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【今号のご案内】
1．「DO-178C セミナー（名古屋／東京）」の開催について
2．「地域 ICT/IoT 実装推進セミナー in 関東」の開催について
3．「IoT 活用セミナー」の開催について（千葉県）
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1．「DO-178C セミナー（名古屋／東京）」の開催について
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中部経済産業局では、民間航空機の装備品分野に参入されている皆様、
またはこれから航空機装備品のシステム開発、ソフトウェア開発の分野へ
参入の意欲のある皆様を対象にした、国際認証ガイドライン DO-178C の入門
セミナーを開催します。
本セミナーには、民間航空機装備品分野におけるソフトウェア開発の
ガイドライン DO-178C の解説を中心に、民間航空機の認証及びシステム開発
についても解説いたします。
名古屋、東京の 2 会場で同内容の開催となりますので、ご都合の良い会場へ
のお申し込みをお願い致します。
■名古屋会場
〇日時：平成 30 年 8 月 31 日（金）13:00～17:00
〇会場：ウィンクあいち(愛知県産業労働センター) 1305 会議室
http://www.winc-aichi.jp/access/
■東京会場
〇日時：平成 30 年 9 月 28 日（金）13:00～17:00
〇会場：共同通信会館 Ｂ会議室
http://www.kyodonews-bld.jp/company.html
■セミナー内容
・民間航空機の認証について (機体の型式証明、装備品の型式承認)
・民間航空機システム開発(ARP4754、ARP4761)概要
・民間航空機ソフトウェア開発(DO-178C)概要
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■対象者
・民間航空機事業への新規参入をご検討されている企業のエンジニア等
・既に民間航空機ソフトウェア開発を実施されている企業の初級エンジニア等
■募集人員： 各会場 30 名 (定員になり次第、締め切ります)
■受講料： 無料
■申込締切;
名古屋会場 平成 30 年 8 月 24 日（金）／東京会場 平成 30 年 9 月 21 日（金）
■申込詳細： 下記 URL をご覧ください
http://www.chubu.meti.go.jp/b22aerospace/180806/seminer_180806.html
■申込、問合せ先
ＭＨＩエアロスペースシステムズ株式会社
プロセス開発管理室 認証グループ：松山、西村
TEL: 052-614-2457
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2．「地域 ICT/IoT 実装推進セミナー in 関東」の開催について
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総務省関東総合通信局は、新しい ICT/IoT 技術による地域課題の解決と
自治体サービスの向上に資するため、「地域 ICT/IoT 実装推進セミナー in 関東」
を開催し、本セミナーの参加者を募集します。
今回のセミナーは、LPWA、AI 等の新しい ICT/IoT 技術の利活用に関する最新
動向を紹介し、地域の課題解決と自治体サービスの向上にこれらの新しい技術
の利活用が有効であることについて理解をより深めていただくとともに、
これらの取組が多くの地域に展開されることを目的として開催します。
■日時： 平成 30 年 9 月 18 日（火）13:00～16:45（12:30 開場）
■開催場所： 日比谷図書文化館 日比谷コンベンションホール（大ホール）
（東京都千代田区日比谷公園 1-4）
■関東総合通信局お知らせページ
http://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/press/30/0810si.html
■参加申込ページ（〆切 9/11（火））
https://jiji.smartseminar.jp/public/application/add/269
■問合せ先
総務省 関東総合通信局
情報通信部 情報通信振興課 担当：小杉、下島
TEL：03-6238-1690
e-mail：kanto-keikaku@soumu.go.jp
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3．「IoT 活用セミナー」の開催について（千葉県）
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千葉県 IoT 推進ラボでは、IoT の導入を検討しているものづくり中小企業へ
向けて、安価でお手軽な IoT 導入手法、企業における導入事例等を分かりやすく
ご紹介するセミナーを開催いたします。
皆さまのご参加を心よりお待ちしております。
■日時： 平成 30 年 8 月 30 日（木）13:30～16:30
■場所： ホテルプラザ菜の花 4 階「槙」（千葉市中央区長洲 1-8-1）
■内容
○講演 1：知識集約型企業への変身 ～オールドビジネスをニュービジネスへ～
しのはらプレスサービス株式会社 代表取締役 篠原正幸 氏
○講演 2：IoT は気軽に始められる！ ものづくりのための RaspberryPi 活用事例
株式会社モノテクノス 代表取締役 西尾卓哉 氏
○講演 3：強み尖がり経営の薦め ‐IoT を活用した経営革新事例‐
経営改善研究所 所長 細野祐一 氏
○講演 4：「身の丈 IoT」活用へ向けた実証事例
千葉県産業支援技術研究所 主任上席研究員 大谷大輔 氏
■参加費：無料
■申込みについて： 下記 URL をご覧ください。
http://www.pref.chiba.lg.jp/sanshin/smartification.html
■問い合せ先
千葉県商工労働部産業振興課
成長産業振興班
TEL：043-223-2778 FAX：043-222-4555
e-mail：sangyo-d@mz.pref.chiba.lg.jp
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◎『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
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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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