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一般社団法人

富山県アルミ産業協会

1.運営委員会が開催されました。
9 月 12 日（火）に運営委員会が開催されました。10 月・11 月の事業計画と「富山県ものづくり総合見本
市 2017」・「富山県機電工業会との交流事業」等の内容について報告、了承されました。

2.第 8 回アルミ用途開発講演会を開催します。
「第 8 回アルミ用途開発講演会」を建築に係る方々をお招きし 11 月 17 日（金）13 時 10 分～開催します。
・会 場
：富山県工業技術センター 中央技術研究所 技術開発館ホール
・プログラム

：講演①『アルミニウム建築の概説とエコムス事業の歩み』
エコムスグループ マーケティング担当 岩﨑 雅幸 氏
講演②『これからの住宅に求められる性能と地域への貢献』
東北芸術工科大学デザイン工学部
建築・環境デザイン学科
教授
講演③『文化的地域遺伝子と建築』
東京藝術大学美術部建築科 教授

竹内

昌義

氏

ヨコミゾマコト

氏

案内は別途致します。参加費は無料、多数の申込みお待ちいたします。

3.工芸都市高岡クラフトコンペが開催されました。
平成 29 年 9 月 22 日（金）～24 日（日）の 3 日間、高岡中心市街地
一帯で「ものづくり高岡万博」と題し、四つのクラフト系イベントが開
催されました。22 日に、
「工芸都市高岡 2017 クラフト展」が大和高岡
展４F 催事場でオープニング。23 日には、クラフトコンペ講評会が行
なわれました。

4.「生産性向上人材育成セミナー」が行われました。
厚生労働省人材開発支援事業として、9 月 22 日（金）・23 日（土）に
会員ニーズに対応した「生産性向上人材育成セミナー：生産現場の問題解
決」の研修が M＆P 研究とやまの竹村所長を講師に、高岡総合プール第一
会議室で行われました。「現状分析とムダの発見・生産現場の改善」など
学んだことを習得するために改善実習やグループワークを実施しました。
参加者は 10 名でした。

5.10 月度行事予定
◆10 月 12 日（木）・13 日（金） 9：15
◆10 月 18 日（水）・19 日（木）
◆10 月 27 日（金）
◆10 月 30 日（月）
◆10 月 31 日（火）

7：30
12：00
16：00
16：00

生産性向上のための課題と
ラインバランシング
先進地視察
例会
経営労務委員会
総務広報委員会
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まんよう荘 会議室 （高岡市長江 440）
（株）宮﨑本店
高岡商工ビル
高岡商工ビル
高岡商工ビル

ヤマザキマザック（株）
10F
501 会議室
501 会議室

6.お知らせ
☆「とやま中小企業チャレンジファンド事業二次募集」のご案内
県内 11 金融機関と富山県との連携により総額 150 億円の基金を造成し、その運用益を活用し、様々なメニューで中小
企業者を支援しています。
募集事業
１）ものづくり研究開発支援事業 ２）プラン公募型起業家誘致事業 3）ビジター対応ビジネス支援事業
4）販路開拓挑戦応援事業
5）小さな元気企業応援事業
対象者
：富山県内の中小企業者及び中小企業者のグループ
助成事業期間：最長２箇年度（平成３1 年３月３１日まで） 助成率・助成限度額については、お問い合わせください。
締 切
：2017 年 10 月 19 日（木）17：00 必着
問合先
：（公㈶）富山県新世紀産業機構 連携促進課 TEL 076-444-560７

☆第 20 回 関西ものづくりワールド開催のご案内
製造向け IT ソリューションや機械部品、加工技術、工場設備・備品などが一堂に出展する西日本最大の専門技術展＆セ
ミナーを開催します。（1,250 社が出展）
セミナーでは「ニコン」「マツダ」「コマツ」などの役員をはじめキーパーソンによる１３講演。
開催日
：2017 年 10 月 4 日（水）～10 月 6 日（金）10:00～18:00（最終日 17:00 まで）
会 場
：インテックス大阪 ２号館～5 号館 A・6 号館 A・B ゾーン
入場料
：招待状持参者（インターネットで申込登録を完了し℮ -招待券をプリントアウトし当日持参願います）
問合先
：関西ものづくりワールド事務局
TEL 03-3349-8506

☆「富山大学 第３回先端材料研究フォーラム」のご案内
このフォーラムは、次世代の軽量材料としての、アルミニウム、マグネシウム、その他のハイブリット材料に焦点を当て、
産・学の両面から、実際の産学共同での成果を中心に情報交換を行うことを目的とし開催します。
日 時
：2017 年 10 月１2 日（木）9:00～17:00 10 月 13 日（金）9:00～17:50
会 場
：富山第一ホテル（富山市桜木町 10-10）
入場料
：講演会は無料
問合先：北陸技術交流テクノフェア 2017
TEL 0776-33-8252

☆第５９５３回ＱＣサークル大会のご案内
創意工夫を重ね、積極的に改善活動に取り組んでいる体験１２事例を発表します。
開催日
：2017 年 10 月 12 日（木）9：10～16：15
会 場
：高岡文化ホール（大ホール）高岡市中川園町１３－１
参加費
：会員会社 ５千円/人 一般会社 ６千円/人
問合先
：ＱＣサークル北陸支部富山地区 事務局 アイシン軽金属（株）津田真美子・甲佑莉

TEL 0766-84-8808

☆「北陸技術交流 テクノフェア 2017」開催のご案内
全国から企業・大学・研究機関・団体などが出展する北陸最大規模の総合技術展示会。IoT の進展により、ものづくり産
業が大きな変革を遂げている中、ものづくりを支える基盤技術や最先端の技術動向を紹介します。
日 時
：2017 年 1０月２6 日（木）27 日（金）10:00～17:00
会 場
：福井産業会館
内 容
：①特別企画展 「IOT 時代を支える新技術」
「自動認識技術」「人工知能技術（AI）」にスポットを当てた特別企画展。
会場：福井産業会館 1 号館
②記念講演会
日時：10 月 27 日（金）13:30～14:30
会場：福井産業会館 本館２階
講演：「アスリートを支えるわが社のモノづくり戦略」
（株）アシックス 代表取締役会長兼社長 CEO 尾山 基 氏
入場料
：無料
問合先：北陸技術交流テクノフェア 2017
TEL 0776-33-8252

☆富山県ものづくり総合見本市 2017 のご案内
県内外・海外のものづくり技術や製品を展示し経済交流の促進と県民にものづくり技術を紹介します。
開催日
：2017 年 10 月 26 日（木）～10 月 28 日（土）10：00～17：00 最終日は 16:00 まで
会 場
：テクノホール（富山産業展示館）富山市友杉 1682
内 容
：基調講演
日時：10 月 26 日（木）14:00～15:00
会場：テクノホール西館メインステージ
講演：「我が国の科学技術政策と富山県産業の方向性」
国立研究開発法人物質・材料研究機構理事長 橋本 和仁 氏
入場料
：無料 事前申込み必要 定員 1５０名
締切
:10 月 20 日（金）
問合先
：富山県ものづくり総合見本市実行委員会 TEL076-482-3224

あるみ情報はホームページでもご覧いただけます。
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