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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（2015.08.19 №487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)「ＮＡＺＥ ３部会合同納涼会」締切りせまる！】
   【(2)ＮＡＺＥメールでご紹介したい内容を募集中！】
   【(3)ＮＡＺＥプチ活動報告！】
  
  03：会員＆支援機関の新聞掲載情報！
   【にいがた産業創造機構】
     
 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！】
   【(5)長岡工業高等専門学校からのお知らせ！】
       
 05：ＮＡＺＥ：今後の主な行事・会議予定

--------------------------------------------------------------------
01.ＮＡＺＥコラム
--------------------------------------------------------------------
・皆様、お盆はいかが過ごされましたでしょうか？私は、お盆で故郷に帰省
 した古い友人達と久しぶりに会い、お酒を酌み交わしました。
 久しぶりに会うと、若い頃とは異なり、お互い体が中年体型になっている
 ことをまじまじと実感しました。
 とは言うものの、まだまだ気持ちは若いつもりなので、運動して、体調管
 理と肉体改造を行なっていきたいと思います。

--------------------------------------------------------------------
02.ＮＡＺＥからのお知らせ
  （1）「ＮＡＺＥ ３部会合同納涼会」締切りせまる！
--------------------------------------------------------------------
・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！
 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）
 
 【申込締切】８月１８日（火）までですが、まだ間に合います！
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 【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/
 
--------------------------------------------------------------------
  (2)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   

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

 ①「夏休み小学生工場見学バスツアー」を開催！
  
  ・８月１８日(火)、市内の小学５、６年生を対象にした、「夏休み小学
   生工場見学バスツアー」を開催。当日は１７校３０名が参加し、㈱大
   原鉄工所 様とマコ―㈱ 様の２社を見学させていただいた他、ハイ
   ブ長岡の施設見学と産業展示室で長岡の産業の歴史を学びました。

--------------------------------------------------------------------
03.ＮＡＺＥ会員＆支援機関：新聞掲載情報！
--------------------------------------------------------------------
 ■ 【にいがた産業創造機構】食品企業、首都圏で商談 NICO参加を募る
    〔平成２７年 ８月１４日（金） 日経新聞：２７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「広報力パワーアップ実践講座2015」のご案内！ 
--------------------------------------------------------------------
・自社のことを知ってほしいけれど、売り込みたい商品やサービスはあるけ
 れど、具体的な広報のやり方が分からない。
 でも、何とかしなくちゃ、そろそろしなくちゃ!という方のための２回連
 続の実践講座です!
 学んだことをそのまま持ち帰り、会社で即実践していただける内容になっ
 ています。「考える」「書く」「話す」「聞く」広報活動の基本スキルを
 お金をかけずに即、強化しませんか?

 ≪長岡会場≫

 【日 時】１回：平成２７年 ９月２５日（金） 13:30～16:30 
      ２回：平成２７年１０月１４日（水） 13:30～16:30

 【会 場】ＮＩＣＯテクノプラザ 会議室

 【講 師】ＮＩＣＯアドバイザー 今尾 昌子 氏

 【定 員】 8名（1社1名）
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 【受講料】１０，０００円（ＮＩＣＯクラブ会員は５，０００円） 
 
 【詳 細】https://www2.nico.or.jp/service/3364/

--------------------------------------------------------------------
  ②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平成２７年度 海外見本市等の出展経費の一部を助成します！
--------------------------------------------------------------------  
・ＮＩＣＯでは、県内中小企業者の海外販路開拓等を支援するため、海外で
 開催される見本市等への出展経費の一部助成を行います。
 Ｈ２７年度第２回目の助成対象者を募集しますのでぜひご利用ください。

 【対 象 者】新潟県内に事業所を有する中小企業者及び団体（中小企業者
              が構成員の2/3 以上を占めていること）

 【対象事業】平成２７年１０月１日から平成２８年６月３０日までに海外
       で開催される見本市等（見本市・商談会、国際的な品評会）
       への出展

 【助 成 額】事業の総経費の１／２以内で、会場借上費(*)を助成します
      （NICO 予算の範囲内で助成）。
       ※会場賃借料、小間賃借料、見本市参加負担金等

 【限 度 額】３５万円

 【受付期間】平成２７年８月１０日（月）～９月１４日（月）【必着】
       ※要件審査を行い、助成の可否及び助成額を決定します。

 【詳  細】http://www2.nico.or.jp/wp-content/uploads/2015/08/201508102.pdf
 
--------------------------------------------------------------------  
 (2)長岡市からのお知らせ！
  ①「国際規格等認証取得支援補助金」受付中！ 
--------------------------------------------------------------------
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・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雇用対策セミナー「人材定着の秘訣を学ぶ」のご案内！
--------------------------------------------------------------------
・企業経営にとって、人材を確保し、職場への定着を図り、戦力に育ててい
 くことが重要な課題となっています。
 本セミナーでは、求人情報サービス大手企業であるリクルートグループよ
 り、労働者を取り巻く環境と、人材定着を支援するためのポイントについ
 てわかりやすく解説いただきます。
 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９月９日（水）14：00～15：30
  
  【会  場】さいわいプラザ ４階大ホール（長岡市幸町2-1-1）

  【講  師】㈱リクルートキャリア 新卒事業本部
         営業統括部 地域活性営業部 新潟グループ
          マネージャー  大柴 力  氏     
 
  【詳  細】http://www.nagaokacci.or.jp/topics/detail/cd/501/

--------------------------------------------------------------------
  ②人口減少対策講演会
   「人口急減の時代、これからの長岡を考える」のご案内！
--------------------------------------------------------------------
・人が集まる『魅力ある都市』に向け、未来を創る新しい成長戦略や長岡地
 域の今後の指針等についてご講演いただきます。
  併せて、長岡市市長政策室より、地方創生を推進するための「長岡市総合
  戦略」の概要について報告いただきます。
 皆さまのご参加をお待ちしております。

  【日  時】平成２７年９月３日（木）16：30～18：30
  
  【会  場】長岡グランドホテル 4階蒼柴の間

  【講  師】野村證券（株）金融公共公益法人部
         主任研究員  和田 理都子 氏   
 
  【詳  細】http://www.nagaokacci.or.jp/topics/detail/cd/578/

--------------------------------------------------------------------
  ③2015「ながおか愛☆モールクーポン」大好評！！実施中！
--------------------------------------------------------------------
・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
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 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/

--------------------------------------------------------------------
 (4)長岡技術科学大学からのお知らせ！
  ①新原学長がハノイ工科大学から名誉博士号を授与されました！
--------------------------------------------------------------------
・７月３０日（木）にベトナム・ハノイ工科大学から、長岡秘術科学大学の
 新原学長が名誉博士号を授与されました。 
 この度の名誉博士号は新原学長のハノイ工科大学の教育・研究等における
 多大な功績により授与されたもので、当日の式典にはHoang Minh Son ハ
 ノイ工科大学長、田中みずき在ベトナム日本国大使館二等書記官をはじめ
 ベトナム国内から多数の参加者があり盛大な会となりました。 

 【詳  細】http://www.nagaokaut.ac.jp/j/news/150810.html

--------------------------------------------------------------------
 (5)長岡工業高等専門学校からのお知らせ！
  ①ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ2015～大学見本市＆ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏｯﾁﾝｸﾞ～ に出展します！
--------------------------------------------------------------------
・長岡工業高等専門学校は、全国規模の大学発「知」の見本市『イノベーシ
 ョン・ジャパン2015～大学見本市＆ビジネスマッチング～』に出展いたし
 ます。大学などで行われている最先端の研究成果が一堂に集結。企業関係
 者を対象として実用化を展望した展示・技術説明等を行い、優れた技術シ
 ーズと産業界のニーズとのマッチングを図ります。
 お近くにお越しの際は是非お立ち寄りください。

 【日  時】 平成２７年８月２７日（木）～２８日（金） 

 【会  場】 東京ビッグサイト 西１ホール（東京・江東区有明3-11-1） 

 【展示内容】「３Dプリンタを用いた総形砥石の製作技術」
        展示会小間番号M-08

 【主  催】 独立行政法人科学技術振興機構、
        独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 

  【入 場 料】 無 料 

 【詳  細】http://www.nagaoka-ct.ac.jp/info/30620.html

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

◇ 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
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◇ 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
◇ ８月３１日（月） 12：00～ 経営戦略会議

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
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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