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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（2015.07.08 №481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)「長岡工業高等専門学校 研究機器見学会」のご案内！】
   【(2)締切せまる！「近隣企業 工場見学会」参加者募集中！】
   【(3)まだ間に合う！「ＮＡＺＥ交流塾2015」塾生募集中！】
   【(4)まだ間に合う！「長岡技術科学大学研究室見学会」参加募集中!】
   【(5)「ＮＡＺＥ ３部会合同納涼会」お申込み受付中！】
   【(6)ＮＡＺＥメールでご紹介したい内容を募集中！】
   【(7)ＮＡＺＥプチ活動報告！】
  
  03：ＮＡＺＥ会員＆支援機関：新聞掲載情報！
   【長 岡 市】
   【第四銀行】
    
 04：会員・支援機関等からの情報提供 
   【(1)㈱イートラストからのお知らせ！】
     【(2)長岡市からのお知らせ！】
   【(3)長岡商工会議所からのお知らせ！】
   【(4)長岡造形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
--------------------------------------------------------------------
・先週の土曜日、ＮＡＺＥ会員のテラノ精工㈱が主催するイカ釣り大会が、
 寺泊で開催され、私も参加させていただきました。
 夕方18：00に寺泊港を出港し、一時間ほど船で走ったあたりの沖合で釣り
 を開始。23：00まで釣りをして24：00頃に寺泊港に戻ってきました。
 釣果は人によってまちまち。やはり上手い方は多く釣っていましたが、私
 のような素人は3杯の釣果でした。しかし、すごく楽しい釣り大会で、ぜひ
 来年も参加させていただければと思います。主催されたテラノ精工㈱の
 皆様、本当にありがとうございました。 

--------------------------------------------------------------------
02.ＮＡＺＥからのお知らせ
  (1)「長岡工業高等専門学校 研究機器見学会」のご案内！
--------------------------------------------------------------------
・ＮＡＺＥでは、長岡工業高等専門学校の研究機器見学会を、長岡工業高等
 専門学校技術協力会との共催で開催いたします。
 この見学会を新たな事業展開のきっかけづくりの場として、是非ご活用く
 ださい。多くの会員の皆様からのご参加をお待ちしています！

 【日  時】 平成２７年９月２日（水） 15：50～17：00
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 【集合場所】  長岡高専 正面玄関 (長岡市西片貝町888) 集合

  【ｽｹｼﾞｭｰﾙ】   15：50～16：00  受付
        16：00～17：00  研究機器 見学
        17：00      解散

 【研究機器のご紹介】  
  ① 5軸マシニングセンター       （井山 徹郎 准教授）
  ② 形彫放電加工機              （金子 健正 助教）
  ③ デジタルマイクロスコープ     （大石耕一郎 准教授）
    ④ ハイパワーピコ秒レーザー加工ｼｽﾃﾑ （中村  奨 教授）
  ⑤ 薄膜太陽電池モジュール作製実習ｼｽﾃﾑ（片桐 裕則 教授） 

  【参 加 費】 無料

 【募集定員】 １３名 （先着順）

 【申 込 み】 ８月１２日(水)までに、ＦＡＸ又はﾒｰﾙ(info@naze.biz)
        にて申込みください

 【詳  細】 http://www.naze.biz/hotnews/3774/

--------------------------------------------------------------------
  （2)締切せまる！「近隣企業 工場見学会」参加者募集中！
--------------------------------------------------------------------
・平成27年度「近隣企業 工場見学会」を開催します。今年度は、国際石油
  開発帝石㈱長岡鉱場と東日本鉄道㈱信濃川発電所の2社を見学いたします。
 まだまだ申し込めますので、ぜひご参加ください！

 【日  時】平成２７年度７月２８日(火) 13：00～20：30

 【募集人数】２０名（先着順）

 【見 学 先】①国際石油開発帝石㈱長岡鉱場
       ②東日本鉄道㈱信濃川発電所

 【参 加 費】５，０００円（交流会費）
 
 【申込期限】７月１３日（月）まで

 【申込方法】ＮＡＺＥ事務局へ、メール又はＦＡＸでお申込下さい。
        TEL：0258-42-8700、FAX：0285-42-8701
        Mail：info@naze.biz

  【詳  細】http://www.naze.biz/hotnews/3767/

--------------------------------------------------------------------
  (3)まだ間に合う！「ＮＡＺＥ交流塾2015」塾生募集中！
--------------------------------------------------------------------
・交流塾では、リラックスした雰囲気の中で、グローバルな視点を持つこと
 の大切さについて学びます。あわせて、世界をつなぐ道具である、英語に
 もチャレンジします。
 チラシの締切は7/6(月)までとなっておりますが、募集期間を延長いたし
 ますので、ご検討中の方は早めにお申込下さい！

 【日  程】平成２７年７月１７日(金)から１２月１０日(木) 計１０回
       ※第１回：７月１７日（金） 午後５時３０分～
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        （まちなかキャンパス長岡 ４階創作交流室）

 【入 塾 代】１５，０００円／人 （NAZE会員企業１０，０００円）
       ※その他 教科書代 １，０００円

 【申込期限】７月１０日（金）まで

 【申込方法】ＮＡＺＥ事務局へ、メール又はＦＡＸでお申込下さい。
        TEL：0258-42-8700、FAX：0285-42-8701
        Mail：info@naze.biz

  【詳  細】http://www.naze.biz/hotnews/3756/

--------------------------------------------------------------------
  (4)まだ間に合う！「長岡技術科学大学 研究室見学会」の参加募集中！
--------------------------------------------------------------------
・NAZEでは、長岡技術科学大学の研究室見学会を、下記のとおり計画いたし
 ました。新たな事業発展のきっかけづくりの場として、是非ご活用くださ
 い。チラシの締切は7/7(火)までとなっておりますが、募集期間を延長い
 たしますので、ご検討中の方は早めにお申込下さい！

 【日  時】平成２７年７月１５日（水）16：20～18：00

 【見 学 先】①永澤茂研究室「計算力学支援・塑性加工研究室」
        (機械創造工学専攻教授・産学連携担当教授)
 
       ②田辺郁男研究室「加工・生産工学研究室」
         (機械創造工学専攻教授・ﾃｸﾉｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ長）
 
 【参 加 費】無 料
 
 【募集人数】１３名（先着順）

 【申込期限】７月１０日（金）まで 
        
 【申込方法】ＮＡＺＥ事務局へ、メール又はＦＡＸでお申込下さい。
        TEL：0258-42-8700、FAX：0285-42-8701
        Mail：info@naze.biz

  【詳  細】http://www.naze.biz/hotnews/3769/

--------------------------------------------------------------------
  （5）「ＮＡＺＥ ３部会合同納涼会」お申込み受付中！
--------------------------------------------------------------------
・大好評「ＮＡＺＥ ３部会合同納涼会」！会員の皆様へは先日ご案内をさ
 せていただきましたが、既にお申込いただけましたでしょうか！？
 まだ、お申込されておられない方は、今すぐお申込下さい！
 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）
 
 【会  費】６，０００円（当日受付にて申し受けます）

 【申込方法】ＮＡＺＥ事務局へ、メール又はＦＡＸでお申込下さい。
       TEL：0258-42-8700、FAX：0285-42-8701
       Mail：info@naze.biz 
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 【詳  細】http://www.naze.biz/hotnews/3776/
 
--------------------------------------------------------------------
  (6)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   

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

 ①「現場改善インストラクター養成スクール」事前ガイダンスを開催！
  
  ・７月２日(金)、今年度からＮＡＺＥが主体となり実施する「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」のガイダンスを開催
   しました。今年度は１３名の受講でスクールを開校いたします。
   ７月から１０月までの期間に、計１６回の講義や現場実習などが行わ
   れ、在庫･工程管理や５Ｓ、人材活用など、現場改善に必要な知識と
   ノウハウを学びます。

--------------------------------------------------------------------
03.ＮＡＺＥ会員＆支援機関：新聞掲載情報！
--------------------------------------------------------------------
 ■【長 岡 市】 市、工業用地２ヘクタール拡張へ
   〔平成２７年 ７月 １日（水） 新潟日報：１７面〕

 ■【第四銀行】 省エネ投資の融資制度 第四銀 排出枠購入組み込み
   〔平成２７年 ７月 ３日（金） 日経新聞：３１面〕

--------------------------------------------------------------------
04.支援機関等からの情報提供 
 (1)㈱イートラストからのお知らせ！
  ①海外事業報告写真展「長岡の防災技術を世界へ」のご案内！
--------------------------------------------------------------------
・市内企業が長岡での災害経験を活かし開発した防災技術等が認められ、
 発展途上国における政府の海外支援事業に採択されています。
 このたび、7.13水害発生から11年を機に、途上国の防災強化に向けた市内
 企業の取組を市民の皆様に紹介するため、活動の様子をまとめた写真展を
 開催します。是非ご覧ください！

 【会 期】平成２７年７月１１日（土）～１４日（火）9：00～17：00

 【会 場】アオーレ長岡 西棟１階 ホワイエ（大手通1丁目4番地10）

 【写真展の趣旨】
  ①㈱イートラスト：河川簡易監視ｶﾒﾗｼｽﾃﾑによる防災システムの向上
           〔フィリピン共和国、バングラデシュ人民共和国〕

  ②㈱大原鉄工所 ：バイオガス発電技術普及案件化調査
           〔フィリピン共和国〕
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  ③㈱ワキヤ技研 ：緊急告知ラジオによる地域住民災害対応能力強化
           案件化調査〔インドネシア共和国〕

 【主催／共催】主催：㈱イートラスト
        共催：㈱大原鉄工所、㈱ワキヤ技研

--------------------------------------------------------------------    
 (2)長岡市からのお知らせ！
  ①「長岡市ものづくり未来支援補助金」（技術・製品開発支援）
   二次募集受付中！
--------------------------------------------------------------------
・中小企業が取り組む新製品開発や製品開発後の販売戦略設備投資を含めた
 ものづくり中小企業の総合的な支援を行う「長岡市ものづくり未来支援補
 助金」（技術・製品開発支援）の二次募集を受け付けてます。
 是非ご活用ください。
 
 【対 象 者】市内に事業所を有する、製造業に該当する中小企業者等
 
 【対象事業】付加価値の高い新技術・新製品開発
        （補助率1/2以内、限度額500万円）
 
       ※ものづくり未来支援補助金の「ベンチャー開発支援」
        「ブランド化支援」「設備投資支援」は募集終了。

 【募集締切】８月１０日（月）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-monodukuri.html

--------------------------------------------------------------------
  ②「長岡市新エネルギー開発支援補助金」二次募集受付中！
--------------------------------------------------------------------
・中小企業が取り組む同分野の新技術・新製品や、地域の技術力を生かした
 発電装置等の開発を支援するための「長岡市新エネルギー開発支援補助金」
 の二次募集を受け付けています。是非ご活用ください。

 【対 象 者】市内に事業所を有する中小企業者等

 【内  容】≪長岡ブランド発電装置開発支援補助金≫
       A 発電装置等の開発
         （補助率3/4以内、限度額1,000万円）※最大3年間
 
       B 発電装置等の効率化の技術開発、改良等
         （補助率1/2以内、限度額800万円） ※最大2年間
 
       ≪新エネルギー・省エネルギー技術開発補助金≫
        付加価値の高いエネルギー分野の新技術・新製品を開発し、
        新規市場への参入やシェア拡大に取り組む事業
         （補助率1/2以内、限度額800万円）

 【募集締切】８月１０日（月）まで

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

--------------------------------------------------------------------
  ③えちご川口温泉ホテルサンローラ「宿泊研修プラン」のご案内！
--------------------------------------------------------------------
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・信濃川と魚沼川を高台から望む絶景の環境の、集う、語り合う、学ぶ、遊
 ぶ、憩う、わかちあう研修やグループの方に最適な宿泊施設です。
 企業の研修会等で、ぜひご活用ください。

 【詳  細】http://www.hotel-sunrolla.jp/topics/463/

--------------------------------------------------------------------
 (3)長岡商工会議所からのお知らせ！
  ①「わかりやすい財務分析セミナー」のご案内！
--------------------------------------------------------------------
・自社、同業他社、取引先などの経営状況を把握するためには、財務分析の
 知識を身につけることが必要ですが、財務分析は難しいイメージがあるた
 め敬遠されがちです。本セミナーでは、経営状態を把握するうえで押さえ
 ておくべき数字等、業績を判断するために必要な財務分析の手法をわかり
 やすく解説いたします。多くの皆様のご参加をお待ちしています。

 【日  時】平成27年7月28日（火）午後2時00分～午後4時00分

  【会  場】長岡新産管理センター２階大会議室
 
 【講  師】財務リスク研究所㈱ 代表取締役 横山  悟一 氏

 【受 講 料】無 料

 【申  込】参加申込書に必要事項をご記入のうえ、
        長岡商工会議所（FAX:34-4500)へお送りください。

  【お問合せ】長岡商工会議所 経営支援係
        TEL：３２－４５００ FAX：３４－４５００

 【詳  細】http://www.nagaokacci.or.jp/topics/detail/cd/568/

--------------------------------------------------------------------
  ②「資金繰り相談会」のご案内！
--------------------------------------------------------------------
・「金融機関との交渉はどのようにしたらいいの？」「融資を申し込むには
  何が必要なの？」「どんな制度融資があるか聞いてみたい。」など、
  資金繰りに関するお悩みはありませんか？
  経営指導員が資金繰り相談に対応させていただきます。
  また、ご希望に応じて、㈱日本政策金融公庫長岡支店担当者との融資相
  談（一日公庫）、財務強化に向けた税理士からの助言（専門家相談）も
  可能です。この機会にぜひご相談ください。
   
 【日  時】平成２７年７月１４日（火） 9：30～16：00
 
  【会    場】長岡新産管理センター ２階会議室 
 
  【申込方法】希望時間を明記の上、お電話、ＦＡＸ、E-mailにて
       お申し込みください。

 【申 込 先】長岡商工会議所 営業サービス課 経営支援係
              TEL：0258-32-4500、FAX：0258-34-450
       Mail:keiei@nagaokacci.or.jp
 
 【詳  細】http://www.nagaokacci.or.jp/topics/detail/cd/400/

--------------------------------------------------------------------
  ③直前対策！「マイナンバー制度対応セミナー」のご案内！
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--------------------------------------------------------------------
・2016年1月より運用が開始される「マイナンバー制度」は、マイナンバー
 を含む個人情報を「特定個人情報」として定義し、取得・管理については
 従来の個人情報以上に厳格な運用が義務付けられるもので、国内で事業活
 動をする全ての事業者に対応が必要な制度です。
  本セミナーは、今年10月から国民一人一人に12桁のマイナンバー（個人番
  号）が通知されるのを控え、直前に迫ったマイナンバー制度にどう対応す
  べきか、わかりやすく解説いただきます。

 
  【日  時】平成２７年９月２日（水）14：00～16：00
  
  【会  場】ハイブ長岡２Ｆ特別会議室「けやき」(長岡市千秋3-315-1)

  【講  師】㈱野村総合研究所
         未来創発センター 制度戦略室長 梅屋 真一郎 氏     
  
  【受 講 料】無 料（定員150名・先着順）

  【詳  細】http://www.nagaokacci.or.jp/topics/detail/cd/561/

--------------------------------------------------------------------
  ④長岡ものづくりネットワーク事業
   長岡ものづくり技術「企業ガイドブック」新規・継続掲載の受付中！
--------------------------------------------------------------------
・長岡ものづくりネットワークでは、新規取引の開拓、ビジネスチャンスの
 拡大に向けて長岡ものづくり技術「企業ガイドブック」を発刊し、県内外
 の企業から大変好評をいただいております。
 今回、掲載内容を更新し、２０１５版を作成いたしますので、この機会に
 是非ともご掲載ください。

 【掲 載 料】新規掲載：１０，０００円、継続掲載：５，０００円

 【発行部数】５，０００部（掲載企業へは５冊お配りします。）

 【掲載内容】各社の得意とする技術や製品・主要設備などの情報や代表者
       ・所在地・連絡先等の基本情報をカラー写真で掲載しＰＲし
       ます。

       ※なお、掲載情報は、企業ガイドのＷＥＢ版 「長岡ものづく
        り技術」に掲載いたします。
        ＵＲＬ  http://www.nagaoka-monodukuri.jp/guide.html

 【配布計画】「関西機械要素技術展」（10/7～9インテックス大阪）来場者
       へ配布する他、関東および県外の有力企業に配布します。

 【申込期限】７月１０日（金）まで

 【申込方法】長岡ものづくりネットワーク事務局
       長岡商工会議所 工業係へ、ＦＡＸまたはメールにてお申込
       下さい。 
       TEL0258-32-4500 FAX0258-34-4500 
       E-mail：kougyou@nagaokacci.or.jp

 【詳  細】http://www.nagaokacci.or.jp/topics/detail/cd/564/

--------------------------------------------------------------------
 (4)長岡造形大学からのお知らせ！
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  ①JIA全国学生卒業設計コンクール2015で長岡造形大学の学生が受賞！
--------------------------------------------------------------------
・JIA全国学生卒業設計コンクール2015で同大学の大学院生の佐藤圭真さん
 （山下研究室）が審査員賞の佐々木賞を受賞しました。

 【詳  細】http://www.nagaoka-id.ac.jp/news/2015/07/03/403/

--------------------------------------------------------------------
05.ＮＡＺＥ：今後の主な行事・会議予定       
 
◇ ７月 ８日（水） 13：30～ ５Ｓチェック会
◇ ７月 ９日（木）  9：30～ 現場改善ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ養成ｽｸｰﾙ 開校式
◇ ７月１３日（月） 17：00～ 広報部会③・大懇親会
◇ ７月１５日（水） 16：20～ 長岡技大研究室見学会
◇ ７月１５日（水） 17：00～ 交流部会④・ミニ講演会
◇ ７月１６日（木）  9：30～ 現場改善ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ養成ｽｸｰﾙ
◇ ７月１７日（金） 17：30～ 交流塾①

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
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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