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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（2015.06.03 №476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」参加企業募集中！】
   【(3)「５Ｓの基礎と進め方 公開講座」受講者募集中！】
      【(4)会員限定！「M-Tech見学バスツアー」まだ間に合う！】
   【(5)ＮＡＺＥメールでご紹介したい内容を募集中！】
   【(6)ＮＡＺＥプチ活動報告！】
  
  03：ＮＡＺＥ会員＆支援機関：新聞掲載情報！
   【㈱サカタ製作所】
   【長岡技術科学大学】
   【長岡技術科学大学】
   【長 岡 市】
   【㈱丸栄機械製作所】
      【長岡信用金庫】
   【長岡市・長岡商工会議所】

 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)長岡市からのお知らせ！】
   【(3)長岡造形大学からのお知らせ！】
   【(4)新潟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
--------------------------------------------------------------------
・先週はＮＡＺＥの「第1回総会」に、会員並びに関係機関の多くの皆様から
 ご出席いただきまして、誠にありがとうございました。
  事務局といたしましても、無事に議案が承認され、取りあえず一安心とい
 ったところですが、６月は様々な事業が本格的にスタートしますので、
 事務局一同、一段と気合を入れて事業を推進してまいります！ 
 
--------------------------------------------------------------------
02.ＮＡＺＥからのお知らせ
  (1)大好評「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。
 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
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 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)まだ間に合う！「ものづくり現場改善支援事業」参加企業募集中！
--------------------------------------------------------------------
・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！」とお考えの企業は、
 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   

--------------------------------------------------------------------
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  (3)５Ｓ活動推進事業「５Ｓの基礎と進め方 公開講座」受講者募集中！
--------------------------------------------------------------------
・本講座では、製造現場の若手従業員等を対象に、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

 【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)格安！！ 会員限定「M-Tech見学バスツアー」まだ間に合う！
--------------------------------------------------------------------
・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。締切りまで、後わずかですが、まだ参加可能です！
 社員研修や今後のご参考として、ぜひ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）
       ※新幹線片道分よりお安くなっております！

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

--------------------------------------------------------------------
  (6)ＮＡＺＥプチ活動報告！
--------------------------------------------------------------------

 ①「第１回 総会」を開催
  
  ・５月２８日（木）、ホテルニューオータニ長岡にて、平成２７年度
   第１回総会を開催。当日は、会員並びに関係機関等、約８０名を超え
   る皆様からご出席いただきました。
   第２部では、中小企業基盤整備機構の樋口課長様から、「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、とてもために
   なる情報をご提供いただきました。 

 ②「第１回 ＮＥＸＴ道場」を開催
  
  ・５/２６(火)、長岡商工会議所にて、次代を担う後継者の資質磨き、
   経営スキルを学ぶ、大好評の「ＮＥＸＴ道場」を開催。
   第１０期目となる今年度は塾生８社１０名でスタート。第１回目の
   今回は、桑原塾長から『経営の本質』や『経営者の役割』について
   熱くご講演いただきました。

 ③「にいがたナノ基盤技術実践会 総会・第１回講演会」を開催

  ・ＮＡＺＥが事務局となり、産学官交流を通じた新潟県内のナノテク
   研究開発の促進、開発製品の市場化へ向けた支援を行なっている
   「にいがたナノ基盤技術実践会」の平成２７年度「総会」と第１回
   講演会を開催。講演会では、長岡技術科学大学と豊橋技術科学大学
   の２名の先生から、ナノテクノロジーを活用した最先端技術について
   ご講演いただきました。 
 
--------------------------------------------------------------------
03.ＮＡＺＥ会員＆支援機関：新聞掲載情報！
--------------------------------------------------------------------
 ■【㈱サカタ製作所】 県経済振興賞４社を表彰
   〔平成２７年 ５月２７日（水） 新潟日報： ６面〕

 ■【長岡技術科学大学】 ＬＥＤ製造 低コスト 
      〔平成２７年 ５月２７日（水） 日経新聞：３５面〕

 ■【長岡技術科学大学】 長岡産ロボット体感
   〔平成２７年 ５月２８日（木） 新潟日報：１４面〕

 ■【長 岡 市】 中心部再生への投資促進
   〔平成２７年 ５月３０日（土） 新潟日報： ４面〕

 ■【㈱丸栄機械製作所】長岡の企業 遊休工場を開放
   〔平成２７年 ５月３１日（日） 毎日新聞：２４面〕

 ■【長岡信用金庫】 詐欺被害 水際で防ぐ
   〔平成２７年 ６月  ２日（火） 新潟日報：１６面〕

 ■【長岡市・長岡商工会議所】2015年1～3月期「長岡市の景況」まとまる
   〔平成２７年 ６月 ２日（火） 長岡新聞： ２面〕
 



file:///E¦/01_NAZE全体/NAZEメール/27年度/ネットマガジンＮＡＺＥ476－20150603.txt[2015/06/23 16:30:26]

--------------------------------------------------------------------
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平成２７年度「ＮＩＣＯカフェ」（６月）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、県内各地で企業さんからの
 相談をお受けする「ＮＩＣＯカフェ」を開催中です。
 ６月の開催日程は、下記の詳細をご覧ください。

 【詳  細】http://www2.nico.or.jp/oshirase/2625/

--------------------------------------------------------------------
  ②平成２７年度「広報相談会」（６～７月）のご案内
--------------------------------------------------------------------
・ＮＩＣＯでは、県内企業の情報発信力強化を支援するために、ＮＩＣＯア
 ドバイザーによる相談会を開催します。
 中小企業の経営者・営業・広報担当者など、特に社外に向けてのコミュニ
 ケーションが必要な仕事をされている方、自社商品・サービスなどの広報
 活動を実際行われている方からのご相談をお待ちしています。

 【詳  細】http://www2.nico.or.jp/service/2615/

--------------------------------------------------------------------
 (2)長岡市からのお知らせ！
  ①まだ間に合う！「産学金連携研究開発補助金」募集中！
--------------------------------------------------------------------
・市内中小企業の競争力を高めるため、市内中小企業が学術機関と連携し、
 金融機関から融資を受けて行う、付加価値の高い新製品開発を支援します。

 【対 象 者】市内に事業所を有し、製造業に該当する中小企業者
        ※学術機関と連携し、金融機関からの融資を受け、
        開発に取り組むこと。

 【対象事業】次に掲げるテーマ型かシーズ型の、いずれかに該当する付加
       価値の高い新製品開発の事業のうち、2箇年度以内での製品化
       に取り組むもの。

  ①テーマ型：健康・医療・福祉分野、航空・宇宙分野、ロボット分野、
        防災分野などに該当する事業 

  ②シーズ型：学術機関の持つ研究シーズ等を基に実施される事業

 【補 助 率】補助対象経費の３分の２以内
       （※最低額500万円、最高限度額1,000万円） 

 【募集締切】６月３０日（火）まで
 
 【詳  細】http://www.city.nagaoka.niigata.jp/sangyou/cate03/hojyokin/h27-sangakukin.html

--------------------------------------------------------------------
 (3)長岡造形大学からのお知らせ！
  ①Collection of Colors （コレカラ）作品出品者募集！
--------------------------------------------------------------------
・長岡造形大学大学祭での展示企画、「Collection of Colors (コレカラ)」
 への作品出品者（一般参加）を募集します。
 「Collection of Colors（コレカラ）」は、大学祭内で開催する自由作品展
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 です。 今年はテーマとして「極彩色」、「指定なし」の2部門を用意。
  大学祭で作品を展示してみたい方、興味を持っていただけた方など、たく
 さんの皆様からのご応募をお待ちしています。

 【詳  細】http://www.nagaoka-id.ac.jp/news/2015/06/01/364/

--------------------------------------------------------------------
 (4)新潟大学からのお知らせ！
  ①新潟大学産学地域連携推進センター第９５回分野別セミナー
   「サムスンの成長と人材育成・組織管理 その２」開催のご案内！
--------------------------------------------------------------------
・新潟大学「産学地域連携推進センター」では、第95回分野別セミナーを
 開催いたします。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７月１日（水）１５：３０～１７：００
 【会  場】新潟大学 駅南キャンパス「ときめいと」講義室A
 【講  師】亜細亜大学校経営学部 特任教授、
       サムスン経済研究所諮問役（顧問） Chang Sang-Soo 氏

 【詳  細】http://www.ircp.niigata-u.ac.jp/1431

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

◇ ６月  ３日（水） 13：30～   M-Tech出展社説明会② テクノプラザ
◇ ６月  ９日（火） 18：00～  ＮＥＸＴ道場②    テクノプラザ
◇ ６月１０日（水） 18：00～  ５Ｓ公開講座     テクノプラザ
◇ ６月１８日（木） 17：30～  技 術 部 会 ③    長岡商工会議所
◇ ６月２２日（月） 17：30～  交 流 部 会 ③    テクノプラザ
◇ ６月２３日（火） 18：00～  ＮＥＸＴ道場③    テクノプラザ
◇ ６月２４日（水）      機械要素技術展M-Tech  東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ    
   ～２６日（金） 

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
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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