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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 2018.8.22 H30-22 号（通巻 792 号）
http://www.iri-tokyo.jp/
□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□
┏━ トピックス ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（１）プレス「3D プリンターでバイオリン、その設計と製作
都産技研 3D ものづくり関連設備・技術を集結した動画を公開」
（２）プレス「有機薄膜太陽電池の製品化に向けた安定供給可能な
新規機能性材料の開発」
（３）本部セミナー「若手技術者のための金属加工技術シリーズ（第 1 回）
鉄鋼材料と非鉄金属材料編」
（４）東京都「アスリート・キャリアサポート事業 企業向け説明会」
（５）東京都「中小企業職業訓練助成金のご案内」
（６）東京都・都公社「第 7 回 医療機器産業参入促進助成事業 説明会」
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■□■■□■■□ INNOVESTA!2018 ファミリーデー □■■□■■□■
いよいよ今週末開催！
★ご来場の際は、公共交通機関をご利用ください！★
http://www.tiri-innovesta.jp/
………………………………………………………………………………………
（１）プレス「3D プリンターでバイオリン、その設計と製作
都産技研 3D ものづくり関連設備・技術を集結した動画を公開」
都産技研では、保有する『3D ものづくり』関連の設備と技術を活用して、
実際に演奏可能なバイオリンを設計・製作した動画を、動画配信サイト
YouTube(R)にて公開しました。製作したバイオリンは、8 月 24 日開催の
「INNOVESTA!2018 ファミリーデー」にて展示します。
詳細はこちら ⇒ http://www.iri-tokyo.jp/site/joho/press.html
………………………………………………………………………………………
（２）プレス「有機薄膜太陽電池の製品化に向けた安定供給可能な
新規機能性材料の開発」
都産技研と東京大学は、共同研究により有機薄膜太陽電池に用いる
新規有機半導体材料を開発しました。研究成果は 9 月 2-7 日開催の国際学会

2018 年 8 月 22 日 14:21

69th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry
（ボローニャ）にて発表予定です。
詳細はこちら ⇒ http://www.iri-tokyo.jp/site/joho/press.html
………………………………………………………………………………………
（３）本部セミナー「若手技術者のための金属加工技術シリーズ（第 1 回）
鉄鋼材料と非鉄金属材料編」
金属の加工に従事する若手技術者が知っておくべき金属加工の技術を、
加工分野ごとに全 3 回に分けてわかりやすく解説します。
第 1 回は、各種金属材料の種類や特性などの基本事項から研究開発に
関する支援事項まで、実例を交えて解説します。
※本シリーズは全 3 回で、9 月 14 日から 9 月 28 日の毎週金曜日に開催します。
各回ごとに申し込みを受け付けます。
◆開催日時：平成 30 年 9 月 14 日（金）13：00～17：00
◆会 場：都産技研本部（江東区青海）
◆定 員：40 名 ※定員に達し次第締切
◆受 講 料：2,000 円
◆申込締切：平成 30 年 9 月 7 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/180914.html
その他多数のセミナー・講習会を予定しています。ぜひご検討ください。
＜＜＜＜＜＜＜＜ http://www.iri-tokyo.jp/seminar/ ＞＞＞＞＞＞＞＞
………………………………………………………………………………………
（４）東京都「アスリート・キャリアサポート事業 企業向け説明会」
～アスリートの雇用について考えてみませんか？～
東京都「アスリート・キャリアサポート事業」の取組みとして、企業向け
説明会と JOC の「アスナビ」説明会が共同開催されます。アスリート雇用企業の
人事担当者と所属アスリートからの事例紹介、就職希望のアスリートによる
プレゼンテーション、企業関係者とアスリート本人や JOC 担当者との意見
交換が行われます。
◆開催日時：平成 30 年 9 月 12 日（水）14：00～17：00
◆会 場：東京国際フォーラム（東京都千代田区）
◆定 員：100 名
◆参 加 費：無料
◆対 象：都内に事業所を有する企業関係者（主に経営者、人事担当者向け）
◆プログラム：
【1 部】企業向け説明会 主催：東京都
【2 部】JOC「アスナビ」説明会 主催：(公財)日本オリンピック委員会
◆申込方法：参加申込書をメールまたは FAX
◆申込期限：平成 30 年 9 月 10 日（月）
詳細はこちら ⇒ http://www.tef.or.jp/career-support/setsumeikai_info.jsp?id=225418

………………………………………………………………………………………
（５）東京都「中小企業職業訓練助成金のご案内」
東京都では、中小企業等の実施する短時間の従業員研修に対し、助成金を
支給しています。
◆対 象：都内の中小企業・中小企業の団体
◆助 成 額：・社内で実施する研修：430 円×研修時間×受講者数
・教育機関で実施する研修：
受講料等の 2 分の 1（1 人 1 コースあたり 15,000 円を上限）
◆申請期間：平成 31 年 1 月 15 日まで随時受付
詳細はこちら⇒ https://www.hataraku.metro.tokyo.jp/jinzai/ikusei/kunren_josei/
………………………………………………………………………………………
（６）東京都・都公社「第 7 回 医療機器産業参入促進助成事業 説明会」
東京都および都公社は、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。このたび、説明会が開催されます。
◆開催日時：平成 30 年 9 月 12 日（水）10：00～12：00
◆会 場：(公財)東京都中小企業振興公社（千代田区神田佐久間町）
◆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/topics/1808/0001.html
☆彡 TOPICS & Information 彡☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◎『関東支部例会』 << 明日開催 >>
【第零部】iCD 説明会・体験設計セミナー【第一部】講演会【第二部】交流会
■日時：8 月 23 日（木）
【第零部】13:00～14:45【第一部】15:00～17:25【第二部】17:45～20:15 頃
■会場：【第零部・第一部】ヒューリックカンファレンス Room1
【第二部】三浦屋（屋形船）
■プログラム・詳細⇒ http://www.jasa.or.jp/TOP/download/kanto/reikai180823.pdf
■申込 Web フォーム⇒ https://goo.gl/forms/NasmiUe2vvzxahY72
☆第零部・第一部については、まだお申込みいただけます
第二部（屋形船交流会）については、本日 15 時まで受付可
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
◎『設計プロセスの解説とヒューリスティクス演習』
■日時：10 月 17 日（水） 研修：9:30～17:00 交流会：17:30～20:15
■会場：JASA 会議室（最寄駅：小伝馬町）
■参加費；研修：会員 無料、一般 5,400 円 交流会：会員/一般 4,500 円
■詳細・申込方法⇒ http://www.jasa.or.jp/TOP/download/kanto/Seminar_181017.pdf
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★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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