
         
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成29 年6 月1 日 公益財団法人 郡山地域テクノポリス推進機構 
テ ク ノ ポ リ ス だ よ り  Vol.87 

ちびっ子マイスターズ・カレッジ2017 募集 

コース1「コンクリート探検隊！」 コース2「コンピューター動かし隊！」 

昨年、実施しました「コンクリート探検隊！」は、応募者多
数で大勢の方に参加を御遠慮いただいた経緯があり、今年も「コ
ンクリートを探して！作って！壊して！コンクリートの世界を
探検してみよう！」をテーマに実施することといたします。 
今年は、2つの会場で下記のとおり開催します。 

 

文部科学省が2020年度から必修化を進めている、プログラミ
ング授業にいち早く対応するため、小学校（3～6年）を対象に
Scratch（スクラッチ）を活用した講座を実施し、将来の ICT
業界を担う人材の育成につながることを目的として、下記のと
おり開催します。 

郡山会場 
■日 時 平成29年7月22日（土） 10：00～14：00 
■会 場 日本大学工学部70号館（7011教室・7012教室） 

日本大〃工学部47号館 

須賀川会場 
■日 時 平成29年7月23日（日） 9：30～12：00 
■会 場 福島空港公園 緑のスポーツエリア（会議室) 

 

■参加費 郡山会場：500円／1人（昼食代・保険代） 

須賀川会場：100円／1人（保険代） 

■教材費 200円／1人（教材費）児童のみ 

■定 員 郡山会場：100組（保護者同伴） 

     須賀川会場：30組（保護者同伴） 

■対 象 小学生と保護者（3年生から6年生） 

■講 師 日本大学工学部土木工学科 

 コンクリート工学研究室  岩城一郎  教授 

■主 催 （公財）郡山地域テクノポリス推進機構 

   日本大学工学部 

 

記 記 
郡山会場  
■日 時  平成29年7月22日（土） 

1回目：10：00～12：00、2回目：14：00～16：00 
■会 場  郡山商工会議所会館6階「中ホール」 
須賀川会場  
■日 時  平成29年7月23日（日） 

1回目：10：00～12：00、2回目：14：00～16：00 
■会 場  須賀川市産業会館1階「会議室」 
鏡石会場  
■日 時  平成29年7月29日（土）10：00～12：00  
■会 場  鏡石町図書館2階「研修室」 
三春・石川・玉川会場  
■日 時  平成29年7月30日（日）10：00～12：00  
■会 場  福島空港ビル3階「多目的会議室」 
 
■参加費 1,500円／1人 
■定 員 各会場 20名（郡山・須賀川：各回20名） 
■対 象 小学生（3年生から6年生：児童のみ） 
■講 師 （株）プレイノベーション 代表取締役社長 菅家元志 氏 
■主 催 郡山地域ニューメディア・コミュニティ事業推進協議会 

 
                 

              

 「“医療の道を歩む、未来への第一歩”」 

 

中学生向け医工連携人材育成事業 募集 

3 コース共通申込期間・方法 
6 月19 日（月）から7 月5 日（水）まで。なお、応募者多数の場合は抽選とします。 
学校を通じて配布するチラシ、または下記URLからチラシをダウンロードし、FAXまたはメールでお申し込みください。 
                                           http://www.techno-media.net6.or.jp/ 

当機構では、中学生を対象に、ふくしま医療機器産業推進機構、日本大学工学部及び民間企業の方々を講師に迎え、「医工連携
に係る講義」や「模擬手術体験」等を通じて、「医療全般」について理解を深め、福島の将来を担う医工連携人材の育成を図る『中
学生向け医工連携人材育成事業』を下記のとおり開催します。 

 
■日 時 平成29年8月4日（金） 14：00～17：00（終了予定） 
■会 場 ふくしま医療機器開発支援センター 
■参加費 1,000円 
■定 員 40名 
■対 象 中学生 
■講 師 日本大学工学部 医学博士・工学博士 酒谷薫 教授、 

（一財）ふくしま医療機器産業推進機構、ジョンソン・エンド・ジョンソン（株） 
■主 催 （公財）郡山地域テクノポリス推進機構 
■共 催 日本大学工学部、（一財）ふくしま医療機器産業推進機構、ジョンソン・エンド・ジョンソン（株） 
 

記 

昨年の模擬手術体験の様子 

♪ 夏 休 み 特 別 企 画 
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発行元    （公財）郡山地域テクノポリス推進機構/郡山地域ニューメディア･コミュニティ事業推進協議会 
TEL 024-947-4400  FAX 024-947-4475  E-mail techno@nm.net6.or.jp 
郡山地域テクノポリスものづくりインキュベーションセンター 
TEL 024-926-0344  FAX 024-943-4441  E-mail monodukuri@nm.net6.or.jp                               

ものづくりインキュベーションセンター 
入居者審査委員会 報告 

 平成29年5月10日（水）午後1時30分から、インキュベーションセンター会

議室にて、入居者審査委員会を開催しました。 
今回の審査会では、入居期間が満了となります「入居期間延長申込 3 件」に対し

て、審査が行われ下記のとおり承認されました。 
 〔審査結果〕 

支援室№ 企業名 研究開発内容 入居期間 

3 
福島再生可能エネルギー株式会社 
代表取締役 岡田 素行 

未利用バイオマスの再資源化とバイ

オマス・ナノ材料の研究開発 平成29年5月21日～平成30年5月20日 

5 
株式会社マイステック 
代表取締役 金井 克也 

脊椎手術用開創器システムの開発か

ら事業化 
平成29年7月11日～平成30年7月10日 

11 
SAISEI合同会社 
代表社員 増尾 一 

バイオマスによるメタン分析装置の

研究開発 平成29年6月2日～平成30年6月1日 

 

平成29年4月27日（木）午前11時から、郡山ものづくり

インキュベーションセンターで、今年度の総会を開催しました。 
滝田会長ほか委員15名、監事1名の出席のもと、役員改選

が行われ、滝田会長、出村副会長、鈴木副会長、上田監事が

再選、新たに浜津監事が選出されました。 
平成29年度事業計画では、ICTを活用し地域課題を解決す

るためのハッカソン、アイデアソンを開催するほか、企業に

有益な講演会等を開催することが決まり、予算とともに承認

されました。 

郡山地域ニューメディア・コミュニティ事業推進協議会 

滝田会長挨拶 総会の様子 

 

◇日 時：平成29年5月16日（火）10：00～10：35 
◇会 場：郡山商工会議所会館 5階「5-2会議室」 
◇出席者：6名、来賓3名 
◇平成29年度の主な事業計画 
・産学連携による技術開発支援 
・テクノポリス推進機構事業への支援・協力 
・各種団体との連携 
・再生可能エネルギー関連施設の視察 

平成29年5月22日（月）午後2時から、インキュベーシ

ョンセンター会議室において、日本大学と今年度の事業計画を

協議する『NUBICキックオフミーティング』を開催しました。 
この会議は、日本大学が有する知的財産を広く活用し地域産

業の振興を図ることを目的に、平成17年9月に「郡山地域テ

クノポリス推進機構」、「日本大学産官学連携知財センター

（NUBIC）」、「日本大学工学部」の三者で締結した「日本大学

産官学連携知財センター（NUBIC）による知的財産・産学連

携相談窓口の開設に関する覚書」に基づき、毎年、当機構と日

本大学とが事業計画の内容について協議するものです。 
会議の結果、今年度も引き続き、毎月第4水曜日の技術相談

「NUBIC郡山サテライト」（無料） 
の実施や「出前セミナーin企業」の 
開催を確認しました。 
この相談会や出前セミナーを通じ 

て、各企業の技術向上が図られるこ 
とを期待します。 

 
ミーティングの様子 

平成29年度の「郡山地域テクノポリス推進協議会 総会」及び「郡山地域テクノポリス市町村協議会 総会」が平成29年5
月16日、22日それぞれ開催されました。 
 総会では、平成 28 年度事業報告・収支決算書、平成 29 年度事業計画（案）・収支予算書（案）について原案どおり可決承認

されました。また、圏域市町村や商工会議所・商工会等の連携強化を図り、テクノポリス推進機構を通じて圏域の中小企業等を

支援する協力体制を築いていくことを約束しました。 

◇日 時 平成29年5月22日（月）10：00～11：00 
◇会 場 郡山市役所 西庁舎 5階「5-1会議室」 
◇出席者 12名 
◇平成29年度の主な事業計画 
・テクノポリス推進機構が実施する事業に対する協力支援 
・国・県との連絡調整 
・視察研修 
 郡山地域の高度技術産業集積の維持・拡大を図るため、
先進地等への視察研修を実施する。 

各企業15分間のプレゼンを行いました 
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mailto:monodukuri@nm.net6.or.jp
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwitoK6szvDTAhUEHpQKHbruCIMQjRwIBw&url=http://matome.naver.jp/odai/2133622754599969001/2133623686201136903&psig=AFQjCNGOC9U5PGk5Zpi8w5St8-S2HUbWjg&ust=1494893415913216�

