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☆★☆トピックス☆★☆
----------------------------------------------------------------------------☆クールビズ実施のお知らせ☆
協会では、10/31 までの期間、クールビズを実施しております。
事務局の軽装にご理解を賜りますようお願い致しますとともに、皆様におかれましても楽な服装にて
おいで下さい。
よろしくお願い申し上げます。

☆経済産業省 産業技術環境局
基準認証経済連携室 室長 松本 満男様ご講演企画(10/17)☆
10 月 17 日 15：30 から当協会 会議室において（検査・分析に関連する）認証・認定の国際的動向に
ついて試験所認定（ISO17025）や ISO9001/14001 の動向、実際と国内への影響、国際相互認証、 海外
における認証・認定の実際 などをテーマに松本室長にご講演いただきます。
聴講希望の方は、企画交流部 松岡 matsuoka@jria.or.jp までお知らせください。先着 20 名様で締
め切りとさせていただきます。

☆第１回先導技術研究会講演会(10/26)☆
日時： 平成 28 年 10 月 26 日（水）15：00〜17：00
場所： （一社）研究産業・産業技術振興協会 東京本部会議室
講演題目：
「日本におけるＡＩ研究をめぐる秘話と今後の期待」
講師：元電子技術総合研究所 所長 田村 浩一郎 氏
我が国の AI 関連プロジェクトについて歴史的な流れを含めてお話いただき、さらに現在の「AI ブー
ム」に単に追随するのではなく、歴史的な流れを含めて理解した上で AI 技術の将来を考えるべき時で
はないか、との我々の疑問に答えていただきます。
会費：正会員・賛助会員・特別賛助会員・大学・公的機関 無料、
非会員 5,000 円

申込：つくば事務所 石塚（tsukuba1@jria.or.jp）
10 月 24 日（月）16：00 まで
（会議室の定員が 20 名程度ですのでお早めにお申し込み下さい。）
※研究会終了後講師との懇親会（参加費実費）を予定しています

☆パートナー機関イベント情報☆
《一般社団法人セメント協会 技術セミナー》
日時：平成 28 年 10 月 5 日(水) 13:00～16:30
場所：アイーナ いわて県民情報交流センター7 階
HP：http://www.jcassoc.or.jp/cement/1jpn/ji1f.html
《一般財団法人 日本規格協会 標準化と品質管理全国大会 2016》
日時：平成 28 年 10 月 6 日(木) 14:00～16:30 ，7 日（金）10:00～16:20
場所：都市センターホテル 3 階コスモホール （東京都千代田区平河町 2-4-1）
以後全国各地で開催されます。詳しくは下記 URL（協会ホームページ）にてご確認ください。
HP：http://www.jsa.or.jp
《一般社団法人セメント協会 セメント系固化材の利活用セミナー(金沢)》
日時：平成 28 年 11 月 2 日(水) 13:00～16:50
場所： 金沢商工会議所会館 1F ホール
HP：http://www.jcassoc.or.jp/cement/1jpn/ji1g.html
《一般社団法人セメント協会 セメント系固化材の利活用セミナー(広島)》
日時：平成 28 年 12 月 9 日(金) 13:00～16:50
場所：広島県 JA ビル 10F 講堂
HP：http://www.jcassoc.or.jp/cement/1jpn/ji1g.html

------------------------------------------------------☆★☆★☆★☆★☆★☆
１◆報告－－事業活動(委員会他) ◆
☆自主委員会
9/ 6 検査・分析委員会
今年度は東日本大震災から約 5 年が経過し、復興事業が着々と進んでいる福島県での産業・技術振興
への取組みに焦点を当てて、訪問調査を行うこととしました。訪問先は、福島環境創造センター及び
福島県ハイテクプラザに依頼し 10 月 20 日に訪問することとなりました。また、東北大学 工学研究
科の「生活環境早期復旧技術研究センター」への訪問調査も企画中です。
福島環境創造センター URL:http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/298/
福島県ハイテクプラザ URL:http://www4.pref.fukushima.jp/hightech/index-pc.html
9/14 目利きコミュニティー委員会を開催しました。21 世紀の社会システムについてドゥリサーチ研
究所 西尾治一社長より講演いただき、活発な討議が行われました。
9/15 研究開発マネジメント委員会を開催しました。ウィルソン・ラーニング・ワールドワイド（株）
三浦英雄様より同社が行っている「越境リーダーシップ」 プロジェクトについてご講演をいただき、
その後活発な質疑が交わされました。

２◆報告－理事会、運営委員会等◆
★第 12 回総合役員会・第 14 回理事会(9/12)★
経済産業省により「理系女性活躍促進支援事業」およびサポイン事業として「マスクレス超低損傷

加工を実現するミニマル・バイオテンプレート形成装置とミニマル中性粒子ビームエッチング装置の
開発」
、
「サイレントチェンジ対策／スクリーニング分析用質量分析装置・技術の開発研究」が採択さ
れたため、平成 28 年度の事業計画、および予算を見直し、報告し、審議いただき承認を得ました。
また、幹事が佐藤卓治様［株式会社 東レリサーチセンター 相談役］から川村邦昭様［株式会社 東
レリサーチセンター 代表取締役社長］へ、田中茂様［住友電気工業株式会社 技監］から岩野宏様
［住友電気工業株式会社 執行役員］へ交代する件に関しましても承認を得ました。これら２件に関
し、書面による総会審議に諮り全会一致で承認されました。

★八大学工学系連合会との意見交換会・懇親交流会(9/12)★
経済産業省から産業技術環境局・技術政策企画室長 小浦克之様、八大学側から 10 名、協会側から
20 社ご参加いただき活発な意見交換がなされました。

３◆実績・予定－協会スケジュール◆
(予定は確定分のみ掲載しています)
＜９月＞
9/ 6 検査・分析委員会
9/12 総合役員会・理事会
9/12 八大学工学系連合会との意見交換会・懇親交流会
9/14 目利きコミュニティー委員会
9/14 サステイナブル委員会・人材部会
9/15 研究開発マネジメント委員会
9/26 臨時総会書面議決〆切日
＜１０月＞
10/ 7 ナノ分析標準委員会
10/14 環境技術調査委員会
10/17 検査・分析委員会
10/25 研究開発マネジメント委員会
10/26 先導技術研究会・幹事会
10/26 五感委員会
10/28 サステイナブル委員会
＜１１月＞
11/ 1 技術系人材委員会
11/14 検査・分析委員会
11/15 先導技術研究会・幹事会

○最新の協会スケジュールは、リニューアルされた HP のトップで参照できます。
・http://jria.or.jp//

４◆編集後記◆
・最後までお読みいただきありがとうございました。
また、皆様の忌憚のないご意見を頂戴できればと存じます。

******* 研究産業・産業技術振興協会(JRIA)ニュースについて********************
・本ニュースは、関係部署に転送いただき、ご活用いただけますと幸いです。
また、非会員関係先等への転送にもご協力いただきますようお願いいたします。
・バックナンバー：http://www.jria.or.jp/HP/jria_news.htm
・JRIA ニュースの送付先アドレスの変更やご不要な場合は下記事務局までご連絡願います。
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