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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 2018.10.24 H30-31 号（通巻 801 号）
http://www.iri-tokyo.jp/
□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□
┏━ トピックス ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（１）本部講習会「mruby による組込み機器開発入門」
（２）平成 30 年 7 月豪雨復興支援事業を実施します
（３）「産業交流展 2018」開催
（４）東京都「ポジティブメンタルヘルスシンポジウム」と相談会
（５）都公社「東京くらしのフェスティバル」
（６）ドイツ貿易・投資振興機関「第 14 回日独産業フォーラム」
※再案内１件
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（１）本部講習会「mruby による組込み機器開発入門」
「mruby」は、純国産のオブジェクト指向スクリプト言語「Ruby」を
ベースとして、その特長を受け継ぎつつ、組込み機器でも動作するように
軽量化されたスクリプト言語です。この研修では、学習ボードを用いて、
mruby による組込み機器開発の初歩を学びます。
◆開催日時：平成 30 年 11 月 22 日（木）13：30～16：30
◆会 場：都産技研本部（江東区青海）
◆定 員：4 名 ※定員に達し次第締切
◆受 講 料：2,300 円
◆申込締切：平成 30 年 11 月 15 日（木）
◆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 ⇒ https://www.iri-tokyo.jp/seminar/181122.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。
＜＜＜＜＜＜＜＜ https://www.iri-tokyo.jp/seminar/ ＞＞＞＞＞＞＞＞
………………………………………………………………………………………
（２）平成 30 年 7 月豪雨復興支援事業を実施します
平成 30 年 7 月豪雨により被災した中小企業者の経済的負担を軽減するため、

復興支援事業を実施いたします。被災地域および都内の中小企業者を対象と
した依頼試験・機器利用等の料金の 50％減額を実施します。
詳細はこちら ⇒ https://www.iri-tokyo.jp/site/tiri/g-genmen.html
………………………………………………………………………………………
（３）「産業交流展 2018」開催
首都圏の中小企業（情報、環境、医療・福祉、機械・金属の 4 分野）による
国内最大級のトレードショー「産業交流展 2018」が開催されます。
ぜひご来場いただき、自社の販路拡大や情報収集などにお役立て下さい。
■■21 回目を迎える今回の注目企画■■
○食品をテーマにした「全国食品産業フェア」
北から南まで日本各地から選りすぐりの特産品をもつ企業・団体が集結。
○「スポーツ産業見本市」
■■初日（11 月 14 日）のメインステージイベント■■
筑波大学学長補佐・准教授で、デジタルネイチャー推進戦略研究基盤代表の
落合陽一氏による特別講演「日本のイノベーション戦略と中小企業」を実施。
中小企業が輝くためのヒントや、日本社会が解決すべき課題を語ります。
◆開催日時：平成 30 年 11 月 14 日（水）～16 日（金）10：00～18：00
（最終日のみ 17：00 終了）
◆会 場：東京ビッグサイト東 4・5・6 ホール（江東区有明）
◆入 場 料：無料
◆問合せ先：産業交流展 2018 運営事務局
TEL 03-3263-8885 E-mail: ofc@sangyo-koryuten.tokyo
詳細はこちら ⇒ https://www.sangyo-koryuten.tokyo/
………………………………………………………………………………………
（４）東京都「ポジティブメンタルヘルスシンポジウム」と相談会
東京都の「職場のメンタルヘルス対策推進キャンペーン」の一環として、
働く人々が活力にあふれ、生産性の高い企業を目指す「ポジティブメンタル
ヘルスシンポジウム」が開催されます。企業の取組事例のご紹介、健康で
いきいきと働ける職場づくりについての講演などのほか、個別相談会も
同時開催されます。
◆開催日時：平成 30 年 11 月 15 日（木）13：30～17：00
◆会 場：日経ホール（千代田区大手町）
◆定 員：600 名 ※定員に達し次第締切
◆受 講 料：無料
◆申込方法：東京都の web サイト「TOKYO はたらくネット」より申込み
◆問合せ先：東京都産業労働局雇用就業部労働環境課
TEL 03-5320-4652
詳細はこちら ⇒
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/kaizen/mental/suishin/h30.html
………………………………………………………………………………………

（５）都公社「東京くらしのフェスティバル」パネルディスカッション
東京都中小企業振興公社主催「東京くらしのフェスティバル 2018」に
おいて、「商品を世に問う！ 人を振り向かせる！」～作り手、売り手に
必要な視点～と題したパネルディスカッションが行われます。
【パネリスト】
・愛知ドビー株式会社 代表取締役副社長 土方智晴氏
・株式会社博報堂ケトル 代表取締役社長 嶋 浩一郎氏
◆開催日時：平成 30 年 11 月 2 日（金）14：00～15：20
◆会 場：台東区民会館（台東区花川戸）
※同時開催 平成 30 年度 東京都中小企業振興公社表彰 表彰式
◆参 加 費：無料 ※事前申込制・定員に達し次第締切
◆申込方法：ホームページより Web 申込
◆問合せ先：公益財団法人東京都中小企業振興公社 企画課
TEL 03-3251-7897
詳細はこちら ⇒
https://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/kurashi_festival2018/p6.html
………………………………………………………………………………………
（６）ドイツ貿易・投資振興機関「第 14 回日独産業フォーラム」
ドイツ貿易・投資振興機関の主催にて「自動車の新発明―自動運転に向けた
ドイツの取り組み」と題した「第 14 回日独産業フォーラム」が開催されます。
自動車産業における日本企業のドイツでのビジネスチャンスのご紹介や、
ドイツ各州の投資立地や産業に関する情報提供などが行われます。
◆開催日時：平成 30 年 11 月 8 日（木）13：30～20：00（受付 13：00～）
◆会 場：御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンター
（千代田区神田駿河台）
◆参 加 費：無料 ※事前申込制・定員に達し次第締切
◆申込方法：イベントサイトより Web 申込
◆協 賛：ドイツ各連邦州経済振興公社、ドイツ観光局
◆問合せ先：「第 14 回日独産業フォーラム」イベント事務局
E-mail: germany@event-convention.com
TEL 03-5765-2884（平日 10：00～17：00）
Fax 03-3798-5251
詳細はこちら ⇒ http://www.gtai.com/jp-industryforum2018
………………………………………………………………………………………
┏━ 再案内 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■本部セミナー 「パリモーターショー質感デザイン最前線」受付中！
https://www.iri-tokyo.jp/seminar/181106.html
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☆彡 TOPICS & Information 彡☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★ET2018・IoT Technology 2018／組込み総合技術展・IoT 総合技術展
■会期： 11 月 14 日（水）～16 日（金）10:00～17:00＜15 日は ET Festa 開催のため 18:00 まで＞
■会場： パシフィコ横浜
■入場料：1,000 円 *但し、来場事前登録者および、招待状持参者は無料
■ET・IoT Technology 2018 公式 HP⇒ http://www.jasa.or.jp/expo/
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◎ET・IoT Technology NAGOYA 2019
／組込み総合技術展＆IoT 総合技術展 名古屋 《出展募集中》
http://www.jasa.or.jp/etnagoya/
■日時： 2019 年 2 月 6 日(水)・7 日(木) 10:00～17:00
■会場： 吹上ホール（名古屋市中小企業振興会館）
★出展案内・申込書ダウンロード、出展要項、詳細
⇒ http://www.jasa.or.jp/etnagoya/entry/
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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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