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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（2015.07.22 №483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)「夏休み小学生工場見学バスツアー」参加小学5,6年生募集中！】
   【(2)「長岡工業高等専門学校 研究機器見学会」参加者募集中！】
   【(3)「ＮＡＺＥ ３部会合同納涼会」お申込み受付中！】
   【(4)ＮＡＺＥメールでご紹介したい内容を募集中！】
   【(5)ＮＡＺＥプチ活動報告！】
  
  03：ＮＡＺＥ会員＆支援機関：新聞掲載情報！
   【ＮＡＺＥ】
     
 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！】
       
 05：ＮＡＺＥ：今後の主な行事・会議予定

--------------------------------------------------------------------
01.ＮＡＺＥコラム
--------------------------------------------------------------------
・先週は、ＮＡＺＥの広報部会、交流部会・ミニ講演会を開催した他、長岡
 技術科学大学研究室見学会、第2回現場改善インストラクター養成スクー
 ル、交流塾など、何かと忙しい一週間でした。暑い日が続いており、少し
 バテ気味の私ですが、まだまだ事業は盛りだくさんなので、頑張ってまい
 りたいと思います。
 さて、前回のメルマガでも書かせていただきましたが、今年も「海の日」
 に海水浴に行ってきました。普段、日光にあたっていなかった体を突然
 焼いたものですから、体中真っ赤になってしまい、お風呂では悲鳴を上げ
 ています・・・。皆様、焼き過ぎ注意です！紫外線対策はしっかりしま
 しょう！

--------------------------------------------------------------------
02.ＮＡＺＥからのお知らせ
  (1)「夏休み小学生工場見学バスツアー」市内小学5，6年生参加募集中！
--------------------------------------------------------------------
・ＮＡＺＥでは、ＮＡＺＥ設立10周年特別企画の一つとして、次世代を担う
 子供たちへ長岡地域の高度なモノづくり技術とその魅力を知っていただく
 ことを目的に、市内の小学5、6年生を対象にＮＡＺＥ会員企業の工場見学
 会を開催します！お子様の「自由研究」の場としても、ご検討ください！

 【日  時】平成２７年８月１８日（火）10：00～15：30
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  【内  容】①モノづくり企業を見学≪㈱大原鉄工所、マコー㈱≫

       ②ハイブ長岡の施設の裏側を探検！

       ③長岡市産業展示室で長岡の産業の歴史を学ぶ！

 【対   象】長岡市在住もしくは、市内の小学校に通学する小学５、６年
       生３０名程度（申込多数の場合は抽選） 

 【参 加 費】無 料 ※昼食付（アレルギー対応ではありません） 

 【申 込 み】メール又は申込書に、必要事項をご記入のうえ、
       ８月７日(金)までに、NAZE事務局へお申し込みください。 
       ＦＡＸ：0258(42)8701  E-mail : info@naze.biz

       ※参加申込書は、下記アドレスからダウンロードできます！

 【お問合せ】ＮＡＺＥ事務局、TEL：０２５８（４２）８７００ 

 【詳  細】http://www.naze.biz/hotnews/3781/

--------------------------------------------------------------------
  (2)「長岡工業高等専門学校 研究機器見学会」参加者受付中！
--------------------------------------------------------------------
・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

 【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/

--------------------------------------------------------------------
  （3）「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」、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！
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 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 

 【詳  細】http://www.naze.biz/hotnews/3776/
 
--------------------------------------------------------------------
  (4)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   

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

 ①「第3回 広報部会・大懇親会」を開催！

  ・７月１３日(月)、今年度３回目の広報部会を開催。部会終了後、暑気
   払いとして、部会メンバーの一層の親睦を深める「大懇親会」を開催
   しました。
   
 ②「長岡技術科学大学 研究室見学会」を実施！

  ・７月１５日(水)、会員企業の新たな事業展開のきっかけづくりの場と
   して、長岡技術科学大学研究室見学会を開催。永澤 茂研究室「計算力
   学支援・塑性加工研究室」と田辺郁男研究室「加工・生産工学研究室」
   を見学させていただきました。

 ③「第4回 交流部会・ミニ講演会」開催！
 
  ・７月１５日(水)、今年度４回目の交流部会を開催。今回は、ミニ講演
   会として、長岡技術科学大学 准教授 本間智之氏から、『チタン合
   金の設計と今後の応用例』と題して、ご講演いただきました。

 ④「第2回 現場改善インストラクター養成スクール」を開催！
  
  ・７月１６日(木)、「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」の第２回を開催。今回は、ものづくりインストラクターの堀井求
   講師から「納期・工程・在庫管理」と「品質管理」について、ご講義い
   ただきました。

 ⑤「第1回 交流塾」を開催！
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  ・７月１７日(金)から、今年度の「交流塾」がスタートいたしました。
   今年度は１０社１１名が入塾されました。第１回目は、長岡市ＡＬＴ
   のモーガン氏を講師に、英語の簡単な日常のコミュニケーションにつ
   いてご講義いただきました。今後１０回に渡って、英会話や国際情報
   などについて学習していきます。

--------------------------------------------------------------------
03.ＮＡＺＥ会員＆支援機関：新聞掲載情報！
--------------------------------------------------------------------
 ■【ＮＡＺＥ】生産性を高めよう
   〔平成２７年 ７月１６日（木）新潟日報：１６面〕

--------------------------------------------------------------------
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！
  ①平成２７年度「NICOカフェセミナー」
      広報ミニチャレンジセミナー in 上越/長岡 開催のご案内
--------------------------------------------------------------------
・NICOでは、より気軽にNICOをご利用いただけるよう、県内各地で「NICOカ
 フェ」を開催しています。この夏、上越と長岡で開催のNICOカフェは、広
 報に特化した特別企画で開催いたします。
 NICOアドバイザーによる「広報ミニチャレンジセミナー」と「相談会」を
 同時開催。参加は無料です。ぜひご参加ください。

 ≪上越会場≫

 【日  時】平成２７年８月１１日（火）14：00～16：30

 【会  場】上越市市民プラザ 第４会議室（上越市土橋1914-3）

 ≪長岡会場≫

 【日  時】平成２７年８月２０日（木）14：00～16：30

 【会  場】NICOテクノプラザ（長岡市新産4-1-9）

 
 【詳  細】http://www2.nico.or.jp/service/3709/

--------------------------------------------------------------------    
 (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。
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 【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「国際規格等認証取得支援補助金」受付中！ 
--------------------------------------------------------------------
・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します。
 是非ご活用ください。

 【補 助 率】補助対象経費の２分の１以内（５０万円上限）

 【募集期間】募集中（予算額に達した時点で終了となります。）

 【お問合せ】長岡市 工業振興課 TEL：0258-39-2222）

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

--------------------------------------------------------------------
 (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）14：00～16：00

  【会  場】長岡新産管理センター２階大会議室
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 【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直前対策！「マイナンバー制度対応セミナー」のご案内！
--------------------------------------------------------------------
・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)長岡技術科学大学からのお知らせ！
  ①環境省の「平成27年度除染・減容等技術実証事業」に、長岡技術科学
   大学の『水熱抽出方法による焼却灰に含まれる放射性セシウムの除去
   と放射性物質の減容化、及び安定化実証」が選定！
--------------------------------------------------------------------

 【詳  細】http://www.nagaokaut.ac.jp/j/news/150715.html

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

◇ ７月２２日（水） 17：00～ 経営戦略企画チーム打合せ会④
◇ ７月２３日（木）  9：30～ 現場改善ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ養成ｽｸｰﾙ③
◇ ７月２３日（木） 17：30～ 技術部会④
◇ ７月２７日（月） 16：00～ ５Ｓチェック会 Ａグループ検討会
◇ ７月２８日（火） 13：00～ 近隣企業 工場見学会
◇ ７月３０日（木）  9：30～ 現場改善ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ養成ｽｸｰﾙ④

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
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
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 〒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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