ぎふIT・ものづくり協議会 ‑

第４８９号（２０１７年６月９日発行）
カテゴリ : 2016年発行
投稿情報 : 投稿者: Admin 掲載日: 2017‑06‑09

**********************************************************************
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489号（2017年度 第5号）
2017年6月9日(金)発行
＜今号の配信数 1092件＞
**********************************************************************
========================◆ニューズレター 目次◆=======================
●ソフトピアジャパンからのお知らせ（4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
【再掲】
・【お知らせ】「売上を伸ばすネットポスティング ロングテールSEOで
市場を独占！」のご案内
・【お知らせ】2017年度 IPA中小企業情報セキュリティ講習能力養成セミナー
●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》
**********************************************************************
●ソフトピアジャパンからのお知らせ（4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
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇◆
JavaScript、Bootstrapなど、Webページ制作に役立つ研修がそろっています。
Webページ制作にお悩みのご担当者様、是非受講をご検討ください。他にも、
アプリ開発、ビジネススキルなどの研修があります。
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
−−−−−−
http://gifu‑itmonodukuri.jp
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・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
−−−−−−−−−−−−−−−
・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)

(6/22‑23
(6/29‑30
(7/13‑14
(8/31

19,000)
19,000)
16,000)
12,000)

−−−−−−−−−
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
〜「誤解なく伝わる」文章化の技法〜
(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

【会

場】ドリーム・コア

9,000)

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
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。
◆◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【再掲】━━━━━━
【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/

http://gifu‑itmonodukuri.jp
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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
ドリーム・コア

10:00〜18:00

【会

場】座
学：ソフトピアジャパン
現場実習：協力企業先

3階

【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://training.softopia.or.jp/event/H29̲smart/

研修室

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
◆◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【お知らせ】「売上を伸ばすネットポスティング ロングテールSEOで
市場を独占！」のご案内
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇◆
オフィシャルサイトを持っている中小企業向けに、ペライチを活用した
ネットポスティングについてご紹介します。チラシ（フライヤー）感覚で
サイト（LP）を量産していく、今までにない戦略的な活用をご提案します。
【日

時】平成29年7月6日（木）13:00〜16:00

【場

所】みの観光ホテル
(美濃市松森333‑1)

【内

容】講師：藤田 彩月氏
（株式会社ペライチ コミュニティクリエイター）
茂木 邦基
（公益財団法人ソフトピアジャパン 経営支援室 室長）
(1)ロングテールSEOとは
(2)簡単サイトコピー・プラグインデータベース
(3)操作画面の遷移説明（ビデオ撮影可）

【受講料】無料
【定

員】50名（先着順・定員になり次第締め切ります）

【申込み】詳細・申込は下記URLをご覧ください。
https://ouentai.softopia.or.jp/?p=5501
【問合せ】公益財団法人ソフトピアジャパン 経営支援室
IT経営支援担当(担当：金森、山幡)
TEL：0584‑77‑1177 E‑mail：itad@softopia.or.jp
http://gifu‑itmonodukuri.jp
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◆◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【お知らせ】2017年度 IPA中小企業情報セキュリティ講習能力養成セミナー
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇◆
中小企業等が情報セキュリティ対策を実施・支援する際に必要な、実践的な
知識を学んでいただくため（独）情報処理推進機構が主催する無料セミナー
です。
【日

時】平成29年7月12日（水）13:00〜16:30

【場

所】ソフトピアジャパン センタービル10F
（岐阜県大垣市加賀野4丁目1番地7）

大会議室

【内 容】
・第1部：「中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン」の「5分でで
きる！自社診断」を実施及び解説します。また「わが社の情報
セキュリティポリシー」を使ったセキュリティポリシー策定の
手順を学びます。
・第2部：「10大脅威」や「映像で知る情報セキュリティ」を用いた講習会
の組み立て方や効果的な進め方を学びます。
・各種案内：SECURITY ACTION 制度、講習会を開催される際の各種支援策
等をご案内します。
○講師：鈴木 春洋 氏（独立行政法人情報処理推進機構（IPA）
技術本部 セキュリティセンター 普及グループ 研究員）
【対象者】・中小企業等のIT担当者､情報セキュリティ担当者､教育担当者
・中小企業等に対して情報セキュリティ対策を支援する方、等
【参加費】無料
【定

員】80名

【申込み】下記URLからお申し込みください。
https://www.softopia.or.jp/sec20170712/
【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・伊藤
TEL：0584‑77‑1166 E‑mail：seminar@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 応用 ///
【開催日】 6月12日(月）〜13日（火） 2日間 10：00〜17：00
http://gifu‑itmonodukuri.jp
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【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、基本操作を踏まえた上でのより実践的な操作を
習得します。
1.サーフェイス形状の作成
2.アセンブリの変更・活用等
【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
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
///CATIA V5 基礎 ///
【開催日】 6月19日(月）〜21日（水） 3日間 10：00〜17：00
【学習目標】自動車、航空機業界で広く利用されている「CATIA V5」の
ユーザーインタフェイスを理解してソリッドパーツ作成の
基本操作を習得します。
1.ユーザーインタフェイス
2.スケッチャー
3.パーツ作成
【受講料

110,160円 /

（岐阜県受講料減免後） 73,440円
（各務原市受講料減免後) 36,720円
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
///AutoCAD LT 基礎 ///
【開催日】7月12日(水)〜13日（木） 2日間 10：00〜17：00
【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。
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
7．モデル空間での図面印刷
8.その他（要素選択、特性変更）
【受講料

43,200円 /

（岐阜県受講料減免後）
（各務原市受講料減免後)

28,800円
14,400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/
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
http://gifu‑itmonodukuri.jp
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【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/
========================◆次号原稿の締切◆============================
■次回第490号は、6月23日（金）発行の予定です。
原稿掲載希望の方は6月19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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