[関東支部 News 350] 【転送】TIRI メールニュース（2019.1.16 H30-43 号）
JASA 関東支部事務局 <jasa-kanto@jasa.or.jp>
To: 関東支部会員向け ML

JASA 会員各位
一般社団法人組込みシステム技術協会 関東支部
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
<< 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
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（１）施設公開「多摩テクノフェア ビジネスデー」
（２）本部講習会「絶縁設計の基礎的な考え方
-低圧系統内機器（JIS C60664-1 の読み解き方）-」
（３）城南セミナー「ダイヤモンド工具入門 切削加工を中心に」
（４）関東経済産業局セミナー
（５）神奈川県立産業技術短期大学校セミナー
※再案内１件
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（１）施設公開「多摩テクノフェア ビジネスデー」
多摩テクノプラザで保有するさまざまな試験機器のご紹介・ご説明を行う
ミニ講習会、自社の技術開発に役立つミニセミナー、市場導入のための
特別セミナーなどを開催いたします。ご参加をお待ちしております。
◆開催日時：平成 31 年 2 月 22 日（金）10：00～16：30
◆会 場：都産技研多摩テクノプラザ（昭島市東町）
◆参 加 費：無料
◆主な内容：●ミニセミナー
●ミニ講習会
●設備・装置の実演
●市場導入のための特別セミナー
●自社技術開発に役立つミニセミナー
●技術マッチング相談／
共同研究・オーダーメード開発、試験など
◆参加方法：設備・装置の実演以外は、FAX にて要申込
◆問合せ先：多摩テクノプラザ 総合支援課 連携支援係
TEL 042-500-2300 FAX 042-500-2397
詳細はこちら ⇒
https://www.iri-tokyo.jp/site/tama/tamatekubusiness2019.html
………………………………………………………………………………………
（２）本部講習会「絶縁設計の基礎的な考え方
-低圧系統内機器（JIS C60664-1 の読み解き方）-」
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電気電子機器の設計において重要な絶縁距離を規定している JIS C60664-1
（IEC60664-1 を JIS 化したもの）の内容を中心に、噛み砕いて説明いたします。
これから電気電子機器の設計を担当される初学者や、製品安全規格の絶縁に
ついて理解を深めたい方向けの基礎的な講習会です。
◆開催日時：平成 31 年 2 月 7 日（木）13：00～17：00
◆会 場：都産技研本部（江東区青海）
◆定 員：10 名 ※定員に達し次第締切
◆受 講 料：3,000 円
◆申込締切：平成 31 年 1 月 31 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/190108k.html
………………………………………………………………………………………
（３）城南セミナー「ダイヤモンド工具入門 切削加工を中心に」
切削、研削、研磨などの加工分野において不可欠な、ダイヤモンド工具の
基礎知識と有効な使い方を切削加工を中心に解説します。ダイヤモンド
砥粒加工の紹介も行い、今後のものづくりについて理解を深めていただきます。
◆開催日時：平成 31 年 1 月 31 日（木）13：30～16：00
◆会 場：都産技研城南支所（大田区南蒲田）
◆定 員：30 名 ※定員に達し次第締切
◆受 講 料：1,200 円
◆申込締切：平成 31 年 1 月 28 日（月）
◆申込方法：ホームページより Web 申込、または FAX
◆問合せ先：城南支所（担当 平野）
TEL 03-3733-6233 FAX 03-3733-6235
詳細はこちら ⇒ https://www.iri-tokyo.jp/seminar/190131jonan.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）関東経済産業局「第 5 回医師主導による医療機器開発のための
ニーズ創出・事業化支援セミナー」
関東経済産業局は、日本医師会と連携し「医師主導による医療機器開発の
ためのニーズ創出・事業化支援セミナー」への参加者、および併設展示会への
出展者を募集しています。
セミナーのテーマは「世界を目指す医療機器開発戦略～IoT、AI、ロボット、
予防・健康」です。
◆開催日時：平成 31 年 1 月 19 日（土） セミナー 13：00～17：00
展示会 12：00～17：30
◆会 場：川崎商工会議所川崎フロンティアビル（神奈川県川崎市川崎区）
◆定 員：120 名 ※定員に達し次第締切
◆参加費・出展料：無料
◆申込方法：ホームページより Web 申込
◆問合せ先：日医総研医療機器開発支援窓口 https://jmamdc.med.or.jp
E-mail: supportdesk@jmamdc.med.or.jp

（担当 日医総研 吉田・寺下）
詳細・申込はこちら ⇒ https://jmamdc.med.or.jp/seminar/seminar/30
………………………………………………………………………………………
（５）神奈川県立産業技術短期大学校「スキルアップセミナー」
神奈川県立産業技術短期大学校では、現在の仕事をより充実させるため、
新しい分野の仕事に取り組むためのさまざまな専門分野のセミナー
（在職者訓練）が開催されています。
2019 年 3 月開催予定のセミナーをご紹介します。各セミナーの開催時間、
申込方法、内容などについては、詳細 URL をご参照ください。
・フライス盤による切削の理論と実際（3 月 20 日、22 日）
・旋盤による切削の理論と実際（3 月 25 日、26 日）
・製造現場における在庫管理の進め方（3 月 20 日、22 日）
・電子計測機器の活用術（3 月 18 日、19 日）
・表計算ソフトの関数テクニック（請求書、賃金計算書編）（3 月 19 日、20 日）
・広報担当者のための製品撮影＆広報取材撮影講座（3 月 7 日、8 日）
◆会 場：神奈川県立産業技術短期大学校（神奈川県横浜市旭区）
◆受 講 料：各セミナー6,100 円（各 2 日間）
◆問合せ先：神奈川県立産業技術短期大学校 産業技術課 セミナー担当
TEL 045-363-1233
詳細はこちら ⇒ http://www.kanagawa-cit.ac.jp/seminar/index.html
………………………………………………………………………………………
┏━ 再案内 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■医工連携セミナー「新たな参入を促進・支援するための
『医療機器産業と医工連携』」受付中！
https://www.iri-tokyo.jp/seminar/190121-1.html
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………………………………………………《 TIRI メールニュースここまで 》…
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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
★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/
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