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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（2015.09.02 №489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)「会員企業 工場見学会」のご案内！】
     【(2)ＮＡＺＥのＰＲパネルを更新！】
   【(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：会員＆支援機関の新聞掲載情報！
   【長岡信用金庫】
   【ＮＡＺＥ】
   【長岡技術科学大学】
     
 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)(公財)にいがた産業創造機構からのお知らせ！】
   【(4)長岡技術科学大学からのお知らせ！】
   【(5)㈱エム・エスオフィスからのお知らせ！】       

 05：ＮＡＺＥ：今後の主な行事・会議予定

--------------------------------------------------------------------
01.ＮＡＺＥコラム
--------------------------------------------------------------------
・９月になり、涼しくすごしやすい気候となりました。早いもので今月が終
 わると年度の半分が終了します。ＮＡＺＥにおいても、既に終了した事業
 もあれば、まだまだこれからの事業もありますが、そろそろ次年度に向け
 た検討を行なってまいりたいと思います。次年度の事業の検討に際して、
 会員並びに支援機関の皆様からも広くご意見を頂戴できればと思っており
 ますので、皆様の「アイデアや熱い思い」をお気軽に事務局にお寄せいた
 だければと思います。

--------------------------------------------------------------------
02.ＮＡＺＥからのお知らせ
  （1）「会員企業 工場見学会」のご案内！
--------------------------------------------------------------------
・産産ネットワーク構築事業として、「ＮＡＺＥ会員企業の工場見学会」を
 開催いたします。今年度は、エヌ・エス・エス㈱と㈱鈴民精密工業所の２
 社を見学いたします。
 市内の大学生、高専生、工業高校生も参加しますので、学生･生徒との交
 流も期待できます！
 皆様、ぜひこの機会にご参加ください！

 【開催日時】平成２７年９月２５日（金） 9：00～17：00
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 【集  合】ＮＩＣＯテクノプラザ駐車場（9：00）

 【見 学 先】①エヌ・エス・エス㈱（小千谷）
       ②㈱鈴民精密工業所（寺泊）
 
 【移  動】貸切バス
 
 【参 加 費】無 料

 【定  員】２５名（先着順）
 
 【申込締切】９月１１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/3794/

--------------------------------------------------------------------
  (2)ＮＡＺＥのＰＲパネルを更新！
--------------------------------------------------------------------
・長岡駅前西口地下通路とハイブ長岡の長岡市産業展示室、ＮＩＣＯテクノ
 プラザに展示してある、ＮＡＺＥと会員をＰＲするパネルを更新しました。
 皆様、機会があればぜひご覧ください。
 
--------------------------------------------------------------------
  (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！
--------------------------------------------------------------------

 ①ＮＡＺＥ公開セミナー「鋳造技術」を開催！
  
  ・８月２４日(月)、長岡の鋳造の歴史を振り返る「鋳造セミナー」を開
   催。今回は、第１部として「歴史にみる長岡地域の鋳物業の生成と発
   展」と題して長岡大学の松本先生から、第２部として「軽金属鋳造技
   術のための基礎材料科学」と題して長岡工業高等専門学校の青柳先生
   からご講義いただきました。

 ②「第７回 ＮＥＸＴ道場」を開催！
  
  ・８月２５日(火)、「ＮＥＸＴ道場」の第７回目を開催。今回は、㈱北
   越銀行 コンサルティング営業部の浅妻調査役様から、「会社経営の
   ヒント」と題して、企業の財務分析の方法について、ご講義いただき
   ました。

 ③「３部会合同納涼会」を開催！
   



file:///E¦/01_NAZE全体/NAZEメール/27年度/ネットマガジンＮＡＺＥ489－20150902.txt[2015/09/08 14:21:33]

  ・８月２６日(水)、ＮＡＺＥ会員並びに支援機関の親睦を深めるため、
   かも川別館にて「３部会合同納涼会」を開催。当日は、会員並びに支
   援機関の担当者、計５６名が出席され、一層の交流と連携促進を深め
   られました。

 ④「第７回 現場改善インストラクター養成スクール」を開催！

  ・８月２７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７回を開催。今回はものづくりインストラクターの国谷
   先生から「目で見る管理」「方針管理と日常管理 現場改善の進め方」
   について、ご講義いただきました。

--------------------------------------------------------------------
03.ＮＡＺＥ会員＆支援機関：新聞掲載情報！
--------------------------------------------------------------------
  ■【長岡信用金庫】長岡信用金庫新理事長 名地定夫氏に聞く
   〔平成２７年 ８月２５日（火） 長岡新聞： １面〕

 ■【ＮＡＺＥ】地元の技術力すごい 小学生が工場見学ツアー
   〔平成２６年 ８月２６日（水） 新潟日報：１６面〕

 ■【長岡技術科学大学】 メキシコ初の高専開校に長岡技大が支援
   〔平成２６年 ８月２７日（木） 長岡新聞：  ３面〕

--------------------------------------------------------------------
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！
  ①「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

--------------------------------------------------------------------
  ②地方創生〔若者対象〕ながおか仕事創造アイデア・コンテスト募集！
--------------------------------------------------------------------
・若者から魅力あるまちづくりや起業のアイデアを募る「ながおか仕事創造
 アイデア・コンテスト」を開催します。若者や子どもたちの発想で、長岡
 の未来の夢を育む魅力づくりのアイデアや、仕事づくりにつながる実践的
 な新しいアイデアを募集します。
 長岡市は長岡大学や専門家と連携し、新規性・長岡の魅力の向上の観点で
 審査します。優れたアイデアは大学や今後設立の「ながおか・若者・しご
 と機構」で実現に向けた支援を検討します。
 魅力あふれるアイデアをお待ちしております！

 【募集部門】
  ◆「いいね！アイデア」部門
   長岡の地域資源（長岡花火、米百俵まつり、信濃川等）を活用したア
   イデアで、住んでいる人々が“あればいいな”と思うようなもの・こ
   と、長岡市以外に住んでいる人々が“行ってみたいな”と思うような
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   もの・ことを募集します。

  ◆「起業アイデア」部門
   起業につながる新しい事業・商品に関する提案を募集します。
   既存企業から技術やノウハウなどの協力を得た起業計画でも結構です。
 

 【対 象 者】小学校高学年（5・6年生）、中学生、高校生、学生・院生
       （専門学校、高等専門学校、短期大学、大学、大学院）、
       概ね40歳までの社会人、40歳までの社会人のうち女性及び
       女性のみのグループ

 【募集期間】平成２７年７月１日（水）～９月３０日（水）まで

 【表  彰】
  ■いいね！アイデア部門：最優秀賞(5万円)1件、優秀賞(2万円)14件

  ■起業アイデア部門：最優秀賞(10万円)1件、優秀賞(5万円)4件

 【詳  細】http://www.city.nagaoka.niigata.jp/shisei/cate01/sousei/idea-contest.html

--------------------------------------------------------------------
 (2)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/

--------------------------------------------------------------------
  ②2015「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
 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） 
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     ※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/

--------------------------------------------------------------------
 (3)(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 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
   
--------------------------------------------------------------------
 (4)長岡技術科学大学からのお知らせ！
  ①第35回「技大祭」を開催します！
--------------------------------------------------------------------
・9月20日（日）、21日（月・祝）に第35回技大祭を開催します！今年のテ
 ーマは“Emotion”です。楽しいという「感情」、新しいものを知った時
 の「感動」を皆様に感じてほしいとの思いを込めて、様々な企画を用意し
 ております。ぜひご来場ください！

 【詳  細】http://www.nagaokaut.ac.jp/j/news/e_150827.html

--------------------------------------------------------------------
 (5)㈱エム・エスオフィスからのお知らせ！
  ①長岡市主催「若者の職場定着セミナー&交流会」のご案内！
--------------------------------------------------------------------
・20代～30代の若者が主体的に仕事に取り組み職場に定着することを狙いと
 して「目標を持つことの重要性／なりたい自分に成長するための対人関係
 力の高め方」などをテーマに若者の職場定着セミナー&交流会（全2回）を
 開催します。ぜひ！若い社員の方へのご参加をご検討ください！
 
 【日  時】◇第1回：平成２７年 ９月１４日（月）18：30～21：00
       ◇第2回：平成２７年１０月１６日（金）18：30～21：00

 【会  場】まちなかｷｬﾝﾊﾟｽ長岡（※第1回:交流ﾙｰﾑ、第2回:301会議室）

 【内  容】講義及びワークショップ
       ◇第1回：将来のなりたい自分を明確にイメージする
       ◇第2回：なりたい自分に成長するための対人関係力の高め方
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 【詳  細】http://www.ms-office.co.jp/img/20150914Shigotomo_Nagaoka.pdf

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

◇ ９月 ２日（水） 16：00～ 高専見学会
◇ ９月 ２日（水） 16：00～ ５Ｓチェック会 Ｂグループ検討会
◇ ９月 ３日（木）  9：30～ 現場改善ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ養成ｽｸｰﾙ⑧
◇ ９月 ８日（火）  9：00～ ものづくり現場改善支援「㈱オオイ」
◇ ９月 ８日（火） 18：00～ ＮＥＸＴ道場⑧
◇ ９月 ９日（水）  9：00～ ものづくり現場改善支援「㈱小西鍍金」
◇ ９月１０日（木）  9：30～ 現場改善ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ養成ｽｸｰﾙ⑨
◇ ９月１１日（金）  9：30～ 現場改善ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ養成ｽｸｰﾙ⑩
◇ ９月１５日（火） 18：00～ ＮＥＸＴ道場⑨
◇ ９月１６日（水） 12：00～ 経営戦略会議②
◇ ９月１６日（水） 17：00～ 広報部会⑤
◇ ９月１７日（木）  9：30～ 現場改善ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ養成ｽｸｰﾙ⑪
◇ ９月１７日（木） 17：30～ 技術部会⑥
◇ ９月１８日（金）  9：30～ 現場改善ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ養成ｽｸｰﾙ⑫
◇ ９月２４日（木）  9：30～ 現場改善ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ養成ｽｸｰﾙ⑬
◇ ９月２４日（木） 17：30～ 交流部会⑥  
◇ ９月２５日（金）  9：00～ 会員企業工場見学会
◇ ９月２５日（金）  9：30～ 現場改善ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ養成ｽｸｰﾙ⑭
◇ ９月２８日（月） 18：00～ 交流塾⑤
◇ ９月２９日（火） 16：00～ ５Ｓチェック会 成果発表会

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
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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