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一般社団法人

高岡アルミニウム懇話会

1.創立 50 周年記念式典・祝賀会を開催しました。
10 月 25 日（金）17 時から、ホテルニューオータニ高岡に於いて富山県
知事代理佐野商工労働部長、髙橋高岡市長、川村高岡商工会議所会頭はじ
めご来賓 38 名をお招き、会員 75 名が出席し創立 50 周年を祝いました。
記念式典では、来賓祝辞を頂戴し、歴代会
長の戸田清一氏、荒井久夫氏、竹平榮太郎
氏に特別功労賞を

永年役員を務められた

荒井毅氏、酒田龍文氏、金森茂氏に功労賞
をお贈りしました。また、創立 50 周年記念
寄付事業として、経産省支援事業で会員企
業連携でものづくり開発した休憩器具「レ
スツール」6 体の目録を髙橋高岡市長に贈呈、在来線高岡駅ステーショ
ンビルに設置させていただきます。祝賀会ではアトラクションの福光餅
つき太鼓も入りにぎやかで和やかなひと時を過ごして頂きました。
創立 50 周年記念誌製作中です。来年 2 月の発刊を予定しております

2.県功労表彰に前会長竹平榮太郎氏が選ばれました。
来る 11 月 1 日（金）に富山県庁にて、平成 25 年度県功労表彰式が行われます。当会副会長として 7
年 5 か月、会長として 11 年 7 か月と永きにわたるご尽力。高岡商工会議所副会頭、富山県デザイン協
会理事長としても産業経済分野で貢献された事が評価され表彰される事となりました。

3.高岡市技能功労者として３名の方が表彰されます。
来る 11 月 15 日（金）に高岡市役所で、平成 25 年度高岡市
技能功労者表彰式が行われます。

受賞者名

会社名

佐藤 勝人

三協化成㈱

林

貢

西本 正雄

三協工機㈱
㈱宮木製作所

4. 各委員会が開催されました。
10 月 1 日（火）技能技術委員会、10 月 2 日（水）経営労務委員会、10 月 3 日（木）総務広報委員会
が開催されました。各委員会では、所轄事業に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。
また今後の事業運営、行事計画についても討議頂きました。

5. 11 月 1 日より「富山県アルミ産業協会」に名称変更します。
平成 25 年度定期総会で承認頂きました名称変更を 11 月 1 日より行います。富山県の基幹産業である
アルミ業界を代表する会として更なる発展を目指してまいります。
事務所、電話・FAX 番号の変更はありませんが メールアドレスは、toyama-al@alumi.or.jp に変更
となります。
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6. 11 月行事予定
◆11 月 12 日（火）

11:00

◆11 月 13 日（水）14 日（木）

（高岡商工ビル 503）

運営委員会
先進地企業視察

三重県（せんぐう館・セントラル硝子）

7.お知らせ
☆人材育成支援「ものづくり小規模事業者等人材育成事業
中小企業庁は、ものづくり小規模事業者等のうち、中長期的に社内の人材育成の計画を有する者であって、その製造現場で働く
中核人材に本事業で指定する講習会等を受講させる者に対して、その経費の一部を補助される事業。
補助内容；①受講料
②旅費及び宿泊費
補助金額；上限 50 万円（補助対象経費の２/3 以内） 1 社３名まで
締
切；平成 25 年 12 月 11 日（水）17 時必着
問合先 ；ものづくり小規模事業者等人材育成事業事務局（サンヴァーテックス㈱） TEL027-384-4346

☆（一社）軽金属学会北陸支部 平成 25 年度秋期講演会
日 時：平成 25 年 11 月 22 日（金）

13;30～16;40 講演会
16;45～18;15 懇親会
（高岡市あわら町 1-1 TEL 0766-26-7433）

場 所：高岡 JA 会館 7 階大ホール
入場料：無料 （懇親会費 ３,000 円）
内 容；招待講演①「軽金属研究あれこれ---基礎学術～NEDO プロジェクト～地域密着産学連携--茨城大学工学部機械工学科
教授 伊藤 吾朗氏
特別講演②（軽金属功労賞受賞講演）「軽金属の自動車への適用と期待される人材」
アイシン軽金属株式会社 専務取締役 村上 哲 氏
企業発表①「IH クッキングヒーターの性能向上に対応するアルミニウム製フライパンの取り組み」
北陸アルミニウム株式会社 ハウスウェア事業本部 キャスト工場 大能 誠志氏
企業発表②「ダイカスト用個別アルミニウム溶解保持炉」
株式会社宮本工業所 工業炉技術部 水上 正人氏
問合先：（一社）軽金属学会北陸支部事務局 富山大学工学部材料機能工学科内
TEL＆FAX 076-445-6839

☆第 1 回とやま産学官連携推進セミナー「助成金獲得法を学ぼう」
「技術開発助成に興味はあるものの、助成金の申請はまだまだ初心者」という方向けの、助成制度の選び方、申請書
の書き方についてのセミナー
日 時：平成 25 年 11 月 26 日（火） 14;00～16;15
場 所：（公財）富山県新世紀産業機構 技術交流ビル 2 階研修室
定 員：70 名（先着順） ※,1 団体につき 3 名まで
内 容：講演１「知らないと損をする！技術開発関連の助成金の獲得法」
(有)アドバイザリーボード代表取締役
(独)中小企業基盤整備機構 アドバイザー 武田宜久氏
講演 2「国及び県関連の主な助成事業の紹介」
産学官連携推進センター連携促進課
参加費；無料
締 切；平成 25 年 11 月 19 日（火）17 時
問合先；TONIO 産学官連携推進センター 連携促進課 吉岡
TEL 076-444-5636 FAX 076-433-4207

☆システムコントロールフェア 2013
オートメーションの最先端技術や情報を有する企業が出展する FA 専門展示会
日 時；平成 25 年 11 月 6 日（水）～8 日（金） 10;00～17;00
場 所；東京ビックサイト 西 1・2 ホール
入場料；1,000 円（事前登録者無料）
問合先；システムコントロールフェア運営事務局
TEL 03-5804-3450 FAX 03-5804-3451

※あるみ情報は当会ホームページでもご覧いただけます。

-2-

