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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（2015.06.24 №479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)「第19回機械要素技術展M-Tech」いよいよ始まります！】
   【(2)「ＮＡＺＥ ３部会合同納涼会」のご案内！】
   【(3)ＮＡＺＥメールでご紹介したい内容を募集中！】
   【(4)ＮＡＺＥプチ活動報告！】
  
  03：ＮＡＺＥ会員＆支援機関：新聞掲載情報！
   【マコ―㈱】
     【長岡技術科学大学】
   【長岡信用金庫】
    
 04：会員・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)長岡技術科学大学からのお知らせ！】
   【(4)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
--------------------------------------------------------------------
・梅雨に入り、雨がシトシト降る今日この頃ですが、長岡市内の「雪国植物
 園」や「越路ほたるの里」などでは、夜空を舞うホタルが見ごろになって
 います。
 機械要素技術展M-Techの直前ということもあり、何かとバタバタしており
 ますが、少し休憩ということで、長岡商工会議所の催しで「雪国植物園」
 にお邪魔させていただきました。幻想的に光るホタルは正に感動です！
 皆様もぜひご覧いただければと思います！

--------------------------------------------------------------------
02.ＮＡＺＥからのお知らせ
  (1)「第19回機械要素技術展M-Tech」いよいよ始まります！
--------------------------------------------------------------------
・ついに、明日から「第19回機械要素技術展M-Tech」が開催されます！只今
 東京ビッグサイトの展示会場では、ＮＡＺＥ山田事務局長と出展企業の皆
 様が、着々と『長岡モノづくりゾーン』の設営を進めています！
 ぜひ会場まで足をお運びください！！ 
 

 【日 時】平成２７年 ６月２４日(水)～２６日(金）の３日間

 【会 場】東京ビッグサイト(※長岡ものづくりゾーンは『東50-34』)
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 【長岡ものづくりゾーンの出展社！】（※50音順）

  ①㈱アルモ     
 
  ②㈱サンシン

  ③㈱鈴民精密工業所 (豪技2015認定企業)

  ④第四電設㈱ (豪技2015認定企業)
   
  ⑤中越鋳物工業協同組合 

  ⑥長岡スプリング㈱ 

  ⑦㈱長岡歯車製作所

  ⑧新潟県木型工業会

  ⑨㈱プレテック・エヌ

  ⑩㈱ヤマグチ機械

  事務局並びに出展社一同、会場で皆様のご来場をお待ちしております！

--------------------------------------------------------------------
  (2)「ＮＡＺＥ ３部会合同納涼会」のご案内！
--------------------------------------------------------------------
・大好評「ＮＡＺＥ ３部会合同納涼会」！皆様、既に日程の確保はしてい
 ただけましたでしょうか！？
 ＮＡＺＥの会員相互の交流を深め、熱い夏を乗り切りましょう！
 多数の皆様のご出席をお待ちしております！

 【開催日時】平成２７年８月２６日（水） 18：00～

 【会  場】かも川別館（住所:長岡市柏町2-8-25、TEL:0258-35-2341）
 
 ※後日、会員の皆様には、正式なご案内をいたします。

--------------------------------------------------------------------
  (3)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！

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

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

 ①「第2回ＮＥＸＴ道場」を開催！
  
  ・６月１５日(月)NICOテクノプラザ 交流サロンにて、「ＮＥＸＴ道場」
   を開催。今年度2回目となる今回は、桑原塾長から経営分析の「費用
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   と利益」についてご講義いただきました。

 ②「第3回技術部会・シーズプレゼンテーション」を開催！
  
  ・６月１８日(木)長岡商工会議所 ６階大会議室にて、今年度３回目の
   「技術部会」を開催。事務局から部会事業の進捗状況等について説明
   した後、新潟工科大学 機械制御システム工学科 山崎泰広教授から、
   同大学や連携企業等で研究されている「表面改質、複合･溶接、３Ｄ
   プリンティング」等の最先端技術についてご紹介いただきました。
 
--------------------------------------------------------------------
03.ＮＡＺＥ会員＆支援機関：新聞掲載情報！
--------------------------------------------------------------------
 ■【マコ―㈱】 表面処理装置 米で補修・営業支援
   〔平成２７年 ６月１９日（金）日刊工業： ５面〕

 ■【長岡技術科学大学】 微生物使い水を浄化 処理システム実証実験
   〔平成２７年 ６月２０日（土）日経新聞：３５面〕

 ■【長岡信用金庫】 社会福祉の振興に ４市へ物品贈呈
   〔平成２７年 ６月２０日（土）長岡新聞： ３面〕
 
--------------------------------------------------------------------
04.支援機関等からの情報提供    
  (1)長岡市からのお知らせ！
  ①「ものづくり起業者事業所賃料等補助金」募集期限延長！
--------------------------------------------------------------------
・市内で事業所を構え、事業を開始しようとする製造業の起業者に対し、事
 業所の賃料等の経費の一部を支援することで、将来の地域産業を担う起業
 者の事業拡大を促進を目指す「ものづくり起業者事業所賃料等補助金」の
 募集期限が延長されております。
 この機会にぜひご活用ください！
 
 【対 象 者】
     ・創業後10年以内
    （※NBIC、NARIC、NTICの入居者は創業10年経過後も可）
     ・長岡市に住所を有する常時勤務者が2人以上であること
    ・製造業又は情報サービス業に該当する事業を営む者

 【対象事業】製造業又は情報サービス業に係る事業のために用いる事業所
       の賃借及び事業所、設備の改装

 【補 助 率】
  ①賃借料：1年目2/3以内、2年目以降1/2以内(限度額月10万円)
 
  ②改装費：2/3以内（限度額100万円）

 【募集締切】平成２８年１月２９日（金）まで随時募集
       ※予算に達し次第終了
 
 【詳  細】http://www.city.nagaoka.niigata.jp/sangyou/cate03/hojyokin/h27-jigyosyo.html

--------------------------------------------------------------------
  ②「国際規格等認証取得支援補助金」募集期限延長！
--------------------------------------------------------------------
・中小企業の新分野進出や受注拡大を促進するため、中小企業者が行う国際
 規格等の認証取得に要する経費に対して補助金を交付する「国際規格等認
 証取得支援補助金」の募集期限が延長されています。



file:///E¦/01_NAZE全体/NAZEメール/27年度/ネットマガジンＮＡＺＥ479－20150624.txt[2015/06/23 16:31:15]

 この機会にぜひご活用ください！

 【対 象 者】長岡市内に事業所を有し、製造業に該当する中小企業者等
 
 【対象事業】ISO9001(品質)、ISO14001(環境)、ISO13485(医療機器)、
       ISO22000･FSSC22000(食品安全)、ISO/TS16949(自動車)、
       JIS Q 9100(航空宇宙)及びそれらに相当する認証規格の取得

 【補 助 率】補助対象経費の1/2以内（限度額50万円）
 
 【募集締切】平成２８年１月２９日（金）まで随時募集
       ※予算に達し次第終了

 【詳  細】http://www.city.nagaoka.niigata.jp/sangyou/cate03/hojyokin/h27-kokusaikikaku.html

--------------------------------------------------------------------
  ③企業の採用ＣＭ「40本」制作します！制作を希望する企業募集！
--------------------------------------------------------------------
・長岡市では、市内企業の採用力強化を目的に、企業の魅力をコンパクトに
 まとめた1分程度のCMを制作し、動画投稿サイト（YouTube）などを活用し
 て、学生やU・Iターン希望者に積極的に情報配信をしていきます。
  つきましては、動画制作を希望する市内企業を募集しますので、ぜひご検
 討ください。

 【募集期間】平成２７年６月２２日（月）～６月３０日（火）必着

 【募 集 数】４０社（選考あり）

 【製 作 費】無 料

 【問 合 せ】長岡市商工部商業振興課雇用促進係
        TEL：0258-39-2228  FAX：0258-36-7385
         E-Mail：syougyo@city.nagaoka.lg.jp

 【詳  細】http://www.city.nagaoka.niigata.jp/sangyou/cate08/saiyo-cm.html

--------------------------------------------------------------------
 (2)長岡商工会議所からのお知らせ！
  ①「販売実績を伸ばす営業力強化セミナー」参加者募集中！
--------------------------------------------------------------------
・市場の縮小や顧客ニーズの多様化により、従来からの営業アプローチだけ
 では売上が伸び悩む傾向が見られ、現状を正しく認識しながら自社の強み
 を活かし、売上を確実に伸ばしていくことが求められています。
  本セミナーは、売れない原因と売れ続ける営業の秘策やアプローチ方法の
  事例など、売上アップに役立つ営業力強化のポイントを学びます。
  多くの皆様からのご参加をお待ちしております。

 【日  時】平成２７年 ７月８日（水）14:00～16：00

  【会  場】長岡商工会議所 ２Ｆ大ホール

 【講  師】ジャイロ総合コンサルティング㈱
            セミナー事業部長 渋谷 雄大 氏 
    
  【受 講 料】無 料
 
 【詳  細】http://www.nagaokacci.or.jp/topics/detail/cd/549/
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--------------------------------------------------------------------
 (3)長岡技術科学大学からのお知らせ！
  ①平成２７年度技術開発センター
    プロジェクト成果報告会「知の実践」の開催のご案内！
--------------------------------------------------------------------
・技術開発センターの研究活動の一環として、プロジェクト参加企業から
 長岡技術科学大学との共同研究により得られた成果を広く社会に発信す
 ることにより、技術の実用化を促進させることを目的に開催いたします。

 【日  時】平成２７年７月１０日（金）13：30～16：40

 【会  場】長岡技術科学大学 マルチメディアシステムセンター

 【詳  細】http://www.nagaokaut.ac.jp/j/news/pdf/2015/e_150618.pdf

-------------------------------------------------------------------- 
 (4)長岡大学からのお知らせ！
  ①「女性のための起業セミナー」参加者募集中！
--------------------------------------------------------------------
・長岡大学では「長岡地域＜創造人材＞養成プログラム」事業の1つとして、
 長岡市の地方創生事業「オリーブ構想」との連携のもとで起業人材養成セ
 ミナーを開講しています。
 平成２７年度は、第一弾として下記の通り女性対象のコース（5回ｼﾘｰｽﾞ）
 を開講いたします。ぜひお申込下さい。

 【日  時】平成２７年
       ①第１回：７月１４日（火） 18：30～20：30
       ②第２回：７月２１日（火） 18：30～20：30
       ③第３回：７月２８日（火） 18：30～20：30
       ④第４回：８月 ４日（火） 18：30～20：30
       ⑤第５回：８月 ７日（金） 18：30～20：30

 【会  場】長岡大学

 【募集対象】起業を予定している女性、および起業後３年以内の女性

 【受 講 料】無 料

 【募集人数】１０名（先着順）

 【詳  細】http://www.nagaokauniv.ac.jp/coc_project/news150527-3/

--------------------------------------------------------------------
 ②市民公開講座『記紀神話を読む【前編】』参加者募集中！
--------------------------------------------------------------------
・古事記（712年成立）や日本書紀（720年成立）は日本文学や日本の歴史を
 理解するための基本的な文献です。どちらも神代の話から書かれており、
 それらの神話を総称して「記紀神話（ききしんわ）」と呼んでいますが、
 両書の神話には違いがあります。
 本講座では、どのように違うのか、また、違うことにどのような意味があ
 るのかを考えながら、『古事記』と『日本書紀』を冒頭から読んでいきます。
 ぜひお申込下さい。

 【日  時】平成２７年
       ①第１回：７月 ２日（木） 19：00～20：30
       ②第２回：７月１６日（木） 19：00～20：30
       ③第３回：７月２３日（木） 19：00～20：30
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       ④第４回：７月３０日（木） 19：00～20：30
      
 【会  場】長岡大学

 【受 講 料】４，０００円（全4回）

 【募集人数】３０名（先着順）

 【詳  細】http://www.nagaokauniv.ac.jp/coc_project/news150604/

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

◇ 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） 
◇ ７月 ２日（木） 13：00～ 現場改善ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ養成ｽｸｰﾙ ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ
◇ ７月 ７日（火） 18：00～ ＮＥＸＴ道場④
◇ ７月 ８日（水）      ５Ｓチェック会 工場見学
◇ ７月 ９日（木）  9：00～ 現場改善ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ養成ｽｸｰﾙ 開校式

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
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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