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**********************************************************************
ぎふＩＴ・ものづくり協議会が提供する無料の電子情報誌
ニューズレター 第542号（2019年度 第8号）
2019年7月19日(金)発行
＜今号の配信数 1133件＞
**********************************************************************
========================◆ニューズレター 目次◆=======================
●ぎふＩＴ・ものづくり協議会からのお知らせ（4件）
・【お知らせ】情報交流事業「県内企業のIoT活用・カイゼン事例を学ぶ」
参加者募集中！
・【お知らせ】「清流の国ぎふ働き方改革推進人材育成事業
受講生（航空宇宙産業で働きたい方）」募集中！
・【お知らせ】「第15回 JNB新事業創出全国フォーラム in 香川」
開催のご案内
・【お知らせ】「ぎふＩＴ・ものづくり協議会 会員」募集中！
●会員企業からのお知らせ（1件）
・【お知らせ】「『橋』を見守る人・ロボット・ドローン」開催の
ご案内
●ソフトピアジャパンからのお知らせ（9件）
・【 研 修 】 ソフトピアジャパンIoT・IT研修 受講者募集《助成対象》
・【 研 修 】 ソフトピアジャパンIoT・IT研修 実践研修のご案内
・【お知らせ】「来客予測AI活用ワークショップ in 大垣」開催のご案内
・【お知らせ】「来客予測AI活用ワークショップ in 岐阜」開催のご案内
・【お知らせ】「岐阜サマー・サイエンス・スクール2019 in なかつがわ」
一般公開講義のご案内
・【お知らせ】デジタルトランスフォーメーションを生き残る！
「これからの経営のためのIoTイノベーション」参加者募集
・【お知らせ】「令和元年度岐阜県IoTコンソーシアム ワーキンググループ
事業費補助金募集」（2次募集）のご案内
・【お知らせ】IT・IoT活用で、製造現場の改善を応援します！
「スマートものづくり応援隊」「現場派遣事業」のご案内
・【お知らせ】「スマート経営アドバイザー派遣事業」のご案内
●テクノプラザからのお知らせ（1件）
・【セミナー】テクノプラザCADセミナーのご案内《助成対象》
●その他のお知らせ（7件）
http://gifu‑itmonodukuri.jp
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・【お知らせ】「知的財産経営ハンズオン支援事業」参加企業募集中！
・【お知らせ】能力開発セミナー「フライス盤作業」受講者募集
・【お知らせ】能力開発セミナー「機械図面の見方・読み方講座(2)」
受講者募集
・【お知らせ】能力開発セミナー「ムダ取り改善セミナー」受講者募集
・【お知らせ】能力開発セミナー「品質管理(初級)講座」受講者募集
・【お知らせ】「第15回賢材塾（次世代技術経営者育成セミナー）」
参加者募集
・【お知らせ】「中小企業技術者研修（IoT入門課程）」受講者募集
**********************************************************************
●ぎふＩＴ・ものづくり協議会からのお知らせ（4件）
**********************************************************************
□■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■□ 【お知らせ】情報交流事業「県内企業のIoT活用・カイゼン
事例を学ぶ」参加者募集中！
□■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■□
IoTシステムを自社で開発し工場内で実際に使用されている企業ならではの
事例の紹介、3Dプリンタやシミュレーションソフトの活用や、働き方改革も
含めて先進的に取り組まれている工場を見学します。
岐阜県IoTコンソーシアムとの共催事業です。
会員の皆様の参加をお待ちしております。
【日

時】令和元年7月30日(火) 14時〜16時10分

【場

所】株式会社イマオコーポレーション 美濃第一工場 会議室
（美濃市須原605 TEL：0575‑32‑2231 URL：https://www.imao.co.jp/）

【内 容】
(1)14時〜14時05分：挨拶
(2)14時05分〜14時55分：「イマオコーポレーションの改善活動、
IT/IoT活用事例紹介」の説明
(3)15時〜16時：工場施設見学・質疑応答
(4)16時10分：解散
【対象/定員】ぎふIT・ものづくり協議会会員、岐阜県IoTコンソーシアム会員
30名（乗り合わせの上お越しください。）
【参加料】無料
※現地集合・現地解散になります。
【申込方法】Webサイト又は、メールにて、所属名、氏名、役職を記入の上、
申し込みください。
URL：https://gifuiot.softopia.or.jp/event20190730/
E‑mail：gifuiot@softopia.or.jp
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【締

切】令和元年7月23日(火)
※定員に達し次第締め切ります。

【主催等】主催：岐阜県IoTコンソーシアム

共催：ぎふIT・ものづくり協議会

【その他】(1)服装は、軽装可(背広でも可)。
(2)靴は、滑らないものがよい(普通の革靴は可。ハイヒールは不可。)。
【問合せ】
岐阜県IoTコンソーシアム事務局
URL：https://gifuiot.softopia.or.jp/
TEL：0584‑77‑1188 FAX：0584‑77‑1107

E‑mail：gifuiot@softopia.or.jp

□■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■□ 【お知らせ】「清流の国ぎふ働き方改革推進人材育成事業
受講生（航空宇宙産業で働きたい方）」募集中！
□■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■□
岐阜県商工労働部労働雇用課及びぎふIT・ものづくり協議会からのお知らせ
です。
「一貫生産に対応できる航空宇宙産業人材育成事業」の受講生を募集してい
ます。
「雇用型訓練（企業で4か月間の有期雇用で給与支給）」を行い、本年12月から
「全員の正社員化」を前提としています。
皆様の応募をお待ちしております。
【募集人員】20名
【募集締切】令和元年7月31日(水)
※募集人員に達し次第、締め切らせていただきます。
【スケジュール】
(1)8月〜9月 「雇用型訓練（Off‑JT）」
ビジネスマナーやコミュニケーション等の基本スキルから、基本的な技術
や知識が習得できる訓練を実施予定。
(2)10月〜11月 「雇用型訓練（OJT）」
個別企業で訓練を行うほか、合同で他社や最先端の製造現場等の体験も
できるようなプログラムを実施予定。
(3)12月〜 「全員の正社員化」を前提としています。
【問合先・申込先】株式会社ブイ・アール・テクノセンター(岐阜県受託事業者)
（〒509‑0109 各務原市テクノプラザ1‑1）
TEL：058‑379‑2281
E‑mail：c‑kensyu@vrtc.co.jp
□■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■□
【お知らせ】「第15回 JNB新事業創出全国フォーラム in 香川」
開催のご案内
□■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■□
日本ニュービジネス協議会連合会（JNB）から岐阜ニュービジネス協議会
（ぎふＩＴ・ものづくり協議会）会員の皆様にお知らせです。
http://gifu‑itmonodukuri.jp
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「第15回JNB新事業創出全国フォーラム in 香川〜何がでっきょん！それ、
うまげなの！〜」の開催をご案内します。
【日

時】令和元年10月24日(木) 13時30分〜19時30分

【場

所】JRホテルクレメント高松
（香川県高松市浜ノ町1‑1）

【内 容】
(1)13時30分〜13時55分：開会式
(2)14時〜14時50分：第14回ニッポン新事業創出大賞表彰式
(3)15時〜17時50分：記念シンポジウム
［セクション1］基調講演「リーダーが育つ55の智慧（仮）」
講師：似鳥 昭雄 氏（株式会社ニトリホールディングス
代表取締役会長兼CEO）
［セクション2］講演会「高松丸亀町商店街の再生」
講師：古川 康造 氏（高松市・丸亀町商店街振興組合理事長）
(4)18時〜19時30分：大交流会
【参加費】会員無料。大交流会参加の場合は参加費1万円（会員も有料）
【詳細・申込方法】下記URLをご覧ください。
URL：http://www.nbc.cx/forum/
【問合せ】香川ニュービジネス協議会事務局
TEL・FAX：087‑813‑0730
E‑mail：info@nbc.cx
□■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■□ 【お知らせ】「ぎふＩＴ・ものづくり協議会 会員」募集中！
□■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■□
ぎふＩＴ・ものづくり協議会は、会員を募集しています。
会員になると多くの特典があります！是非ともこの機会に入会をお薦めします。
【特 典】
1.IoT・AI(人工知能)・ロボット・カイゼン・ヘルスケア・3Dプリンタ・AR
(拡張現実)・VR(仮想現実)などICTの最新情報をテーマにした講演会・セミ
ナーを無料で受講できます。
2.ソフトピアジャパン・VRテクノセンターの有料研修を受講した際「助成金」
を受けられます。
3.特徴あるものづくり企業の工場視察に無料で参加できます。
4.多様な業種の企業が集まる企業交流会やビジネスマッチングに無料で
参加できます。
5.電子メール配信サービス（隔週金曜日配信、配信先1133社）で貴社をPR
できます。
6.経済産業省・総務省・岐阜県の助成金やセミナー情報などを入手できます。
7.日本ニュービジネス協議会連合会(JNB)、中部ニュービジネス協議会(CNB)
等の事業に参加できます。
【入会資格】企業、事業協同組合、協同組合などの団体または個人
http://gifu‑itmonodukuri.jp
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全国各地からの入会が可能です。
（※現在の会員数は124社です。）
【会

費】入会金無料
年会費 7月入会の場合「22,500円」に減額されます(通常3万円)。

【入会申込方法】
下記に連絡していただけば、入会申込書（電子ファイルまたは用紙）を
お送りします。入会申込書に記入・押印して送付していただけば、入会
できます。
ぎふＩＴ・ものづくり協議会 事務局（担当：小森・木寺・高野）
（〒503‑8569 岐阜県大垣市加賀野4丁目1番地7 （公財）ソフトピアジャパン内）
TEL：0584‑77‑1166
FAX：0584‑77‑1105
E‑mail：info@gifu‑itmonodukuri.jp
**********************************************************************
●会員企業からのお知らせ（1件）
**********************************************************************
□■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■□ 【お知らせ】「『橋』を見守る人・ロボット・ドローン」
開催のご案内
□■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■□
岐阜高専若鮎連携事業室からのお知らせです。
岐阜工業高等専門学校同窓会「若鮎会」は、学生から大人まで幅広い年代の
方々を対象とした「橋の魅力・橋の維持管理の大切さ」に関する公開講座を
開催します。
皆様、是非、小中学生のお子様と一緒に参加いただき、地元長良川に架かる
橋を家族の話題にしていただけたらと思います。
【講

師】羽田野 英明 氏（岐阜大学工学部附属インフラマネジメント技術
研究センター客員教授 博士（工学））

【日

時】令和元年7月27日(土) 14時〜16時

【会

場】じゅうろくプラザ 中会議室1
（岐阜市橋本町1丁目10番地11）

【参加費】無料
【定

員】90名（限定）

【主催等】
主催：岐阜工業高等専門学校同窓会「若鮎会」
後援：岐阜工業高等専門学校、岐阜県教育委員会、岐阜市教育委員会
【詳細・申込方法】
http://gifu‑itmonodukuri.jp
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申込みは、FAX(058‑322‑6571)又は下記Webサイトからお願いします。
URL：https://www.wakaayu.org/openlecture/
【問合せ】岐阜高専若鮎会事務局（〒501‑0495 本巣市上真桑2236‑2）
TEL：058‑323‑8752 FAX：058‑322‑6571 E‑mail：info@wakaayu.org
********************************************************************
●ソフトピアジャパンからのお知らせ（9件）
**********************************************************************
◇◆◇━━━━━━━━━━[ぎふＩＴ・ものづくり協議会助成対象研修]━━
◆◇
ソフトピアジャパンIoT･IT研修 受講者募集
◇◆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇◆◇
7月から10月までの研修のお申し込み受付中です。
IoT導入に必要な知識やデバイスの使い方の他、機械学習を使ったAI、CADや
Webデザインなどの研修を実施します。
皆様からの受講のお申し込みをお待ちしております。
ソフトピアジャパンIoT・IT研修は、[ぎふIT・ものづくり協議会助成金]の
対象です。
・受講者1名につき10,000円（1講座2名まで、年間延べ3名まで）
●講座名・開催日・受講料
−−−−−−−−−−−−
IoT
−−−−−−−−−−−−
・IoT導入に関する情報セキュリティ対策
〜IoT時代におけるセキュリティの基本と応用〜
（8/26
・Node‑REDで始めるIoT入門
(9/12‑13
・製造現場におけるLAN活用技術（VLAN構築）
(10/10‑11
・RaspberryPi 実践編
(10/31‑11/1

15,000円)
23,000円)
20,000円)
19,000円)

−−−−−−−−−−−−
人工知能
−−−−−−−−−−−−
・機械学習に役立つPython数値計算ライブラリ入門
〜データ加工・集計ライブラリ編〜
(9/19‑20

18,000円)

−−−−−−−−−−−−
データ分析
−−−−−−−−−−−−
・統計解析ソフト「R」を用いたデータ分析
〜統計解析アドバンスコース〜
(7/26
・Pythonで学ぶ時系列データ分析の基礎と状態空間モデル
(10/16

http://gifu‑itmonodukuri.jp
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−−−−−−−−−−−−
情報システム開発
−−−−−−−−−−−−
・オープンソースRPA「SikuliX」を触って学ぶ自動化の基礎
(8/29
・GitHub入門編
〜技術者のためのバージョン管理方法〜
(9/3
・ブロックチェーン技術の基礎
(9/26‑27
−−−−−−−−−−−−
CAD
−−−−−−−−−−−−
・SOLIDWORKS 応用
・Fusion360デジタルものづくり中級編
〜ものづくりマスターを目指して〜

（7/29‑30
(8/8

11,000円)
16,000円)
14,000円)

61,000円)
16,000円)

−−−−−−−−−−−−
Web開発
−−−−−−−−−−−−
・Bootstrap4を使った簡単レスポンシブWebデザイン（8/2

15,000円)

−−−−−−−−−−−−
アプリケーション開発
−−−−−−−−−−−−
・Androidアプリケーション開発

19,000円)

実践編

(10/3‑4

【研修サイト】https://training.softopia.or.jp
【問い合わせ】公益財団法人ソフトピアジャパン 産業人材育成室
TEL：0584‑77‑1166
E‑mail：training@softopia.or.jp
◇◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆◇ 【研修】ソフトピアジャパンIoT・IT研修 実践研修のご案内
◇◆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇◆◇
IoT・IT研修（実践編）は、岐阜県内企業（複数の企業から構成されるグループ
も含む）や団体からのご要望により、開催日や開催場所を決めて開催する研修
です。以下のモデルコースの他、研修内容をご要望により調整する他、モデル
コース以外の内容についてもご相談により対応します。
【問合せ】
公益財団法人ソフトピアジャパン 産業人材育成室 産業人材育成担当
TEL: 0584‑77‑1166 E‑mail: training@softopia.or.jp
◇◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆◇ 【お知らせ】「来客予測AI活用ワークショップ in 大垣」
開催のご案内
◇◆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇◆◇
本ワークショップでは、商業・サービス事業者を対象に「AIとは何なのか？」
「どういうことができるのか？」、店舗向けに開発されたAIツールを実際に体
http://gifu‑itmonodukuri.jp
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験し、活用イメージを探索します。
皆様の参加をお待ちしております。
【日

時】令和元年7月23日(火) 14時〜16時

【場

所】ソフトピアジャパン センタービル 11階 中会議室3
（大垣市加賀野4丁目1番地7）

【対

象】岐阜県内に主たる事業所を有する中小企業・小規模事業者

【内 容】
・AIの概要・活用のポイントと注意点
・来客予測AIツールの概要
・AIツール導入事例から自社の活用イメージを考察する
・過去の来客データからAIツールを活用し来客予測データを作成する
（来客データは、最低1ヵ月〜2年分の来客データの持参を予定）
※来客予測データはお持ち帰りいただき活用いただきます
【詳

細】詳細・お問合せは下記URLをご参照ください。
URL：https://www.softopia.or.jp/events/20190723ai/

【問合せ】
公益財団法人ソフトピアジャパン 経営支援室（担当：伊藤、手嶋、金森）
TEL：0584‑77‑1166
E‑mail：iotad@softopia.or.jp
◇◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆◇ 【お知らせ】「来客予測AI活用ワークショップ in 岐阜」
開催のご案内
◇◆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇◆◇
本ワークショップでは、商業・サービス事業者を対象に「AIとは何なのか？」
「どういうことができるのか？」、店舗向けに開発されたAIツールを実際に体
験し、活用イメージを探索します。
皆様の参加をお待ちしております。
【日

時】令和元年8月8日(木) 14時〜16時

【場

所】岐阜商工会議所 4‑A会議室
（岐阜市神田町2丁目2番地）

【対

象】岐阜県内に主たる事業所を有する中小企業・小規模事業者

【内 容】
・AIの概要・活用のポイントと注意点
・来客予測AIツールの概要
・AIツール導入事例から自社の活用イメージを考察する
・過去の来客データからAIツールを活用し来客予測データを作成する
（来客データは、最低1ヵ月〜2年分の来客データの持参を予定）
※来客予測データはお持ち帰りいただき活用いただきます
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【詳

細】詳細・お問合せは下記URLをご参照ください。
URL：https://www.softopia.or.jp/events/20190808ai/

【問合せ】
公益財団法人ソフトピアジャパン 経営支援室（担当：伊藤、手嶋、金森）
TEL：0584‑77‑1166
E‑mail：iotad@softopia.or.jp
◇◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆◇ 【お知らせ】「岐阜サマー・サイエンス・スクール2019
in なかつがわ」一般公開講義のご案内
◇◆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇◆◇
中学生が科学のおもしろさ、不思議さ、楽しさを学ぶスクールの中で、一般の方
も参加できる公開講義を開催しますので、ご案内します。
【講

演】(1)「やらなければならないことは、やりたいことにしよう」
講師：滝 久雄 氏（株式会社ぐるなび取締役会長CEO・創業者）
日時：令和元年7月30日(火) 14時〜15時30分
場所：中津川市健康福祉会館
（中津川市かやの木町2番5号））
(2)「生命の謎にせまる」
講師：輕部 征夫 氏（東京工科大学学長）
日時：令和元年8月2日(金) 9時〜11時30分
場所：東美濃ふれあいセンター
（中津川市茄子川1683‑797））

【申込・詳細】下記URLからお申し込みください。
URL：http://gsss.jp/youkou.html
【問合せ】岐阜サマー・サイエンス・スクール実行委員会事務局
TEL:0573‑66‑1111（内線4236または4231〜4235） FAX:0573‑65‑3338
E‑mail:gakkou‑e@city.nakatsugawa.lg.jp
◇◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆◇ 【お知らせ】デジタルトランスフォーメーションを生き残る！
「これからの経営のためのIoTイノベーション」
参加者募集
◇◆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇◆◇
IoTにより「モノ」や「ヒト」のポテンシャルを最大化・最適化する一方で戦略
や業務フローの変革といった経営の革新は今後ますます重要になってきます。
このセミナーではIoT活用のチャンスを生かし、困難を克服するための手法を
共有して、これからの時代に生き残る戦略を策定します。
ご興味のある方は、是非ご参加ください。
【日

時】令和元年8月19日(月) 13時30分〜17時30分

【場

所】ソフトピアジャパン ドリーム・コア 2階 会議室
（大垣市今宿6‑52‑16）

【内

容】(1)13時30分〜14時40分「IoT時代の変革のチャンスと困難」
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(2)14時50分〜16時「IoTイノベーションを設計する手法」
(3)16時10分〜17時30「イノベーション設計手法の体験」
【対

象】中小企業の事業者、新規事業・企画営業・マーケット担当者

【定

員】20名（先着順）
※定員に達し次第締め切ります。

【受講料】無料
【申込み】下記URLからお申し込みください。
URL：https://www.softopia.or.jp/events/20190819̲iotseminar/
【問合せ】公益財団法人ソフトピアジャパン 新サービス創出支援室 (担当：浅羽)
TEL:0584‑77‑1188
E‑mail:seminar@softopia.or.jp
◇◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆◇ 【お知らせ】「令和元年度岐阜県IoTコンソーシアム
ワーキンググループ事業費補助金募集」（2次募集）
のご案内
◇◆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇◆◇
岐阜県IoTコンソーシアムは、コンソーシアム会員による複数の企業等で構成
されるワーキンググループのIoT導入・実証、研究・開発に対し、経費を助成
します。
令和元年度の補助事業の2次募集を開始しましたので、ご案内します。
【補助対象事業】
・IoTを活用して生産性向上等の試行・実証・調査・検証、新商品・新サー
ビス等の研究開発・製品化・事業化に要する経費に対して補助します。
＜補助対象経費＞
活動費：人件費・謝金・旅費・事務費
開発費：備品消耗品費・機械装置費・役務費・委託費・産業財産取
得費
※人件費のみ、委託費のみ、機械装置費のみ、産業財産取得費のみ
の計画は認められません。
【補助対象者】
岐阜県IoTコンソーシアム設置要綱第16条に定めるワーキンググループ
・岐阜県IoTコンソーシアムの会員で構成。
・ワーキンググループ構成員には一般会員が2者以上含まれること。
・幹事企業は、県内に本社、本店等を有する会員であること。
※幹事企業は、補助金の管理を適切に行える体制を有すること。
※岐阜県IoTコンソーシアム理事長が設置を認めたものが対象となります。
（ワーキンググループの設立届は随時受付しています。）
【補助率及び補助限度額】
補助率：補助対象経費の2分の1以内
補助限度額：上限5,000千円

http://gifu‑itmonodukuri.jp

2019‑08‑21 22:37:47 / Page 10

【スケジュール】
・8月9日(金)
・8月23日(金)予定
・8月下旬
【詳

公募締切
（外部審査員による）審査会
採択通知・事業開始

細】下記URLをご覧ください。
URL：https://gifuiot.softopia.or.jp/hojokin2019‑2/

【問合せ】岐阜県IoTコンソーシアム
公益財団法人ソフトピアジャパン
IoTコンソーシアム事務局運営室（太田、山幡、山内）
E‑mail：gifuiot@softopia.or.jp
TEL：0584‑77‑1188 FAX：0584‑77‑1107
◇◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆◇ 【お知らせ】IT・IoT活用で、製造現場の改善を応援します！
「スマートものづくり応援隊」「現場派遣事業」
のご案内
◇◆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇◆◇
公益財団法人ソフトピアジャパンでは、IT・IoT等を活用した製造現場の改善
を支援する「スマートものづくり指導者」を育成し、その指導者を県内の
ものづくり中小企業に派遣しております。
派遣にご興味をお持ちの方は、是非お問い合わせください。
【対

象】県内に主たる事業所を有するものづくり中小企業

【内

容】IT・IoT等の活用による製造現場の改善に向けたアドバイス・提案
(1)ソフトピアジャパン職員によるヒアリング等（無償）
(2)スマートものづくり指導者の派遣（有償）

【詳

細】詳細・お問合せは下記URLをご参照ください。
URL：https://www.softopia.or.jp/support/smart‑monodukuri/

【問合せ】公益財団法人ソフトピアジャパン IoT推進室（担当：難波田、西部、宮川）
TEL：0584‑77‑1166
E‑mail：smart@softopia.or.jp
◇◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆◇ 【お知らせ】「スマート経営アドバイザー派遣事業」のご案内
◇◆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇◆◇
公益財団法人ソフトピアジャパンでは、業務の効率化・自動化、営業支援
のためのデータ収集、経営状態の見える化など、生産性の向上につなげる
ための取り組みを応援します。
専門的な知見を有する「スマート経営アドバイザー」を県内企業の要請に
応じて派遣して、貴社の身の丈に合ったIT・IoT・システムの導入等を支
援します。
派遣にご興味をお持ちの方は、是非お問い合わせください。
【対

象】岐阜県内に主たる事業所を有する企業
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【内

容】IoT等の導入・活用による業務の生産性向上に向けたアドバイス、
提案
(1)ソフトピアジャパン職員によるヒアリング等（無償）
(2)スマート経営アドバイザーの派遣（有償）

【詳

細】詳細・お問合せは下記URLをご参照ください。
URL：https://www.softopia.or.jp/smart‑keiei/

【問合せ】
公益財団法人ソフトピアジャパン 経営支援室（担当：伊藤、手嶋）
TEL：0584‑77‑1166
E‑mail：iotad@softopia.or.jp
**********************************************************************
●テクノプラザからのお知らせ（1件）
**********************************************************************
□■□━━━━━━━━［ぎふＩＴ・ものづくり協議会助成対象研修］━━━
■□
テクノプラザCADセミナーのご案内
□■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■□
///CATIA V5 データ活用編 ///
【開催日】 7月24日(水)〜25日(木) 2日間 10時〜17時
【学習目標】 アセンブリ上で、関係部品を参照しながらモデルを
作成する方法を解説します。それらの変更が自動的にモデルに
反映されるなど、効率的な作業が可能になります。
1.アセンブリデザイン反応
2.参照
3.スケッチ・ソリッド・サーフェス
4.演習
【受講料

73,440円 /

（岐阜県受講料減免後）
48,960円
（各務原市/関市受講料減免後) 24,480円
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
///Creo 図面
///
【開催日】 7月26日(金) 1日 10時〜17時
【学習目標】3次元モデルから3面投影後、図面として完成させる操作を習得
します。
1.3Dデータの投影
2.補助ビュー、断面図、注記等の作成
【受講料

42,300円 /

（岐阜県受講料減免後）
28,200円
（各務原市/関市受講料減免後) 14,100円
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
///産業用ロボット安全 ///☆ロボット導入を考えている企業に
【開催日】 7月30日(火)〜31日(水) 2日間 10時〜17時
【学習目標】産業用ロボットに関する安全知識習得コース
http://gifu‑itmonodukuri.jp
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・産業用ロボットに関する知識
・産業用ロボットの教示等に関する知識
・関係法令
・ロボットの操作
【受講料】116,640円 /

（岐阜県受講料減免後）
77,760円
（各務原市/関市受講料減免後)38,880円
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
詳しくはＷＥＢで！
http://www.vrtc.co.jp/tp‑cad/
ロボット研修はこちら
http://www.vrtc.co.jp/seizo/robo.html
★ツイッター始めました
https://twitter.com/VrtcK
◆◆施設利用できます◆◆
各種CAD、CAEソフト等、当館の施設利用が出来ます。
詳しくは↓ホームページ↓をご確認の上、是非ご利用ください。
http://www.vrtc.co.jp/tp‑cad/
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
【問合先】
〒509‑0109 岐阜県各務原市テクノプラザ1丁目1番地
テクノプラザCADセミナー 研修・運営業務担当 大前、戸谷
TEL:058‑379‑6370 または 058‑379‑2281
E‑mail：tp‑cad@vrtc.co.jp
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
※特記事項
各務原市内・関市内に事業所を有する企業及び市内に在住する個人の方が
当研修を受講された場合、減免価格にて受講できます。
詳しくは↓ホームページ↓をご確認ください。
http://www.vrtc.co.jp/tp‑cad/
**********************************************************************
●その他のお知らせ（7件）
**********************************************************************
◆◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◇◆ 【お知らせ】「知的財産経営ハンズオン支援事業」
参加企業募集中！
◆◇
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇◆
中部経済産業局からのお知らせです。
中部経済産業局では、知的財産経営を実践する先進的な事例を創出するため、
「知的財産経営ハンズオン支援事業」に参加する企業を募集します。
社内にある知的財産の見える化、既にある知的財産(権)の活用などにより
経営課題・事業課題を解決したいとお考えの企業様へ専門家（弁理士・弁護士
http://gifu‑itmonodukuri.jp
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・中小企業診断士・技術専門家等）を3回程度派遣し、知的財産経営の実践・
高度化を支援します。
ご関心のある企業様は、是非ともご応募ください。
【支援テーマ例】・ブランド・デザイン戦略
・商品開発時の知財体制強化
・新市場（海外・異分野）への展開
・営業秘密・ノウハウ管理
・知的財産にかかる契約・ライセンス

等

【実施期間】採択決定日（8月下旬頃）〜翌年2月末頃
【応募資格】社内にある知的財産の見える化、既にある知的財産(権)の活用な
どにより経営課題・事業課題を解決したいとお考えの愛知県、岐
阜県、三重県、富山県、石川県に所在する中小企業やベンチャー
企業等の事業者(個人や創業準備中の方は除く)
【応募締切】令和元年8月9日(金)
【詳 細】下記URLをご覧ください。
URL：https://www.chubu.meti.go.jp/b36tokkyo/sesaku/hands̲on/fy01̲hands̲on.html
【事業主体】中部経済産業局 地域経済部 産業技術課 知的財産室
【問合先】知的財産経営ハンズオン支援調査事業 運営事務局
三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社 政策研究事業本部
研究開発部 担当：平川、鈴木、萩原、長尾
TEL：052‑307‑1103
E‑mail：chubu‑ho＠murc.jp
◆◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◇◆ 【お知らせ】能力開発セミナー「フライス盤作業」受講者募集
◆◇
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇◆
岐阜県立国際たくみアカデミーからのお知らせです。
機械加工職種の在職者を対象に技能向上を図るセミナーです。
皆様の受講をお待ちしております。
【日

時】令和元年8月5日(月)、6日(火) 9時〜16時(2日間、12時間)

【会

場】岐阜県立国際たくみアカデミー
（美濃加茂市蜂屋町上蜂屋3545‑3）

【対

象】岐阜県内企業の在職者でフライス盤作業の経験があり、フライス
盤作業技能検定2級を目指している方

【内

容】フライス盤作業技能検定2級対策としての実技指導

【講

師】北川

【定

員】10人(申込先着順)

勉、松岡

http://gifu‑itmonodukuri.jp
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【申込期間】令和元年7月29日(月)まで
【申込方法】詳細・申込みは次のアドレスの添付チラシをご覧ください。
https://www.takumi.ac.jp/cmsform/enquete.php?id=9
【問合先】岐阜県立国際たくみアカデミー
教務・開発援助課 林崎
TEL：0574‑25‑2423
FAX: 0574‑25‑2489
E‑mail:c23202@pref.gifu.lg.jp
◆◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◇◆ 【お知らせ】能力開発セミナー「機械図面の見方・読み方講座(2)」
受講者募集
◆◇
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇◆
岐阜県立国際たくみアカデミーからのお知らせです。
ものづくり企業の若手社員などを対象に図面上の指示などを正しく解釈できる
よう基礎知識・スキルを向上させる講座です。
皆様の受講をお待ちしております。
【日

時】令和元年8月28日(水)、29日(木)、30日(金) 9時〜16時(3日間、18時間)

【会

場】岐阜県立国際たくみアカデミー
（美濃加茂市蜂屋町上蜂屋3545‑3）

【対

象】入社3年目までの新人・若手社員等

【内

容】・図面の役割と機能
・図面の様式
・投影図の種類と目的
・形状の表し方 断面表示 線の種類
・寸法記入方法 許容公差の考え方
・穴やねじ表示法 表面性状
・図面管理等

【講

師】塚本

【定

員】20人(申込先着順)

修

【申込期間】令和元年8月21日(水)まで
【申込方法】詳細・申込みは次のアドレスの添付チラシをご覧ください。
https://www.takumi.ac.jp/cmsform/enquete.php?id=6
【問合先】岐阜県立国際たくみアカデミー
教務・開発援助課 林崎
TEL：0574‑25‑2423
FAX: 0574‑25‑2489
E‑mail:c23202@pref.gifu.lg.jp
◆◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
http://gifu‑itmonodukuri.jp
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◇◆

【お知らせ】能力開発セミナー「ムダ取り改善セミナー」
受講者募集
◆◇
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇◆
岐阜県立国際たくみアカデミーからのお知らせです。
「5S・3定」、「目で見る管理」、「7つのムダ」、「動作経済の原則」等を
学び、現場のムダ取りを進めるための実践力を養います。
皆様の受講をお待ちしております。
【日

時】令和元年9月5日(木)、6日(金) 9時30分〜16時30分(2日間、12時間)

【会

場】岐阜県立国際たくみアカデミー
（美濃加茂市蜂屋町上蜂屋3545‑3）

【対

象】仕事を楽に早く安く改善したい中堅社員の方

【内

容】・ムダとは何か
・5S、3定
・見える化
・7つのムダ
・動作経済の原則
・現場のムダ取り実践(個人編、グループ編)
・事例発表による他者事例のベンチマーキング等

【講

師】成瀬敏計

【定

員】20人(申込先着順)

【申込期間】令和元年9月2日(月)まで
【詳細・申込方法】国際たくみアカデミーホームページの新着情報にある
添付チラシをご覧ください。
https://www.takumi.ac.jp/
【問合先】美濃加茂商工会議所（担当:松本）
TEL：0574‑24‑0123
FAX: 0574‑24‑0120
◆◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◇◆ 【お知らせ】能力開発セミナー「品質管理(初級)講座」
受講者募集
◆◇
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇◆
岐阜県立国際たくみアカデミーからのお知らせです。
仕事で品質管理に携わる方を対象に、顧客要求への適合を追及するため、
科学的・統計的なアプローチ手法である「QC7つ道具」の基本的な品質管理
手法を学び、職場で抱える品質問題・課題を演習で実践して解決の推進を図り
ます。
皆様の受講をお待ちしております。
【日

時】令和元年9月30日(月)、10月1日(火) 9時30分〜16時30分
(2日間、12時間)

http://gifu‑itmonodukuri.jp
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【会

場】岐阜県立国際たくみアカデミー
（美濃加茂市蜂屋町上蜂屋3545‑3）

【対

象】概ね入社3年目までの新人、若手社員等

【内

容】・品質とは何か? 品質管理とは何か?
・QC7つ道具の基本を学ぶ
チェックシート、ヒストグラム、パレート図、層別、散布図、
特性要因図、管理図
・事例研究(個人編、グループ編)
・事例発表による他者事例の共有とベンチマーキング等

【講

師】成瀬

【定

員】20人(申込先着順)

敏計

【申込期間】令和元年9月24日(火)まで
【申込方法】詳細・申込みは次のアドレスの添付チラシをご覧ください。
https://www.takumi.ac.jp/cmsform/enquete.php?id=8
【問合先】岐阜県立国際たくみアカデミー
教務・開発援助課 林崎
TEL：0574‑25‑2423
FAX: 0574‑25‑2489
E‑mail:c23202@pref.gifu.lg.jp
◆◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◇◆ 【お知らせ】「第15回賢材塾（次世代技術経営者育成セミナー）」
参加者募集
◆◇
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇◆
岐阜県、一般社団法人岐阜県工業会及び中小企業大学校瀬戸校は、技術の
わかる経営者、経営のわかる技術者を育成する、少数精鋭、短期集中合宿型の
セミナー「賢材塾」を開催します。
異業種交流の場として、新しい人脈の形成にもつながる機会ともなり、参加者
にとって非常に有意義な内容となっておりますので、皆様のご参加をお待ち
しています。
【日

程】令和元年9月12日(木)〜14日(土)

【会

場】自然科学研究機構 核融合科学研究所
（土岐市下石町322‑6
TEL：0572‑58‑2076）

【研修内容】「外部環境の考察」や「顧客満足向上の考え方」をはじめ、
特に企業経営者に必要な「問題を発見する力」や「人（場）
を動かす力」等の講義についてグループワークを交えながら
学びます。
【対

象】企業経営者、幹部候補生、後継者など
（課長、チームリーダー、係長などが多く参加されています。）

http://gifu‑itmonodukuri.jp
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※過去にご参加された方についても参加可能です。
【募集定員】20人
※申込先着順。定員になり次第、募集を締め切ります。
【募集期間】令和元年6月1日(土)〜7月31日(水)
（郵送の場合は消印有効）
【受講費用】6万円
（宿泊代含む。食費は含みません。）
【申込方法・問合先】
「申込用紙」に必要事項を記入のうえ、賢材塾事務局（一般社団法人岐阜県工業会）
あて、郵送またはFAXにて申し込んでください。
賢材塾事務局（〒509−0109 各務原市テクノプラザ1丁目1番地）
TEL 058‑385‑4315
FAX 058‑385‑4316
なお、申込用紙は、岐阜県庁及び（一社）岐阜県工業会のホームページから
ダウンロードできます。
＜岐阜県URL＞ http://www.pref.gifu.lg.jp/event‑calendar/c̲11367/R01kenzaizyukuboshu.html
＜(一社)岐阜県工業会URL＞ http://www.industry‑gifu.or.jp/
◆◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◇◆ 【お知らせ】「中小企業技術者研修（IoT入門課程）」
受講者募集
◆◇
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇◆
岐阜県産業技術総合センターでは、中小企業の技術者の方々を対象にした研修
を下記のとおり開催いたします。
是非、この機会を貴社の人材養成の場として、積極的にご活用いただきます
ようご案内申し上げます。
【日

時】令和元年9月25日(水)〜27日(金) (3日間) 9時〜16時

【場

所】岐阜県産業技術総合センター
（関市小瀬1288）

【内

容】IoTシステム開発の基礎に関する講義と実習
※IoTデバイスとしてRaspberry Piを使用します。
※Pythonプログラムでセンサデータを収集します。
※MySQLでデータベースを作成し、センサデータを蓄積します。
※C#プログラムでセンサデータをグラフ表示します。

【定

員】6名

4階

411研修室

【対象者】岐阜県内に事業所を有する中小企業者、またはその従業員の方
【受講料】1人につき 4,790円（教材費込）
【締

切】令和元年8月19日(月)

http://gifu‑itmonodukuri.jp
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【申込方法】下記URLから募集案内をダウンロードし、申込用紙に必要事項
をご記入の上、FAXにて送信してください。
詳細につきましては、募集案内をご覧ください。
【詳 細】下記URLをご覧ください。
URL：http://www.gitec.rd.pref.gifu.jp/pdf/recruitment̲20190925.pdf
【問合せ】岐阜県産業技術総合センター（担当 渡辺、田畑、松原）
TEL:0575‑29‑7158（直通） / FAX:0575‑24‑6976
E‑mail:seminar̲n01@gitec.rd.pref.gifu.jp
=======================◆次号原稿の締切◆===========================
■次回第543号は、8月2日(金)発行の予定です。
原稿を掲載希望の方は7月29日(月)午後5時までに下記ホーム
ページから、又は下記アドレスにメールでお送りください。
なお、企業からの情報提供は、ぎふＩＴ・ものづくり協議会会員企業
に限らせて頂いております。
URL：http://gifu‑itmonodukuri.jp/modules/inquirysp3/
E‑mail：info@gifu‑itmonodukuri.jp
==========================◆お知らせ◆==============================
■ニューズレターの購読中止、アドレス変更の場合は、現在の登録メール
アドレス・登録者名をご記入の上、下記までメールをお寄せください。
E‑mail：info@gifu‑itmonodukuri.jp
====================================================================
■編集・発行：ぎふＩＴ・ものづくり協議会／担当：小森・木寺・高野
〒503‑8569 大垣市加賀野4−1−7（公財）ソフトピアジャパン内
TEL：0584‑77‑1188 FAX：0584‑77‑1107
info@gifu‑itmonodukuri.jp
http://www.gifu‑itmonodukuri.jp/
====================================================================
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