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1.高岡市技能功労者として４名が表彰されます。 
来る 11 月 22 日（木）に高岡市役所で、平成 24 年度

高岡市技能功労者表彰式が行われます。当会より推薦の

4 名の方が表彰されることになりました。おめでとうご

ざいます。 

 

2.アース研究会と合同研修会・交流会を 

開催しました。 
10 月 18 日（木）13 時 30 分から、10 月例会として創造開発型中小企業を会員としたアース研究会の皆

様と合同研修会を開催しました。当会側から三協立山㈱三協マテリアル社課長 清水和紀氏の「マグネシ

ウム合金展伸材の製造技術開発」、㈱能作代表 能作克治氏の「伝統産業の新たな取り組み」、アース研究

会側からは会長 中西幹育氏の「ハイブリッド・コーティング」をはじめ４テーマの講演、18 時 30 分ま

で充実した研修会となりました。研修会終了後は、商工レストランにて交流会を実施、異業種のアース研

究会や共催参加されました Kansai仕事づくりの会・さぬき知財研究会・駿河湾地域事業化プロジェクト・ 

しみず新事業創出研究会の皆様と和やかなひとときと交流の時間を持っていただきました。参加者 91 名

でした。 10月 19日付北日本新聞・富山新聞に記事として取り上げられました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                研修会会場                       交流会会場                    三芝硝材㈱ 
 

 また、アース研究会側の皆様は、19日（金）三協立山㈱三協アルミ社・三芝硝材㈱・㈱梶原製作所等地元企業の

工場見学もされました。 
  

3. 各常任委員会が開催されました。 
10月 24日（水）技能技術委員会、25日（木）経営労務委員会、26日（金）総務広報委員会が開催され

ました。各委員会では、所管事業の上期実績及び下期の行事予定を確認していただきました。他に、一般

社団法人化の認可、商材研究会の進捗、創立 50周年記念事業に向けての対応状況を報告しました。   

 

4.一般社団法人移行について 

24 年度総会にて承認された一般社団法人移行について、申請手続きを 7 月の常任理事会で承認、8 月 8

日に富山県に申請しました。9月 20日に審査され、認定の基準に適合すると認めるのが相当とする旨の答

申決定通知をいただきました。25年 4月 1日移行登記予定しております。 
 

5.１１月行事予定 

◆11 月  6 日（火）7 日（水）  先進地企業視察 
ダイヘン㈱・ダイキン工業㈱ 

近畿車両㈱の関西 3 社 

◆11 月 13 日（火） 11：00 常任理事会 商工ビル 

◆11 月 14 日（水） 13：00 とやま産学官金交流会 2012 ｳｲﾝｸﾞ・ｳｲﾝｸﾞ高岡 

受 賞 者 名 会 社 名 

新畑 良二 三協化成㈱ 

高崎 孝志 三協立山㈱三協アルミ社  

日尾 嘉信 協同アルミ㈱ 

山田 洋 ㈱宮木製作所 
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6.お知らせ 
☆とやま産学官金交流会 2012 
  テーマ 産学官金連携が支えるとやまの“ものづくり”“ひとづくり” 

自然災害や円高、そして低成長経済の続く中、国内外を取り巻く環境はまだまだ厳しいものがある。こうした状況下、

オリジナリティのある「ものづくり」や将来を支える「ひとづくり」がますます重要になっている。今後の多様なニ

ーズに適応する「ものづくり」、「ひとづくり」には、一企業毎ではなく、産学官金連携を加えた対応が効果的との理

念で交流会を開催。 

日 時：平成 2４年 11 月１４日（水）13：００～ 

会 場：ウイング・ウイング高岡（高岡市末広町 1 番 7 号） 

13：10～14：25 基調講演：「今必要なグローバル人材」講師：松本 紘氏（京都大学総長） 

14：30～15：30 ポスターセッション（県内の企業、高等教育機関、公設試験研究機関等の技術シーズ、研究成果を展示） 

15：30～16：30 パネルディスカッション 第一部「産学官金連携による地域に資するひとづくり」 

16：40～17：40 パネルディスカッション 第二部「多様化する介護・福祉ニーズに応えるものづくり」 

18：00～19：30 情報交換会（参加費 3,000 円） 

入場料：無料  

申込締切：11 月 9 日（金） 

問合先：財団法人富山県新世紀産業機構 とやま産学官金交流会 2012 実行委員会事務局 TEL: 076-444-5606 

☆JIMTOF2012 第 26 回日本国際工作機械見本市 
工作機械および関連機材が一堂に会する展示会 

日 時：平成 24 年 11 月１日（木）～6 日（火）９：00～17：00 

会 場：東京ビックサイト 全ホール 

入場料：3,000 円（招待券持参者無料、Web 参照ください）  

問合先：一般社団法人日本工作機械工業会 JIMTOF 事務局 TEL: 03-5530-1333  

☆2012・日本ダイカスト会議・展示会 
 ダイカストに関する最先端技術の研究論文発表と最新設備、製品の展示 

日 時：平成 24 年 11 月８日（木）～10 日（土）９：00～17：00（初日のみ 9：30 開場） 

会 場：パシフィコ横浜 展示ホール、アネックスホール 

入場料：無料 （会議有料） 

連絡先：一般社団法人日本ダイカスト協会 TEL：03－3434－1988  

☆Japan Home ＆ Building Show 2012  
 戸建て・マンションから超高層ビルまで～建材・部材・設備に関する専門展示会 

日 時：平成 24 年 11月 14 日（水）～16 日（金）10：00～17：00 

会 場：東京ビッグサイト 東２・３ホール 

入場料：1,000 円（事前登録者無料、招待券持参者無料） 

問合先：一般社団法人日本能率協会 Japan Home ＆ Building Show 事務局 ＴEL：03-3434-1988            

☆ものづくり Next ↑2012 生産システム見える化展 
 生産システムの見える化を支援する専門展示会 

日 時：平成 24 年 11月 14 日（水）～16 日（金）10：00～17：00 

会 場：東京ビッグサイト 西１・2 ホール 

入場料：1,000 円（事前登録者無料、Web 参照ください） 

問合先：一般社団法人日本能率協会 ものづくり NEXT↑事務局 TEL：03-3434-0587            

☆スマートハウス・スマートコミュニティ展 
 スマートハウスの構成製品を集めた展示と最新街づくりに関するセミナーの開催 

日 時：平成 2４年 11 月 14 日（水）～1６日（金）10：00～17：00 

会 場：東京ビッグサイト 東２・３ホール 

入場料：1,000 円（事前登録者無料、Web 参照ください） 

問合先：一般社団法人日本能率協会 Japan Home ＆ Building Show 事務局 TEL：03-3434-1988             

☆GOOD DESIGN EXHIBITION 2012 
 2012年度グッドデザイン賞の受賞発表展。 あらゆるジャンルの最新デザインを展示 

日 時：平 24 年 11月 23日（金）～2５日（日）10：00～19：00 （25 日は 16：00 まで） 

会 場：東京ビッグサイト 東４ホール 

入場料：1,000 円 

問合先：公益財団法人日本デザイン振興会  TEL：03-6743-377７ 

 


