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会員各位
一般社団法人組込みシステム技術協会 関東支部
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<< TIRI メールニュース転送 >>
地方独立行政法人 東京都立産業技術研究センター
TIRI メールニュース 2018.5.16 H30-7 号（通巻 777 号）
http://www.iri-tokyo.jp/
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┏━ トピックス ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（１）展示会「ワイヤレステクノロジーパーク」出展
（２）本部セミナー「騒音の基礎 -測定・評価・音質改善-」
（３）東京都 「時差 Biz」参加登録企業募集
（４）東京都 アスリート・キャリアサポート事業 JOC「アスナビ」説明会
（５）日本発明振興協会 「平成 30 年度発明研究奨励金」交付申請受付
（６）都公社 第 6 回 医療機器産業参入促進助成事業 公募開始
（７）神奈川県立産業技術総合研究所 KISTEC 教育講座
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■□■■□■■□■ INNOVESTA!2018 ビジネスデー ■□■■□■■□■
都産技研本部の施設を公開！
☆★☆イノベスタ特設 Web サイトにて事前予約受付中！☆★☆
<<事前予約は 5 月 23 日（水）まで！>>
http://www.tiri-innovesta.jp/
【PICK UP プログラム】
「サイバー空間の脅威と現状」（事前予約不要、先着順）
警視庁では、サイバーセキュリティ対策本部を設置し、中小企業への
サイバー攻撃に対する対策の啓蒙活動を行っています。
今回、ビジネスデーに警視庁が初めて出展し、標的型メールでの遠隔操作
実機デモを行う参加型セミナーや啓蒙 DVD の放映などを行います。サイバー
空間の脅威を感じてみてください。
ビジネスデープログラム詳細はこちら ⇒
https://www.tiri-innovesta.jp/business_day.html
………………………………………………………………………………………
（１）展示会「ワイヤレス・テクノロジー・パーク 2018」出展
無線通信技術の研究開発に焦点を当てた、国内最大級の専門イベント
「ワイヤレス・テクノロジー・パーク 2018」に都産技研が出展します。
ご来場をお待ちしております。
◆開催日時：平成 30 年 5 月 23 日（水）～25 日（金）10：00～18：00
（最終日は 17：00 まで）

2018 年 5 月 17 日 9:34

◆会 場：東京ビッグサイト 西 3・4 ホール（江東区有明）
◆小間番号：16-3-6
◆入 場 料：事前登録者は無料
◆出展内容：電気電子技術グループの共同研究成果、技術シーズ展示など
詳細はこちら ⇒ http://www.wt-park.com/2018/
………………………………………………………………………………………
（２）本部セミナー「騒音の基礎 -測定・評価・音質改善-」
「音の基礎知識に関する講座」「製品の音質改善・サウンドデザインに
関する講座」の 2 部構成で、騒音に関する知識を学んでいただく内容です。
販売、クレーム処理担当者から、開発段階で製品の騒音問題に苦慮されて
いる設計、試作担当者まで、製品の音問題に関わる方におすすめです。
◆開催日時：平成 30 年 6 月 15 日（金）13：00～17：00
◆会 場：都産技研本部（江東区青海）
◆定 員：30 名 ※定員に達し次第締切
◆受 講 料：2,000 円
◆申込締切：平成 30 年 6 月 8 日(金）
◆申込方法：ホームページより Web 申込、または FAX
◆問合せ先：技術経営支援室 技術振興係 講習会・セミナー担当
TEL 03-5530-2308 FAX 03-5530-2318
詳細はこちら ⇒ http://www.iri-tokyo.jp/seminar/180615-1.html
………………………………………………………………………………………
（３）東京都 「時差 Biz」参加登録企業募集
東京都は、時差出勤やテレワークなどを利用し、通勤時間をずらすことで
快適な通勤を体験する「時差 Biz」を今年も実施します。参加登録は無料で、
資格や決まりは必要ありません。また、社員全員で行う必要はなく、一部の
部署のみ実施するという形での参加もできます。
◆期 間：平成 30 年 7 月 9 日（月）～8 月 10 日（金）
◆取組み例：時差出勤やテレワーク、フレックスタイム制などを利用した
オフピーク（8 時～9 時以外）通勤の実践など
◆問合せ先：時差 Biz 運営事務局
TEL 03-3479-0254 E-mail: jisa-biz@access-t.co.jp
詳細はこちら ⇒ http://jisa-biz.tokyo/
………………………………………………………………………………………
（４）東京都 オリンピック・パラリンピック準備局
アスリート・キャリアサポート事業 JOC「アスナビ」説明会を共催
東京都では、オリンピック・パラリンピックを目指すトップアスリートが
競技を安心して続けられるように就職を支援する「アスリート・キャリア
サポート事業」を実施しています。説明会では、就職を希望するトップ
アスリートによるプレゼン、アスリート雇用企業の事例紹介、アスリート
本人や JOC 担当者との意見交換会のほか、会場の施設見学会も行われます。

◆開催日時：平成 30 年 6 月 6 日（水）13：00～17：00
◆会 場：味の素ナショナルトレーニングセンター（北区西が丘）
◆参 加 費：無料
◆定 員：120 名 ※定員に達し次第締切
◆対 象：都内に事業所を有する企業関係者（主に人事担当者向け）
◆プログラム：[第 1 部]NTC 施設見学
[第 2 部]JOC「アスナビ」概要説明
・採用企業事例
・オリンピアンによる応援メッセージ
・就職希望アスリートによるプレゼンテーション
[第 3 部]アスリートとの情報交換会
◆申込期限：平成 30 年 6 月 1 日（金）
◆問合せ先：(公財)東京都スポーツ文化事業団 競技力向上事業担当
TEL 03-5413-7557 FAX 03-5413-6926
詳細はこちら ⇒
http://www.tef.or.jp/career-support/setsumeikai_info.jsp?id=261543
………………………………………………………………………………………
（５）日本発明振興協会 「平成 30 年度発明研究奨励金」交付申請受付
公益財団法人日本発明振興協会は、科学技術の振興、産業の発展に資する
中小企業及び発明研究者の発明考案を奨励する目的をもって、発明考案を
実施化するための試作、試験を援助しています。
現在、奨励金交付申請の募集が行われています。
◆募集期間：平成 30 年 5 月 1 日（火）～7 月 31 日（火）（必着）
◆交付金額：原則として 1 件あたり 100 万円を限度
◆問合せ先：(公財)日本発明振興協会 発明研究奨励金交付事業実行委員会
TEL 03-3464-6991
詳細はこちら ⇒ http://www.jsai.org/shoureikin30.html
………………………………………………………………………………………
（６）都公社 「第 6 回 医療機器産業参入促進助成事業」公募開始
東京都および(公財)東京都中小企業振興公社では、都内ものづくり
中小企業の医療機器産業への参入に向けて、医療機器製販企業等との
マッチング実施に引き続く支援として、製品開発や販路開拓等の取組に
かかる経費の一部を助成する事業を実施しています。
◆事前ヒアリングエントリー受付期間：平成 30 年 5 月 15 日～7 月 13 日
※申請書提出予定件数が一定数を超えた時点で受付終了
◆申請書提出期間：平成 30 年 7 月 25 日～8 月 2 日
◆問合せ先：(公財)東京都中小企業振興公社 取引振興課
TEL 03-3251-7883
E-mail: iryou-josei@tokyo-kosha.or.jp
詳細はこちら ⇒
http://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/medical/index.html
………………………………………………………………………………………

（７）神奈川県立産業技術総合研究所 KISTEC 教育講座
「計算力学の基礎 ～ 有限要素解析の論理的把握がもたらす製品信頼性向上」
神奈川県立産業技術総合研究所にて、教育講座「計算力学の基礎コース」が
開催されます。実務において有限要素法を使いこなし、シミュレーション技術を
向上させたい CAE 技術者の皆さんにとって、必須の学習内容となっています。
◆開催日程：平成 30 年 8 月 30 日（木）、31 日（金）、9 月 4 日（火）、5 日（水）
計 4 日間
◆会 場：かながわサイエンスパーク（川崎市高津区）ほか
◆定 員：15 名 ※定員に達し次第締切
◆参 加 費：79,000 円
◆申込方法：ホームページより Web 申込、または FAX・郵送
◆問合せ先：(地独)神奈川県立産業技術総合研究所（KISTEC）
人材育成部 教育研修課 教育研修グループ
TEL 044-819-2033 FAX 044-819-2097
E-mail: ed@newkast.or.jp
詳細はこちら ⇒
http://www.kanagawa-iri.jp/human_res_devl/ed30_seminar_06/
☆彡 TOPICS & Information 彡☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★『関東支部例会（講演会／交流会）』＜参加者募集中＞
■日時：5 月 24 日(木) 14:30～17:25／17:45～19:15
■会場：新宿エルタワー サンスカイルーム 1C
■交流会参加費：4,000 円
※詳細・申込方法⇒ http://www.jasa.or.jp/TOP/download/kanto/reikai180524.pdf
☆………………………………………………………………………………………☆
★『異業種交流 BBQ Party in お台場』 ＜参加者募集中＞
■日時：2018 年 6 月 2 日（土）11:40～14:15
■場所：デジキューBBQ CAFE デックス東京ビーチ店
■参加費：4,000 円
(BBQ 会場費用およびセット食材・プレミアム飲み放題料金含む）
*ソフトドリンク飲み放題の場合は、3,000 円
※詳細⇒ http://www.jasa.or.jp/TOP/download/kanto/Event180602.pdf
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★JASA 関東支部 HP より、最新情報をご確認いただけます⇒
http://www.jasa.or.jp/TOP/branches/kanto/%E9%96%A2%E6%9D%B1%E6%94%AF%E9%83%A8/
★平成 30 年度 関東支部年間予定表⇒
http://www.jasa.or.jp/TOP/branches/kanto/calendar_h30/
★メルマガ配信 Back No.⇒
http://www.jasa.or.jp/TOP/branches/kanto/mailnews_backno/
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