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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 2018.8.29 H30-23 号（通巻 793 号）
http://www.iri-tokyo.jp/
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┏━ トピックス ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（１）本部講習会「若手技術者のための金属加工技術シリーズ（第 2 回）」
（２）関東経済産業局・特許庁「知財のミカタ～巡回特許庁 in 浜松～」
（３）八王子市「平成 30 年度 第 4 回先端技術セミナー」
※再案内２件
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■□■ INNOVESTA!2018 ファミリーデー 終了しました ■□■
★☆ 多数のご来場ありがとうございました ★☆
………………………………………………………………………………………
★☆★ TIRI NEWS の読者アンケートにご協力ください ★☆★
http://www.iri-tokyo.jp/site/tiri-news/
TIRI NEWS 8 月号のアンケートは 8 月 31 日まで受付中！
誌面中のチリンを見つけた人には抽選で記念品をプレゼントします！
………………………………………………………………………………………
（１）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 2 回）
塑性加工と切削・研削編」
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 2 回は、金属材料の塑性加工とプレス加工、切削・研削加工を中心とした
機械加工技術について解説します。
※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 21 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 14 日（金）
◆申込方法：ホームページより Web 申込、または FAX
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◆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/180921.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/ ＞＞＞＞＞＞＞＞
………………………………………………………………………………………
（３）特許庁・関東経済産業局「知財のミカタ～巡回特許庁 in 浜松～」
特許庁と関東経済産業局の共催で「知財のミカタ～巡回特許庁 in 浜松～」
が開催されます。期間中は広域関東圏全域で、出張面接が集中的に実施されます。
初日のオープニングイベントでは、ものづくり企業の将来を考える対談や、
商品づくり、知的財産についての講演などが行われます。
【出張面接】
◆開催期間：平成 30 年 9 月 10 日（月）～10 月 5 日（金）
◆開催場所：広域関東圏全域（茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、
千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県）
◆問合せ先：＜特許関係＞特許庁調整課地域イノベーション促進室
TEL 03-3581-1101 内線 3104
＜意匠関係＞特許庁意匠課企画調査班
TEL 03-3581-1101 内線 2907
【オープニングイベント】
◆開催日時：平成 30 年 9 月 10 日（月）10：30～17：20
◆会 場：アクトシティ浜松 コングレスセンター（静岡県浜松市）
◆参 加 費：無料 ※セッションは要事前申込
◆問合せ先：平成 30 年度 知財のミカタ ～巡回特許庁～ 運営事務局
TEL 03-6812-8690
詳細はこちら ⇒ https://junkai-jpo2018.go.jp/hamamatsu.html
………………………………………………………………………………………
（４）八王子市 平成 30 年度 第 4 回先端技術セミナー
「ソフトウェア品質向上の要諦」
～スマートなソフトウェア開発を目指して！～
八王子市で「先端技術セミナー」の第 4 回目が開かれます。今回はソフト
ウェア開発における品質向上について、第 1 部で「ソフトウェア開発における
品質作り込み」、第 2 部で「組み込みソフトウェアの品質向上に向けて」の
講演が行われます。
講演会終了後、交流会が予定されています。
◆開催日時：平成 30 年 9 月 19 日（水）16：00～18：30
◆会 場：八王子先端技術センター「開発・交流プラザ」
（八王子市旭町）
◆定 員：50 名 ※定員に達し次第締切
◆受 講 料：無料（交流会参加のみ参加費 1,000 円）
◆申込方法：メールまたは FAX
◆問合せ先：八王子先端技術センター「開発・交流プラザ」
TEL/FAX 042-648-3276
E-mail: u6895cu429x@asahi-net.or.jp

詳細はこちら ⇒
http://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/sangyo/002/002/011/p023719.html
………………………………………………………………………………………
┏━ 再案内 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■本部講習会 「商品企画のためのパッケージデザイン入門」受付中！
http://www.iri-tokyo.jp/seminar/180911.html
■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」受付中！
http://www.iri-tokyo.jp/seminar/180914.html
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☆彡 TOPICS & Information 彡☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◎『体験設計実践ワークショップ［Experience Vision 手法の習得］』
■日時：9 月 12 日（水）13:00～17:00
■会場：ハロー貸会議室 小伝馬町堀留
アクセス⇒ https://www.hello-mr.net/object_img/144/144_9.jpg?1535437999
■参加費：無料
■プログラム・詳細・申込⇒ https://www.kokuchpro.com/event/fd5774ae5a4ab7a2a36c4f6a0073ec75/
∽∽∽∽∽∽ ∽∽∽∽∽∽ ∽∽∽∽∽∽ ∽∽∽∽∽∽ ∽∽∽∽∽∽
◎『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/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発信元
一般社団法人 組込みシステム技術協会 関東支部
東京都中央区日本橋大伝馬町 6-7 住長第二ビル 3F
TEL 03-5643-0211 FAX 03-5643-0212
E-mail jasa-kanto@jasa.or.jp
URL http://www.jasa.or.jp/TOP/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

