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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 2018.10.30 H30-32 号（通巻 802 号）
http://www.iri-tokyo.jp/
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┏━ トピックス ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（１）MTEP ミニ講座 RoHS 指令超入門（第 4 回）
（２）東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会都市ボランティア募集
（３）2018 年度 グリーン・サステイナブル ケミストリー賞候補業績募集
（４）首都大学東京 技術懇親会（ロボット/IoT 編）
（５）「産業交流展 2018」ピックアップイベント
※再案内２件
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★☆★ TIRI NEWS の読者アンケートにご協力ください ★☆★
https://www.iri-tokyo.jp/site/tiri-news/
TIRI NEWS 10 月号のアンケートは 10 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）MTEP ミニ講座 RoHS 指令超入門（第 4 回）
電気電子機器等を欧州へ輸出する際には、低電圧指令や EMC 指令などに
加え、RoHS 指令にも対応したうえで、CE 適合宣言が必要になります。
初めて RoHS 指令に取り組む方を対象として、RoHS 指令の基礎的事項、
用語の解説、制度の概要を解説します。
※2 ヶ月ごとに同じ内容のセミナーを開催予定です。
◆開催日時：平成 30 年 11 月 7 日（水）14：30～16：40
◆会 場：都産技研本部（江東区青海）
◆定 員：20 名 ※定員に達し次第締切
◆受 講 料：1,000 円
◆申込締切：平成 30 年 11 月 2 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：国際化推進室 輸出製品技術支援センター（MTEP）
TEL 03-5530-2126 FAX 03-5530-2516
詳細はこちら ⇒ https://www.iri-tokyo.jp/seminar/181107mtep-rohs4.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）東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会都市ボランティア募集
東京都では、東京 2020 大会に向けて、開催都市・東京の「顔」として、
選手をはじめとする大会関係者や観客の方々を「おもてなしの心」を持って
お迎えし、大会盛り上げの一翼を担う「都市ボランティア」を募集しています。
◆活動場所・内容：空港、都内主要駅、観光地、競技会場の最寄駅周辺及び
ライブサイトにおける観光・交通案内など
◆活動日数：5 日以上（休憩時間を含み 1 日当たり 5 時間程度）
※活動開始前・活動終了後に各 30 分程度のミーティングを予定
◆募集期間：平成 30 年 9 月 26 日～12 月 5 日正午
◆応募方法：ウェブサイト、郵送、FAX
◆問合せ先：東京 2020 大会 都市ボランティア募集事務局
TEL：ナビダイヤル 0570-05-2020
（IP 電話・国際電話の場合：050-3786-0320）
受付時間：平日 9:00～18:00
E-Mail: Info2020@city-volunteer.tokyo
詳細はこちら ⇒ http://www.city-volunteer.metro.tokyo.jp/index.html
………………………………………………………………………………………
（３）2018 年度 グリーン・サステイナブル ケミストリー賞候補業績募集
公益社団法人新化学技術推進協会 グリーン・サステイナブル ケミストリー
ネットワーク会議(略称: JACI GSCN 会議)は、第 18 回グリーン・サステイナブル
ケミストリー賞(略称:GSC 賞)の業績を募集しています。グリーン・サステイ
ナブル ケミストリー（略称：GSC）の推進に貢献する優れた業績を挙げた個人、
団体が表彰されます。
◆応募期間：平成 30 年 9 月 1 日～11 月 16 日
◆問合せ先：(公社)新化学技術推進協会(JACI) GSC 賞事務局
E-mail: gscn18@jaci.or.jp
TEL 03-6272-6880 FAX 03-5211-5920
詳細はこちら ⇒ http://www.jaci.or.jp/gscn/page_03.html
………………………………………………………………………………………
（４）首都大学東京 技術懇親会（ロボット/IoT 編）
公立大学法人首都大学東京と、東京きらぼしフィナンシャルグループ・
きらぼし銀行との連携事業として「技術懇親会（ロボット/IoT 編）」が開催
されます。首都大学東京の研究分野から、中小企業の関心が高いテーマについて
研究者と中小企業の交流促進が行われるほか、個別相談会が開催されます。
◆開催日時：平成 30 年 12 月 6 日（木）14：00～18：00
◆会 場：首都大学東京 日野キャンパス（日野市旭が丘）
◆定 員：50 名 ※要申込み、定員に達し次第締切

◆参 加 費：無料
◆申込締切：平成 30 年 11 月 30 日（金）
◆申込方法：リンク先の募集チラシ兼参加申込書を印刷し、必要事項を
記入の上 FAX
◆問合せ先：東京きらぼしフィナンシャルグループ 連携推進室
TEL 03-6447-5823 FAX 03-3404-5117
詳細はこちら ⇒ https://www.tokyo-kiraboshifg.co.jp/news/
（東京きらぼしフィナンシャルグループ ニュースリリース一覧
2018 年 10 月 18 日「首都大学東京との技術懇親会の開催について」の項）
………………………………………………………………………………………
（５）「産業交流展 2018」ピックアップイベント
国内最大級のトレードショー「産業交流展 2018」では、特別企画や
同時開催イベントを多数実施いたします。
■■21 回目を迎える今回の注目企画■■
昨年に引き続き「テーマゾーン」を設置し、「企業間連携」「海外販路拡大」
「事業承継」と３つのテーマに沿って、成果を上げている精力的な中小企業が
集結いたします。
■■初日（平成 30 年 11 月 14 日）のメインステージイベントより■■
早稲田大学ビジネス・ファイナンス研究センター顧問であり、一橋大学
名誉教授の野口悠紀雄氏による基調講演「日本経済のゆくえ」を実施。
日本経済の最新の動向について、独自の切り口で問題点と解決の方向を
示唆いたします。
◆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/
※都産技研は、"特別企画"である「首都圏テクノネットワークゾーン」と
「次世代ロボットゾーン」にて、研究成果や活動内容をご紹介します。
次号（特別号）にて詳細をお知らせします。
………………………………………………………………………………………
┏━ 再案内 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■本部セミナー 「カラートレンドとは何か／2019 年秋冬に向けた
レディスウェアカラートレンド」受付中！
https://www.iri-tokyo.jp/seminar/181108.html
■本部セミナー 「プラスチックの話」受付中！
https://www.iri-tokyo.jp/seminar/181109.html
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
☆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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