年 ８月～１２月の５ヵ月間
       ※インストラクターの訪問時間は、9:00～16:30

 【募集企業】ＮＡＺＥ会員企業及び長岡市内企業
 【募 集 数】２～３社
 【負 担 金】100,000円（NAZE会員は50,000円）
 【支援決定】ものづくりインストラクター及び事務局で協議･決定します。
 【決定結果】７月中旬迄に決定します。
  【詳  細】http://www.naze.biz/hotnews/3724/
 【申込締切】６月１９日（金）まで
 【申 込 先】ＮＡＺＥ事務局
        TEL:42-8700、FAX:42-8701、E-mail:info@naze.biz   

--------------------------------------------------------------------
  (3)５Ｓ活動推進事業「５Ｓの基礎と進め方 公開講座」のご案内
--------------------------------------------------------------------
・５Ｓ活動は定期的な清掃などに終始しがちですが、本講座では、製造現場
 の若手従業員を対象に、５Ｓについての基本を学んでいただきます。
 基本的な改善活動に取り組んでいただくことで、５Ｓ定着への基礎とし、
 企業の業績向上へお役立ていただきたいと思います。
 多くのご参加をお待ちしております！

 【日  時】平成２７年６月１０日（水） １８:００～２０:００
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 【会  場】ＮＩＣＯテクノプラザ ２階 Ａ会議室
 【テ ー マ】「５Ｓの基礎と進め方」
 【講  師】ＮＡＺＥコーディネーター
 【受 講 料】ＮＡＺＥ会員無料 、ＮＡＺＥ非会員1,000円／人
 【詳  細】http://www.naze.biz/hotnews/3728/
 【申込締切】６月５日（金）まで
 【申 込 先】ＮＡＺＥ事務局
        TEL:42-8700、FAX:42-8701、E-mail:info@naze.biz   
 
--------------------------------------------------------------------
     (4)会員限定！「M-Tech見学バスツアー」締切りせまる！
--------------------------------------------------------------------
・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』
 を開催します。（※新幹線片道分よりお安くなってます。）
 締切りが近づいていますので、社員研修や今後の展示会等へのご出展の
 参考としてご検討されている方は、お早めにお申し込みください！
 
 【日  時】平成２７年 ６月２４日（水）
        ※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。
 【詳  細】http://www.naze.biz/hotnews/3700/
 【申込締切】６月１０日（水）まで
 【申 込 先】ＮＡＺＥ事務局
        TEL:42-8700、FAX:42-8701、E-mail:info@naze.biz  

 --------------------------------------------------------------------
  (5)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   

--------------------------------------------------------------------
  (6)ＮＡＺＥプチ活動報告！（ＮＥＷ）
--------------------------------------------------------------------
・総会や全体会議、機関紙等でもご報告しておりますが、今後はＮＡＺＥプ
 チ活動報告として、ＮＡＺＥの活動をタイムリーに発信してまいります。

 ①パネルディスカッション「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～」を開催。
  
  ・５/２０(水)、長岡グランドホテルを会場に、長岡ものづくりネット
   ワークとＮＡＺＥで共同で開催。ＮＡＺＥ広報部会の柴木部会長を
   コーディネーターに、展示会へ出展され、成果を上げられている地元
   企業の方々から、その魅力やメリットについて、熱く語っていただき
   ました。
 

 ②長岡大学 村山ゼミの学生がＮＡＺＥを訪問
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  ・５/１９(火）、長岡大学の村山ゼミの学生１３名がＮＡＺＥ事務局を
   訪問。ＮＡＺＥの活動やホームページの活用について、活発に意見交
   換しました。   
 
--------------------------------------------------------------------
03.ＮＡＺＥ会員＆支援機関：新聞掲載情報！
--------------------------------------------------------------------
 ■【長岡ものづくりネットワーク･ＮＡＺＥ】展示会出展の利点など討論
   〔平成２７年 ５月２０日（水） 日経新聞：３３面〕

 ■【長岡技術科学大学】ロボット親しむイベントを開催 
      〔平成２７年 ５月２０日（水） 日経新聞：３３面〕

 ■【ＮＡＺＥ】ＱＲコード入り会員紹介ガイド ＮＡＺＥ支援強化
   〔平成２７年 ５月２１日（木） 日経新聞：３５面〕

 ■【長 岡 市】長岡活性化 思い新たに 合併10年で記念式典
   〔平成２７年 ５月２５日（月） 新潟日報： ２面〕

 ■【ユニオンツール㈱】超硬合金･硬脆材向け ボールエンドリル拡充
      〔平成２７年 ５月２６日（火） 日刊工業： ７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！    
  ①ＮＩＣＯ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平成27年度：長岡モノづくりアカデミー「開発スキル向上コース」
  「３次元ＣＡＤ／ＣＡＥコース」の受講者募集について
--------------------------------------------------------------------
・長岡技術科学大学、長岡工業高等専門学校、新潟県工業技術総合研究所と
 連携し、県内の機械関連企業で働く技術者を対象とした『長岡モノづくり
 アカデミー』を開催し、本県企業のひと創り・モノ創りを応援しています。
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 このたび「開発スキル向上コース」および「３次元ＣＡＤ／ＣＡＥコース」
 の受講者を募集します。

 【詳  細】http://www2.nico.or.jp/service/2519/

--------------------------------------------------------------------
  ③平成27年度「起業チャレンジ奨励事業」を募集します。
--------------------------------------------------------------------
・ＮＩＣＯでは、新潟県内において幅広い創業の促進と雇用の創出を目的に、
 新規創業に必要な経費の一部を助成します。

 【詳  細】http://www2.nico.or.jp/service/1791/ 

--------------------------------------------------------------------
  ④平成27年度小規模企業者等設備貸与事業のご案内。
--------------------------------------------------------------------
・ＮＩＣＯでは、従来から実施していた設備貸与事業について、小規模企業
 者等にとって、より利用しやすい制度になるよう内容を見直しました。
 ぜひご利用ください。

 【詳  細】http://www2.nico.or.jp/service/1928/

--------------------------------------------------------------------
 (2)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/

--------------------------------------------------------------------
 (3)長岡技術科学大学からのお知らせ！
  ①「ＮＨＫ学生ロボコン2015 
    ～ＡＢＵアジア・太平洋ロボコン代表選考会～」への出場が決定
--------------------------------------------------------------------
・長岡技術科学大学のロボコンチーム「ロボコンプロジェクト」が、６月７
 日（日）に国立オリンピック記念青少年総合センターにおいて開催される
 「ＮＨＫ学生ロボコン2015～ABUアジア・太平洋ロボコン代表選考会～」
 に出場することが決定しました。

 【詳  細】http://www.nagaokaut.ac.jp/j/news/150522.html
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--------------------------------------------------------------------
 (4)長岡造形大学からのお知らせ！
  ①長岡造形大学×村上市観光協会共同制作BOOK「むムｍ」が発売。
--------------------------------------------------------------------
・長岡造形大学×村上市観光協会「村上広域観光ブランディング・デザイン
 研究会」による村上観光BOOK「むムｍ」が５月２１日（木）発売されまし
 た。「むムｍ」は村上市内各所だけでなく同大学の売店でも購入可能です。
 皆さまぜひ手に取ってみてください。

 【詳  細】http://www.nagaoka-id.ac.jp/news/2015/05/22/356/

--------------------------------------------------------------------
 (5)長岡工業高等専門学校からのお知らせ！
  ①モンゴル工業技術大学と学術交流協定及び学生交流に関する覚書を
   締結しました。
--------------------------------------------------------------------
・平成２７年５月１５日（金）、同校はモンゴル工業技術大学（IET）との
 間で学術交流協定及び学生交流覚書を締結しました。
 今後は両校の教員研究交流、学生相互派遣交流により、教育･研究の推進、
 学生交流の進展が期待されます。

 【詳  細】http://www.nagaoka-ct.ac.jp/info/29792.html

-------------------------------------------------------------------- 
04.ＮＡＺＥ：今後の主な行事・会議予定       

◇ 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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