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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
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**********************************************************************
========================◆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（1件）
・【お知らせ】「平成29年度ＩＴものづくり等推進支援事業費補助金」
募集中!
●会員企業からのお知らせ（1件）
・【セミナー】「人工知能がビジネスを変える」開催のご案内
●ソフトピアジャパンからのお知らせ（2件）
・【研修】 ソフトピアジャパンIT研修 受講者募集《助成対象》
・【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】と【育成スクール】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（4件）
・【お知らせ】「岐阜県中小企業総合人材確保センター（愛称：ジンサポ！
ぎふ）を開所しました！」
・【お知らせ】「岐阜県就職情報ポータルサイト「岐阜で働こう
〜GIFU JOB GUIDE〜」平成29年度掲載企業を募集します！」
・【お知らせ】平成29年度「部門長塾」の参加者募集
・【お知らせ】第11回多治見ビジネスマッチング「企業お見合い」
発注企業募集のご案内
**********************************************************************
●ぎふＩＴ・ものづくり協議会からのお知らせ（1件）
**********************************************************************
□■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■□【お知らせ】「平成29年度ＩＴものづくり等推進支援事業費補助金」
http://gifu‑itmonodukuri.jp
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募集中!
□■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■□
ぎふIT・ものづくり協議会（以下「協議会」という。）に属する企業等で技術
研究開発を目的とするグループ（以下「ＷＧ」という。）が実施する「ITもの
づくり等」を支援し、関係企業の技術力・収益力の向上、新技術等を利活用す
る県民生活の向上、並びに県内産業の成長及び雇用の拡大に寄与することを目
的とします。
【補助対象者】
ぎふＩＴ・ものづくり協議会（以下「協議会」という。）に属する企業等で
技術研究開発を目的とするグループ（以下「ＷＧ」という。）
［ＷＧの要件］
・協議会の正会員2者以上で構成されていること
・構成員の2分の1以上が、協議会の会員であること
・ＷＧの代表者が、協議会の正会員であり、法人格を有すること
・ＷＧの代表者が、補助金の管理を適切に行える体制を有すること
・ＷＧの構成員の内1者以上が岐阜県内に事業所を有すること
【募集期間】平成29年4月12日(水)〜6月9日(金）17時必着
【応募方法・詳細】下記URLをご覧ください。
http://www.softopia.or.jp/public/procurement/h29itmono̲subsidy/
【問合せ】公益財団法人ソフトピアジャパン
産学官連携イノベーション創出支援室（担当：太田・小森）
TEL：0584‑77‑1188 FAX：0584‑77‑1107
本件の内容などについてのお問い合わせは、電子メールにてお願
いします。
E‑mail：sangaku@softopia.or.jp
**********************************************************************
●会員企業からのお知らせ（1件）
**********************************************************************
□■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■□ 【セミナー】「人工知能がビジネスを変える」開催のご案内
□■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■□
人工知能はいよいよ実用段階に入り、ベテランの経験や知識に基づいた最適な
判断、新しいアイデアを誰でも出すことができるようになりました。
今回はこの分野で世界をリードするＩＢＭから事業部の責任者をお招きし、
最新事情や活用事例などをご紹介します。
当社（株式会社セイノー情報サービス）でも今年度から専門部署を設立し、人
工知能のロジスティクス分野への適用に向けて本格的に取組んでいます。
より身近になった人工知能に触れるチャンスをお見逃しなく。
【日

時】平成29年6月14日（水）13時30分〜16時15分
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【場

所】日本ＩＢＭ 名古屋事業所
（名古屋市中区錦3‑1‑1 十六銀行ビル）

【講

師】宮坂 真弓 氏（日本アイ・ビー・エム株式会社 ワトソン事業部
ワトソンプラットフォーム セールス部長）
小川 光昭（株式会社セイノー情報サービス 知識ベース推進室
室長）

【受講料】無料
【定

員】60名（先着順・定員になり次第締め切ります。）

【申込方法】下記Webサイトからお申込みください。
http://www.seino.co.jp/sis/seminar/kas̲it33/
【問合せ先】株式会社セイノー情報サービス セミナー事務局
TEL：0584‑77‑2327 E‑mail：seminar@sis.seino.co.jp
**********************************************************************
●ソフトピアジャパンからのお知らせ（2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IT研修 受講者募集
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇◆
6月〜8月開催の研修のお申し込み受付中です。
皆様のご応募をお待ちしております。
ソフトピアジャパン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）
−−−−−−
デザイン
−−−−−−
・イラストレーター

ステップアップ編

−−−−−−−−−−−−−−−
Web制作・アプリ開発・IoT等
−−−−−−−−−−−−−−−
・基礎から学ぶAndroidアプリケーション開発
・HTML/CSS 基礎編
・Raspberry Pi 基礎編
・Androidアプリケーション開発 実践編
・JavaScriptを用いた動きのあるホームページ作成
・Bootstrapを使った効率的なWebページ制作

(7/20‑21

16,000)

(6/8‑9
(6/15‑16
(6/22‑23
(6/29‑30
(7/13‑14
(8/31

18,000)
15,000)
19,000)
19,000)
16,000)
12,000)

−−−−−−−−−
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ビジネススキル
−−−−−−−−−
・IT技術者のためのドキュメンテーション
(7/27‑28 26,000)
・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〜
(8/4
9,000)

【会

場】ドリーム・コア

1Fネクストコア（一部、2F会議室等）

【申込み】下記URLからお申込みください。
https://training.softopia.or.jp
【問合せ】公益財団法人ソフトピアジャパン 事業連携室
TEL：0584‑77‑1166
E‑mail：training@softopia.or.jp
◆◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【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】と【育成スクール】のご案内
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇◆
公益財団法人ソフトピアジャパンでは、製造現場の改善のためIT（IoT）導入
等を支援する「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、ぜひお問い合わせください。
また、7月から開講する指導者育成スクールの受講生を募集しております。
1.スマートものづくり指導者の現場派遣
【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。
https://www.softopia.or.jp/support/smart‑monodukuri/

2.スマートものづくり指導者育成スクール
【日

時】平成29年7月6日（木）〜10月20日（金）までの18日間

【会

場】座
学：ソフトピアジャパン
現場実習：協力企業先

【対

象】IT（IoT）知見者・製造現場の経験者等（10〜20名程度）

【締

切】平成29年6月16日（金）

【詳

細】詳細・お申込は下記URLをご参照ください。

http://gifu‑itmonodukuri.jp
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http://training.softopia.or.jp/event/H29̲smart/
3.お問合せ
公益財団法人ソフトピアジャパン
事業連携室（担当：平塚、難波田、西部）
TEL：0584‑77‑1166
E‑mail：smart@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
□■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■□
///SOLIDWORKS 基礎 ///
【開催日】 6月1日(木）〜2日（金） 2日間 10時〜17時
【学習目標】優れた操作性に定評のある3次元CADソフト「SOLIDWORKS 2017」
を使用して、3次元モデリングから2次元図面の作成までの一連
の基本操作を習得します。
1.基本操作の習得‑1（スケッチ）影
2.基本操作の習得‑2（ソリッド形状の作成）
3.部品の編集
4.基本操作の習得‑3（アセンブリ）
5.基本操作の習得‑4（図面の作成
【受講料

60,480円 /

（岐阜県受講料減免後） 40,320円
（各務原市受講料減免後) 20,160円
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
///AutoCAD LT 基礎・応用(夜間8日コース) ///
【開催日】 6月5日(月）〜14日（水） 8日間 18時〜21時
【学習目標】「AutoCAD LT 2017」を使用して、2次元作図において最低限必
要となる一連の基本操作を習得します。また、基本操作を踏ま
えた上での実務に役立つ便利な機能を習得します。
すでにAutoCAD LTを使用されている場合にも、よりスムーズに
設計に取り組むことができるように、ご活用いただけます。
講義時間を夜間と設定し、業務との両立を目指したコースです。
「AutoCAD LT基礎」、「AutoCAD LT応用」受講と同等の講義内容
を夜間習得します。
1.画面構成
2.AutoCAD LT の基本操作
3.オブジェクトの作成（線分、円弧等）
4.作図補助機能（Oスナップ、極トラッキング等）
5.オブジェクトの編集（削除、トリム等）
6.文字・寸法の記入
http://gifu‑itmonodukuri.jp
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7.モデル空間での図面印刷
8.その他（要素選択、特性変更）
9．図面設定
10.テンプレートの作成
11.作業の効率化（ブロック、外部参照等）
12．レイアウトの作成
13．印刷設定
14．OLE機能（Excel、Wordでの図面利用）
15. オブジェクト情報（距離・面積等の求め方）
16.データ互換（外部とのデータ受け渡し）
【受講料

77,760円 /

（岐阜県受講料減免後） 51,840円
（各務原市受講料減免後) 25,920円
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
///CATIA V5 ドラフティング ///
【開催日】6月9日(金) 1日間 10時〜17時
【学習目標】CATIA V5データから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

36,720円 /

（岐阜県受講料減免後）
（各務原市受講料減免後)

24,480円
12,240円

詳しくはＷＥＢで！
http://www.vrtc.co.jp/tp‑cad/
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
◆◆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、各務原市より補助金が交付されます。
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/
**********************************************************************
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●その他のお知らせ（4件）
**********************************************************************
◆◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【お知らせ】「岐阜県中小企業総合人材確保センター（愛称：ジンサポ！
ぎふ）を開所しました！」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇◆
岐阜県からのお知らせです。
「ジンサポ！ぎふ」は県内企業の人材確保に関する総合支援拠点です。
企業の採用力向上支援、人材獲得のチャンス創出、学生への魅力ＰＲ機会の
提供などを通じて、皆様の「人材確保」を強力に支援していきます。
人材確保に関する個別のご相談にも対応しますので、お気軽にお問い合わせ
ください。
【問合先】
岐阜県中小企業総合人材確保センター（愛称：ジンサポ！ぎふ）
TEL 058‑278‑1146
利用時間 月曜日〜土曜日 9時15分〜18時
休業日：日曜日・祝日・年末年始
URL→https://www.jinzai‑gifu.jp
◆◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【お知らせ】「岐阜県就職情報ポータルサイト「岐阜で働こう
〜GIFU JOB GUIDE〜」平成29年度掲載企業を募集します！」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇◆
岐阜県からのお知らせです。
県内企業の人材確保と若者の県内定着促進を図るため、県内外に向けて県内
企業の魅力を発信する岐阜県就職情報ポータルサイト「岐阜で働こう〜GIFU
JOB GUIDE〜」を立ち上げました。
このサイトの重要なコンテンツの一つが、 県内企業100社のご紹介 です。
ついては、平成29年度掲載企業を募集しますので、若者の採用に積極的な企
業の皆様のご応募をお待ちしております。
【掲載予定期間】平成29年10月下旬から平成30年度掲載企業決定まで
【申込期限】平成29年5月31日（水）
【申込み方法】メール（entry@jinzai‑gifu.jp）により申し込みください。
応募用紙及び募集要領は次のアドレスへ
岐阜で働こう 〜GIFU JOB GUIDE〜
https://www.jinzai‑gifu.jp/entry
【問合先】
岐阜県中小企業総合人材確保センター
（窓口：岐阜県商工労働部産業人材課）
TEL 058‑272‑8406
◆◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
http://gifu‑itmonodukuri.jp
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【お知らせ】平成29年度「部門長塾」の参加者募集
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇◆
県では、県内企業の製造現場における部門長及びその候補者のレベルアップ
を目的とした、「部門長塾」を次のとおり開催します。
皆様のご参加を心よりお待ちしております。
【日

時】平成29年7月13日（木）から11月7日（火）（全9日間）
各回9時30分〜16時30分（受付9時15分〜）

【会

場】国際たくみアカデミー 短大校 本館1階 たくみホール
（美濃加茂市蜂屋町上蜂屋3545−3）

【内 容】下記URLをご覧ください。
http://www.pref.gifu.lg.jp/event‑calendar/c̲11367/H29bumonchojuku.html
【対

象】岐阜県内企業の製造現場における部門長及びその候補者の方

【定

員】30社（原則各回各社1名）＊申込先着順

【申込期間】平成29年5月19日（金）〜6月27日（火）
【受講費用】無料
【申込方法】「参加申込書」（URL参照）に必要事項を記入のうえ、下記担当
宛てに、FAXまたはEmailにてお申し込みください。
【担当】

岐阜県商工労働部労働雇用課
人材育成係
TEL: 058‑272‑1111（内線3134）
FAX: 058‑278‑2676
E‑mail:c11367@pref.gifu.lg.jp

◆◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【お知らせ】第11回多治見ビジネスマッチング「企業お見合い」
発注企業募集のご案内
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇◆
「企業お見合い」は、多治見市主催、60以上の後援団体（金融機関、商工会
議所、商工会等）の御協力のもと開催するビジネスマッチングです。
仕事の発注、販路拡大など、ニーズを持っている企業（「発注企業」といい
ます）と、そのニーズに応えられる企業（「受注企業」といいます）をそれ
ぞれ募集し、事前にお互いのニーズを把握した上での商談会ですので、具体
的成果が期待できます！
現在、多治見市では、 どこか下請けはいないか？
技術パートナーがほし
い・・・
コストダウンのアドバイスを！ などのニーズをお持ちの方を、
「発注企業」として募集しています。
参加を希望される方は、所定の用紙にご記入の上、後援団体を通じて、多治見
市役所産業観光課までお申し込みください。
【開催日時】平成29年10月27日(金)10時〜17時

http://gifu‑itmonodukuri.jp
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【開催場所】多治見市産業文化センター5階大ホール
【参 加 料】無料
【申込期限】平成29年6月12日（月）17時
【詳細・問い合わせ】多治見市役所産業観光課
http://kigyouten.com/omiai/

加藤・水野・久田
TEL:0572‑22‑1252

========================◆次号原稿の締切◆============================
■次回第489号は、6月9日（金）発行の予定です。
原稿掲載希望の方は6月5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
に限らせていただいております。
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、アドレスの変更の場合は、現在の登録メール
アドレス登録名をご記入の上、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・太田・田代
〒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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