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1．運営委員会を開催しました 

9 月 8 日（火）に運営委員会が開催されました。コロナ禍の中、9 月以降に計画された「能力開

発セミナー」、「会員研修会（県内企業視察）」や「12 月例会」等の運営を審議し、飲食を伴う行事

については、他団体の動向を確認の上、慎重に進めることで承認されました。  

報告事項として、6月～8月までの会費徴収の休止により、「持続化給付金・富山県地域再生支援

金」の支給を申請したことを報告いたしました。 

 

2．生産性向上支援訓練セミナーを開催しました 

厚生労働省の人材育成支援事業として 9月 17日（木）・18日（金）の両日、ポリテクセンター富

山の研修室において、ＡbyＰ萩野の萩野利夫氏を講師に迎え「生産性向上のための課題とラインバ

ランシング」研修が行われました。トヨタ生産方式の基本的な考え方と好事例紹介や生産現場の問

題を発見し解決できる知識・技能を習得するための実習等のグループワークを実施し、10名が受講

しました。 
 

3. ９月例会を開催しました 
9月 25日（金）に高岡商工ビル 2階大ホールにおいて、9月例会を開催しました。 

   
 

  

今回は、荒井会長の挨拶に続き、富山高等専門学校 校長の賞雅寛而氏を講師に招き、「社会と家

庭の男女共同参画」と題し、北前船の中継港により始まった富山の産業～遺伝子情報、そして国内

人口が減少する中で将来を切り開くための男女共同参画による人材育成について講演頂きました。 

                

4. １０月度行事予定 

◆10月 9 日（金） 13:30～15:30 県内企業見学会 富山県産業技術開発研究センター 

◆10月 17日（土） 7:20～ 会長杯ゴルフコンぺ 花尾カントリークラブ 

◆10月 23日（金） 16:00～17:00 総務広報委員会 高岡商工ビル 

◆10月 26日（月） 16:00～17:00 技能技術委員会 高岡商工ビル 

◆10月 28日（水） 16:00～17:00 経営労務委員会 高岡商工ビル 
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5. お知らせ 

※あるみ情報は当協会ホームページでもご覧いただけます。 

☆「令和２年度 とやま次世代モビリティ研究会 第３回技術セミナー」開催のご案内 
「交通事故ゼロ社会へ向けた honda の自動運転・運転支援技術」と題して、株式会社本田技術研究所の講師による、最新の協調

人工知識の研究成果について Zoom ウェビナーによる WEB セミナーがライブ配信されます。 

なお、共同視聴会場では、大型スクリーンによる WEB 受講も可能です。 

本セミナーは、無料で受講できますので、興味のある方は是非ご活用ください。 

日 時    ：2020 年 10 月 19 日（月）14:00～15:30 

方 法   ：Zoom ウェビナーを使った WEB セミナー（ライブ配信） 

共同視聴会場：富山県新世紀産業機構 技術交流ビル ２階研修室  〒930-0866  富山市高田 529 

講 師   ：株式会社本田技術研究所 先進技術研究所 知能化領域 エグゼクティブチーフエンジニア  安井  裕司 氏 

参加費   ：無料（定員 100 人 ※会場での WEB 受講は、20 名） 

申込方法  ：下記のフォームから申込ください 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_BzdUthUS2io9R2SkVMJqQ 

申込締切  ：2020 年 10 月 13 日（火） ※定員になり次第、締め切られます 

問合先   ：公益財団法人富山県新世紀産業機構  イノベーション推進センター  菊井 

        TEL：076-444-5636  E-mail：m.kikui@tonio.or.jp 

☆「令和２年度 とやまロボティクス研究会 第３回技術セミナー」開催のご案内 
「知能ロボットを用いた物流・FA 現場でのイノベーション」と題して、 FA 現場において、3Dビジョンが必要となった背

景および AI を用いたロボットの制御やビッグデータを活用した付加価値の創出など、Zoom ウェビナーによる WEB セミ

ナーがライブ配信されます。なお、共同視聴会場では、大型スクリーンによる WEB 受講も可能です。 

本セミナーは、無料で受講できますので、興味のある方は是非ご活用ください。 

日 時    ：2020 年 10 月 22 日（木）14:00～15:30 

方 法   ：Zoom ウェビナーを使った WEB セミナー（ライブ配信） 

共同視聴会場：富山県新世紀産業機構 技術交流ビル ２階研修室  〒930-0866  富山市高田 529 

講 師   ：Kyoto Robotics 株式会社 広報・ブランディング責任者 兼 本社営業部  中野  圭 氏 

参加費   ：無料（定員 100 人 ※会場での WEB 受講は、20 名） 

申込方法  ：下記のフォームから申込ください 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_gOsOdU_RTX-Amdnb7W16_Q 

申込締切  ：2020 年 10 月 15 日（木） ※定員になり次第、締め切られます 

問合先   ：公益財団法人富山県新世紀産業機構  イノベーション推進センター  連携促進課 中居 

        TEL：076-444-5636  E-mail：n.nakai@tonio.or.jp 

☆「ＡＳＥＡＮビジネスセミナー」開催のご案内 
海外でのビジネス経験豊富な講師陣により、コロナ禍の ASEAN の「今」そして「これから」等、今後の海外展開に役立つ情報が

説明されます。 

ASEAN の市場は、どう変わりつつあるのか ASEAN でビジネスを営まれている方、ASEAN でのビジネスに少しでも興味の    

ある方は、是非この機会に参加を検討ください。 

なお、今回は会場での開催に加え、Web での参加も可能です。 

日 時    ：2020 年 10 月 27 日（火）14:00～17:00 

会 場   ：富山県新世紀産業機構 技術交流ビル ２階研修室  〒930-0866  富山市高田 529 

講 師   ：第一部 公益財団法人富山県新世紀産業機構 アジア経済交流センター センター長 鎌田 慶昭 氏 

       第二部 NIHON ASSIST SINGAPORE PTE. LTD.  代表取締役  関  泰二 氏 

参加費   ：無料（定員会場 20 名/Web50 名） 

申込方法  ：下記のフォームから申込ください 

https://www.near21.jp/kan/seminar/2020.html 

申込締切  ：2020 年 10 月 27 日（火） ※定員になり次第、締め切られます 

問合先   ：公益財団法人富山県新世紀産業機構  アジア経済交流センター 

        TEL：076-432-1321  E-mail：asia@tonio.or.jp 
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