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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（2015.07.29 №484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！
   【長岡大学】
   【㈱オオイ】
   【㈱カバサワ】
   【㈱システムスクエア】
     
 04：会員＆支援機関等からの情報提供 
     【(1)㈱システムスクエアからのお知らせ！】
   【(2)(公財)にいがた産業創造機構からのお知らせ！】
     【(3)長岡市からのお知らせ！】
     【(4)長岡商工会議所からのお知らせ！】
   【(5)長岡技術科学大学からのお知らせ！】
   【(6)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
--------------------------------------------------------------------
・今週末からついに！「長岡まつり」が始まります。なぜか血が騒いでまい
  ります！私は、8月1日(土)の「長岡まつり前夜祭」では、商工会議所の職
 員として前夜祭の事業運営にあたりますが、皆様も是非、長岡市中心市街
 地に足をお運びください！大民謡流しや神輿渡御など長岡の熱い魂を感じ
 るイベントが盛りだくさんです！！

--------------------------------------------------------------------
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！夏休みの「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 現場改善インストラクター養成スクール」を開催！
  
  ・７月２３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３回を開催。今回は、新潟大学大学院の吉村教授から
   「ＩＥと改善活動」について、また、ものづくりインストラクターの
   国谷講師から「設備、購買管理 製品開発」についてご講義いただき
   ました。

 ②「第４回 技術部会」を開催！
 
  ・７月２３日(木)、今年度第４回目の「技術部会」を開催しました。
   技術部会メンバーと事務局を含め１４名が集まり、事業の進捗状況と、
   ８月～９月に開催予定の事業などについて確認いたしました。
   また、今回は話題提供として、永島副部会長から、現在の景気状況と
   今後について、テーマを提供いただき、参加されたメンバーで、それ
   ぞれが持つ景気情報や世界経済に関する動向など、課発な情報交換が
   行われました。

 ③「５Ｓチェック会 Ａグループ検討会」を開催！
  
  ・７月２７日（月）、NICOテクノプラザにて「５Ｓチェック会 Ａグル
   ープ検討会」を開催しました。今回は７月８日（水）に実施した、参
   加企業の工場５Ｓチェックの内容を基に、どのような改善を行なうべ
   きか議論しました。

--------------------------------------------------------------------
03.ＮＡＺＥ会員＆支援機関：新聞掲載情報！
--------------------------------------------------------------------
 ■【長岡大学】「十分杯」もっと知って 長岡大生がリーフレット作成 
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   〔平成２７年 ７月２２日（水）新潟日報：３０面〕

 ■【㈱オオイ】経営者の足跡 ㈱オオイ 大井尚敏 代表取締役社長 
   〔平成２７年 ７月２８日（火）長岡新聞： ２面〕

 ■【㈱カバサワ】デザインよし、切れ味抜群の「カバサワブランド」
   〔平成２７年 ７月２８日（火）長岡新聞： ４面〕

 ■【㈱システムスクエア】日本商工会議所会頭賞 かみこみＸ線検査機
   〔平成２７年 ７月２８日（火）日刊工業：第２部７面〕

--------------------------------------------------------------------
04.会員＆支援機関等からの情報提供
 (1)㈱システムスクエアからのお知らせ！
  ①日刊工業新聞主催 第45回機械工業デザイン賞で、
   かみこみX線検査機「SXS2154C1D」が日本商工会議所会頭賞を受賞！
--------------------------------------------------------------------
・㈱システムスクエアでは、このたび日刊工業新聞主催の第45回機械工業デ
 ザイン賞にて、「日本商工会議所会頭賞」を、かみこみＸ線検査機 ＳＸ
 Ｓ2154Ｃ1Ｄで受賞いたしました。
  受賞発表は、7月17日(金)付の日刊工業新聞紙上にて行われ、今月28日(火)
 の号で審査講評等の特集号、29日(水)以降シリーズで受賞した各企業の記
 事が掲載されます。
 「機械工業デザイン賞」は、わが国工業製品のデザインの振興・発展を目的
 に1970年に創設されました。
 今年で45回目を迎え、この間に受賞した多くの製品は、それぞれの時代の
 デザインの方向性を示唆する先端的製品として高く評価されています。
 
 【詳  細】http://www.nikkan.co.jp/cop/prize/priz08000.html
 
--------------------------------------------------------------------
 (2)(公財)にいがた産業創造機構からのお知らせ！
  ①フランチャイズ（FC)セミナー
    ～フランチャイズ・ビジネスの魅力と成功のポイント～のご案内！
--------------------------------------------------------------------
・NICOでは、近年、市場規模の増加がみられるフランチャイズ（FC）方式に
 関する支援事業を、昨年度に引き続き実施します。
  第一弾として、㈱ハードオフコーポレーション 代表取締役会長兼社長（
 一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会 会長）山本善政氏と新潟
 県内でFCビジネスを経営するオーナーから、FCビジネスを始めたきっかけ
 やFCを活用した成功事例、最近の動向や今後の可能性など、FCビジネスの
 魅力と成功のポイントを話していただく「フランチャイズ（FC）セミナー」
 を開催します。
 また、第二弾として、FCシステムの基礎知識やメリット・デメリット等に
 ついて、専門の講師が分かり易く解説する「目的別セミナー＆個別相談会
 （FC本部構築編／FC加盟編）」を、県内３会場で開催します。
 フランチャイズに興味がある方はどなたでもお気軽にご参加いただけます。
 多くの皆さまからのお申込みをお待ちしております。

 【日  時】平成２７年７月３０日（木）14：00～16：30

 【会  場】アオーレ長岡 市民交流ホールＡ（長岡市大手通1-4-10）

 【参 加 費】無 料

 【定  員】100名（※定員になり次第締切とさせていただきます。）

 【詳  細】http://www2.nico.or.jp/service/3589/
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-------------------------------------------------------------------- 
 ②平成２７年度「NICOカフェ in NICOテクノプラザ」
   この夏、あなたも広報上手に！
    「広報ミニチャレンジセミナー＆相談会」開催のご案内！
--------------------------------------------------------------------
・この夏、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。

 【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）
 
 【内  容】

  ≪第一部≫ 広報ミニチャレンジセミナー （14:00～15:00）
        講 師：NICOアドバイザー 今尾 昌子 氏

  ≪第二部≫ 広報相談会 （15:30～16:30）
        相談内容：企業の広報・コミュニケーション活動に関する
             ご相談。自社の広報・発信についてのお悩み・
             お困りごと何でもどうぞ。
        相談時間：各社３０分以内。
            （※時間内で希望をお聞きし、調整します。）
  
 【詳  細】http://www2.nico.or.jp/service/3709/

--------------------------------------------------------------------
 ③第５回新潟産学官連携フォーラム in 新潟薬科大学
   「地域活性化に向けたアグリ･フードビジネスの創出」のご案内！
--------------------------------------------------------------------  
・NICOでは、新潟県、県内大学及び産業団体と共同で、第5回新潟産学官連
 携フォーラムを開催します。本フォーラムは今年度で第5回を迎え、今年は
 「地域活性化に向けたアグリ・フードビジネスの創出」をテーマに、新潟
 薬科大学（新潟市秋葉区）を会場に開催します。
 「農業」や「食品」にご興味のある企業、大学、行政関係者など、多数の
 ご参加をお待ちしております！

 【日  時】平成２７年９月２日（水）
       ○ プレオープン 13:00～13:50 （受付開始12:30～）
       ○ 講演会    14:00～17:40 （受付時間13:30～）
       ○ 交流会    18:00～19:30

 【会  場】新潟薬科大学（新潟市秋葉区東島265番地1）

 【参 加 費】無 料

 【定  員】200名（先着順）

 【詳  細】http://www2.nico.or.jp/service/3823/
 
--------------------------------------------------------------------  
 (3)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
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 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「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

--------------------------------------------------------------------
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 (4)長岡商工会議所からのお知らせ！
  ①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/

--------------------------------------------------------------------
  ②2015「ながおか愛☆モールクーポン」7/25（土）からスタート！！
--------------------------------------------------------------------
・長岡商工会議所では、消費を喚起するとともに、個店の魅力を高めながら
 販売促進活動に役立てていただくことを目的に期間限定の『クーポンサー
 ビス事業』を実施！今回は「まるごと生活情報」とコラボした他、180店舗
 で使えます！ぜひご利用ください！

 【クーポン実施期間】平成２７年７月２５日（土）～９月３０日（水）

 【アンケート特典】抽選で豪華景品が当たります！
 
   ☆ 1等：JTB旅行券       30,000円分（1名様）
   ☆ 2等：長岡市共通商品券   10,000円分（5名様）
   ☆ 3等：長岡市共通商品券    2,000円分（10名様） 
 
     ※クーポンをご利用いただいた際にハガキを配布します。

 【詳  細】http://www.nagaokacci.or.jp/topics/detail/cd/377/

--------------------------------------------------------------------
 (5)長岡技術科学大学からのお知らせ！
  ①特別講演会（電気電子情報工学専攻）を開催します！
--------------------------------------------------------------------
・長岡工業高等専門学校長 渡邉 和忠氏を講師にお迎えして、講演会を開
 催します。 多くの皆様のご来場をお待ちしております。

 【日  時】 平成２７年８月７日（金）13：00～13：45
 
  【場  所】 長岡技術科学大学 マルチメディアシステムセンター

 【演  題】「５年目の夏＠長岡高専」

 【詳  細】 http://www.nagaokaut.ac.jp/j/news/e_150726

--------------------------------------------------------------------
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  (6)長岡大学からのお知らせ！
  ①会社をつくって お店を出そう！！
   「中高生のための会社経営チャレンジ・プログラム」のご案内！
--------------------------------------------------------------------
・東京証券取引所などを運営する（株）日本取引所グループが開発した体験
 型ビジネスプログラムを活用して、市内の中学生・高校生が3カ月（8月～
 10月で全6回）かけて会社を疑似的に設立・運営し、働くことの楽しさ、難
 しさ、経済の動きなどを学びます。 
 プログラムに参加して起業を体験する中学生・高校生を募集します。

 【内  容】
  ☆中学生・高校生からなる混合チーム（5人×6チーム）を結成し、各チー
   ムごとに事業アイデアを練り上げ、投資家から企画内容に応じて出資を
   受けます。
  ☆その金額を元手に各チームが模擬会社を立ち上げ、10月にアオーレで行
   われるイベントに出店し、利益を競います。

 【日  程】 全６回

  ①  ８月２９日(土)  10:00～17:00 
  ②  ９月１２日(土)  10:00～17:00 
    ③  ９月１９日(土)  10:00～17:00 
  ④  ９月２７日(日)  10:00～17:00 
  ⑤１０月１１日(日)  10:00～16:00
  ⑥１０月１２日(月･祝) 10:00～14:00

 【定  員】３０名（市内の中学生・高校生）

 【詳  細】http://www.nagaokauniv.ac.jp/news_topics/news150630-2/

--------------------------------------------------------------------

05.ＮＡＺＥ：今後の主な行事・会議予定       

◇ 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
◇ ８月 ５日（水） 13：30～ ５Ｓチェック会 Ｂグループ
◇ ８月 ６日（木）  9：30～ 現場改善ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ養成ｽｸｰﾙ⑤
◇ ８月 ７日（金） 18：00～ 交流塾②
◇ ８月１０日（月） 18：00～ ＮＥＸＴ道場⑥
◇ ８月１８日（火） 10：00～ 小学生夏休み工場見学バスツアー
◇ ８月１９日（水） 18：00～ 交流塾③
◇ ８月２０日（木）  9：30～ 現場改善ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ養成ｽｸｰﾙ⑥
◇ ８月２４日（月） 16：30～ 鋳物技術セミナー
◇ ８月２５日（火） 18：00～ ＮＥＸＴ道場⑦
◇ ８月２６日（水） 17：00～ 広報部会④
◇ ８月２６日（水） 17：00～ 交流部会⑤
◇ ８月２６日（水） 17：00～ 技術部会⑤
◇ ８月２６日（水） 18：00～ ３部会合同納涼会
◇ ８月２７日（木）  9：30～ 現場改善ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ養成ｽｸｰﾙ⑦

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
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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