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（１）TIRI NEWS 12 月号 発行
（２）本部図書室「企画展示図書」のお知らせ
（３）都産技研・都公社「中小企業を強くするための AI 活用法セミナー」
（４）パルテノン研究会 「研究会」および「講習会」
※再案内１件
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（１）TIRI NEWS 12 月号 発行
・［特集］安全・安心
最新の暗号を用いた安全・安心なファイル共有方法の開発
木材の特性を活用した「木製摩擦接合」による耐震構造
・EMC 電磁環境両立性試験のご案内
・都産技研主催のビジネスマッチング会
東京イノベーション発信交流会 2019
・TIRI NEWS EYE
常識を覆す曲面振動板スピーカーで「音のバリアフリー」を実現する
・設備紹介 部分放電測定装置
※TIRI NEWS 読者アンケートにご協力ください
https://www.iri-tokyo.jp/ques/questionnaire.php?openid=20
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！
詳細はこちら ⇒ https://www.iri-tokyo.jp/site/tiri-news/
………………………………………………………………………………………
（２）本部図書室「企画展示図書」のお知らせ
都産技研本部 5 階図書室は、一般の方もご利用になれます。調査研究活動
などにご活用ください。
ご利用は閲覧のみで、複写は可能ですが有料となります。複写をご希望の
際は、お手数ですが小銭をご用意ください。
図書室のサービス内容について、詳しくはこちらをご覧ください
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⇒ https://www.iri-tokyo.jp/site/joho/tosho.html
12 月、1 月の企画展示は「RPA：業務自動化導入を考える」です。
詳細はこちら ⇒ https://www.iri-tokyo.jp/site/joho/book-shinchaku.html
………………………………………………………………………………………
（３）都産技研・都公社 共催セミナー
「中小企業を強くするための AI 活用法セミナー」
中小企業における AI 活用の方法を事例とともにご紹介する、(公財)東京都
中小企業振興公社および都産技研の共催セミナーです。生産現場やマーケティ
ング、バックオフィスなどにおいて今後 AI の導入をお考えの方に、活用方法や
効果などの具体的なイメージをお持ちいただけるようお伝えします。
◆開催日時：平成 30 年 12 月 25 日（火）13：30～16：30
◆会 場：UDX カンファレンス（千代田区外神田）
◆定 員：100 名 ※先着順・定員に達し次第締切
◆参 加 費：無料
◆申込方法：ホームページより Web 申込
◆問合せ先：
【セミナー第 1 部内容についてのお問合せ】
東京都中小企業振興公社 総合支援部 総合支援課
TEL 03-3251-7881 E-mail: iot@tokyo-kosha.or.jp
【セミナー第 2 部内容についてのお問合せ】
都産技研 IoT 開発セクター TEL 03-5530-2286
詳細はこちら ⇒ http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1811/0013.html
………………………………………………………………………………………
（４）パルテノン研究会 「研究会」および「講習会」
パルテノン研究会は、国内で開発されたハードウェア記述言語 SFL と高位
論理合成システム『PARTHENON』の普及と新たな利用方法等を調査・研究し、
国際的な学術研究のレベル向上を目的として設立された研究会です。
このたび都産技研との共催で、ハードウェア設計手法やハードウェア設計
自動化技術についての研究発表「パルテノン研究会」と、初学者向けの
「パルテノン講習会」が開催されます。
◆開催日時：第 44 回パルテノン研究会 平成 30 年 12 月 26 日（水）13:00～16:40
第 23 回パルテノン講習会 平成 30 年 12 月 27 日（木） 9:30～16:00
※26 日（火）終了後、飲み物と軽食による懇親会を予定
◆会 場：都産技研本部（江東区青海）
◆参 加 費：無料（懇親会参加者は実費程度の金額を当日支払）
◆申込締切：平成 30 年 12 月 17 日（月）
◆申込方法：メールにて申込
◆問合せ先：パルテノン研究会事務局
TEL 0428-78-2350 E-mail: info@parthenon-society.com
詳細はこちら ⇒ http://www.parthenon-society.com/activities/#lecture
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/ ＞＞＞＞＞＞＞＞
………………………………………………………………………………………
┏━ 再案内 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■共催セミナー「海外で通用する高品質な評価試験」申込は 12 月 7 日まで！
https://www.iri-tokyo.jp/seminar/181214.html
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◎関東支部例会（講演会／忘年会）開催のお知らせ◎
■日時： 12 月 7 日（金）14:00～17:15／17:30～19:30
■会場： 新宿エルタワー サンスカイルーム 1C／UP 新宿 靖国通り店
※詳細⇒ http://www.jasa.or.jp/TOP/download/kanto/reikai181207.pdf
★出欠連絡フォーム（申込）⇒ https://goo.gl/forms/PEcJzGWJgdyXqF9J2
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◎平成 31 年 新春講演会/賀詞交歓会 開催のお知らせ◎
■日程： 2019 年 1 月 17 日（木）講演会 16:00～ 賀詞交歓会 17:30～
■会場： 品川プリンスホテル メインタワー34F/32F（ルビー34/アクアマリン 32）
■交歓会費：1 社 1 名様 無料（講演会は無料）
2 名様以降 5,000 円/1 名（後日請求書を発行いたします）
※詳細・お申込み方法
⇒ http://www.jasa.or.jp/TOP/download/kanto/H31_JASA-GashiKoukan-kai.pdf
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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 《出展社募集中》
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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