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（１）本部停電に伴うメール受信停止および一部 Web サイト機能停止のお知らせ
（２）本部図書室休館のお知らせ
（３）本部講習会「Python・OpenCV・Chainer を利用した画像処理入門」
（４）都公社「第 4 回 ビジネスマッチング in 東京」
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★☆★☆★☆ 都産技研が発行する技術情報誌 TIRI NEWS ☆★☆★☆★
平成 30 年、技術情報誌「TIRI NEWS をご愛読いただきました皆さま、取材に
ご協力いただいた皆さま、アンケートにご協力くださいました皆さまに深く
感謝申し上げます。
TIRI NEWS は、都産技研での配架、ウェブサイトでの閲覧のほか、冊子での
無料定期配送も行っています。
都内中小企業で定期配送をご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。
申込後最初の冊子がお手元に届くのは、1 カ月後もしくは 2 カ月後になります。
●アンケートにご協力ください●
毎月、読者アンケートを実施しております。より良い紙面づくりのために
ぜひご協力をお願いいたします。
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ています。
TIRI NEWS 12 月号のアンケートは 12 月 31 日まで受付中！
詳細はこちら ⇒ https://www.iri-tokyo.jp/site/tiri-news/
………………………………………………………………………………………
（１）本部停電に伴うメール受信停止および一部 Web サイト機能停止のお知らせ
下記の日程において、都産技研本部の停電により、当センターのシステムが
一部停止となります。ご利用のお客さまには大変ご不便をおかけいたしますが、
何卒ご理解くださいますよう、お願い申し上げます。
◆停止期間：平成 30 年 12 月 14 日（金）18 時～平成 30 年 12 月 16 日（日）0 時
◆停止するサービス：

・@iri-tokyo.jp 宛のメールが受信できない可能性があります。
都産技研宛のメールは、上記の期間を避けて送信いただくようお願い
いたします。
・都産技研ウェブサイト内サービス、サイトがご利用いただけなくなります。
◆問合せ先：経営企画室 情報システム係
TEL 03-5530-2519
詳細はこちら ⇒
https://www.iri-tokyo.jp/site/tiri/2018121500maintenance-system.html
………………………………………………………………………………………
（２）本部図書室休室のお知らせ
都産技研本部 5 階図書室は、以下の期間を休室とさせていただきます。
◆年末年始休室期間：平成 30 年 12 月 29 日（土）～平成 31 年 1 月 6 日（日）
平成 31 年 1 月 4 日（金）は、臨時休室日とさせていただきます。
都産技研の図書室についてはこちらをご覧ください。
⇒ https://www.iri-tokyo.jp/site/joho/tosho.html
………………………………………………………………………………………
（３）本部講習会「Python・OpenCV・Chainer を利用した画像処理入門」
プログラミング言語 Python、画像処理ライブラリである OpenCV、ディープ
ラーニングフレームワーク Chainer を組み合わせ、AI(人工知能)を用いた
画像処理・画像認識の入門的な内容について、実践を通して学習します。
基本的なプログラミング開発能力のある方の受講を想定しています。
◆開催日時：平成 31 年 1 月 21 日（月）10：00～17：00
◆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：4,600 円
◆申込締切：平成 31 年 1 月 15 日（火）
◆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/190121.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/ ＞＞＞＞＞＞＞＞
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（４）都公社「第 4 回 ビジネスマッチング in 東京」
公益財団法人東京都中小企業振興公社の主催する、都内中小企業を
対象とした商談会「平成 30 年度 第 4 回ビジネスマッチング in 東京」が
開催されます。現在、受注側参加企業を募集しています。
◆開催日時：平成 31 年 2 月 21 日（木）13：30～16：30（予定）

◆会 場：台東区立台東区民会館（台東区花川戸）
◆募集対象：東京都内に事業所を持つ中小企業
◆募集定数：75 社程度 ※募集定数に達し次第、締め切る場合あり
◆参 加 費：無料
◆申込締切：平成 30 年 12 月 21 日（金）17：00
◆申込方法：ホームページより Web 申込
◆問合せ先：(公財)東京都中小企業振興公社 取引振興課
ビジネスマッチング事務局 宇田川
TEL 03-3251-7883 E-mail: bm@tokyo-kosha.or.jp
詳細はこちら
⇒ http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/matching2018/index8.html
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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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★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/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

