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本メールマガジンは山梨大学 新技術情報クラブ会員の皆様へ 

最新情報をお知らせする目的で配信しております。 

メール配信を希望されない方は、「配信停止」とお書きの上、 

ご返信ください。 
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■01  イベント情報                       （2件） 
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（１）教職大学院第 17回教育実践フォーラム（第 2次） 

    

日時：平成 30年 10月 27日（土）13:30～16：00 

会場：甲府西キャンパス 大村智記念学術館大村記念ホール 

講師：杉田  洋 国学院大学人間開発学部教授 

演題：「アクティブラーナーの育成と日本人式人間教育 

～学習指導要領の改訂を踏まえて～」 

お問い合わせ先：山梨大学教育学域支援課（教職大学院担当） 

        Tel  055-220-8107   

          Mail  edu-ksk@yamanahsi.ac.jp 

 

    詳しくは下記URLよりご覧ください。 

     https://www.yamanashi.ac.jp/19121 

 

（２）平成 30年度 文化庁 大学における文化芸術推進事業 

「山梨から発信する 21世紀の音楽創造～山梨の作曲家に 

よる作品コンサート PartⅢ」開催 

 

この度、「山梨から発信する 21世紀の音楽創造～山梨の 

作曲家による作品コンサート PartⅢ」を開催します。 

現代をさきがける新た餡音楽の出会を分かりやすくお届けし、 

現代音楽の面白さを知っていただけるコンサートとなってい 

ます。また、山梨県で同時代の作曲作品をまとまってお聴き 

いただける貴重な機会です。 

入場無料、申込不要、どなたでもご参加いただけます。皆様 

お誘いあわせの上、ぜひお越し下さい。 

 

日時：平成 30年 10月 20日（土）14：00開演 

場所：キングスウェルホール（山梨県甲斐市） 

お問い合わせ先：山梨大学教育学部 

        Tel   055-220-8250 



                Mail  geibun-music@yamanashi.ac.jp 

  

詳しくは下記URLよりご覧ください。 

  https://www.yamanashi.ac.jp/19117 
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■02  セミナー情報                         （3件） 
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・お客様の心をとらえる接客の基本「ディズニーランドに学ぶ接客 

術」開催 （11/15）  

 お客様から人気があり、リピート率が高い企業として「東京ディ 

ズニーランド」はあまりにも有名です。なぜ長い間顧客に愛され 

続けているのか？それは、そこに働く従業員の施客マインドと技 

術の高さも要因の一つなのです。今回のセミナーでは、東京ディ 

ズニーランドでも実も経験のある講師が、ディズニーランドから 

学べる点も織り交ぜながら、お客様の心をとらえる接客術につい 

てお教え致します。 

 

詳しくは下記URLよりご覧ください。 

 http://www.kofucci.or.jp/news/20180903 

 

・「経営者フォーラム」開催 （9/28） 

コニカミノルタ（株）は、人づくり、職場づくり・業績向上への 

貢献を「プロセス改善」により実施しております。本取り組みに 

ついては、コニカミノルタ全社にも拡大し、自社の職場風土改革 

に役立つと評判となっています。 

 

 詳しくは下記 URLよりご覧ください。 

  http://www.kofucci.or.jp/news/20180827 

 

・【日本弁理士会関東支部】知的財産セミナー2018 開催 

 日本弁理士会関東支部は「知財初心者」や「中小企業の知的財産 

 関連業務をされている方」をはじめ、様々な要望をもった方に対 

 応するため、東京・神奈川・千葉・茨城・栃木・山梨で多種多様 

なテーマで講演を行っています。 

 山梨会場は、クラウドファンディングを中心にお伝えします。 

 特許・実用新案・意匠・商標・著作権・その他身近に起こった知  

 的財産に関する問題について、弁理士が無料相談に応じます。 

 

詳しくは下記URLよりご覧ください。 

     http://www.kofucci.or.jp/news/20180823 
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■03 助成事業および公募情報         （9件）     
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○山梨中銀地方創生基金 助成事業（第二期募集）（2件） 

   https://www.yamanashi-chihousousei.or.jp/furtherance/ 
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・起業・創業に対する助成事業 

 (1)2018年 4月 1日から 2019年 3月 31日までに山梨県内で起業・ 

創業を予定する、又は起業・創業した法人・個人に対して起業・ 



創業に係る費用を助成します。 

(2)山梨県内で起業・創業を支援する団体等に対して起業・創業支 

援に係る費用を助成します。 

助成対象者  2018年 4月 1日から 2019年 3月 31日までに山梨 

県内で起業・創業を予定する、又は起業・創業した法人・個人や、 

起業・創業を支援する団体等  

.助成金額  (1)（法人・個人）・(2)（団体等）とも 

1件あたり 200万円以内  

.応募期間 【第 1回】【終了しました】2018/05/07 ～2018/05/31     

【第 2回】 2018/10/09 ～ 2018/10/31 

 

・技術等向上に取り組む個人等に対する助成事業 

 山梨県内の地域社会繁栄又は地域経済活性化への寄与を目的とし 

て、高度な技能・技術・知識向上のための費用を助成します。 

助成対象者 山梨県に居住し高度な技能・技術・知識向上に積極的 

に取り組み、将来、山梨県内においてこれらの成果を活用しようと 

する個人 . 

助成金額   1人あたり 100万円以内  

応募期間   2018/11/12 ～ 2018/11/30 
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〇山梨県 補助金募集            （1件） 
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・中小企業生産性向上促進事業費補助金 

（IoT導入トライアル事業、IoT導入モデル事業）（8/9～8/22） 

県内中小企業の人手不足に対応するため、IoTの導入に要する 

経費を補助することにより、生産性向上の取り組みを支援 

することを目的とします。 

 詳しくは下記 URLよりご覧ください。 

http://www.pref.yamanashi.jp/shinjigyo/iot/seisanseikojohojokin. 

Html 
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〇中小企業基盤整備機構          （1件） 
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・大企業ニーズ丁字型マッチング事業説明会 

 中小企業基盤整備機構は、国の公的機関（経済産業省所管独立 

行政法人）として、中小企業が抱える課題や要望について、さ 

まざまな角度から具体的な支援策を提供しています。 

今般、中小企業支援の一環として、株式会社ケイエスピー（略 

称、KSP）が実施している首都圏を中心とした大企業や海外企 

業からのニーズ提示型マッチング事業を共催することとなりま 

した。 

10月 3日（水曜）と 11月 5日（月曜）に、東京会場にて支援 

機関の皆様を対象とし、本マッチング事業の概要とともに、大 

企業からお預かりしている全てのニーズをご案内する説明会を 

開催します。 

なお、同じ内容による 2回開催となりますので、いずれかの日 

程でご都合を調整いただければ幸いです。 

ご支援先の企業や研究機関の新事業開発、用途探索の機会とし 

てご活用いただけますので、奮ってご参加ください。 

 

日時：平成 30年 10月 3日（水）14：00～16：30 

   平成 30年 11月 5日（月）14：00～16：30 

会場：中小機構 TIP*S  



（東京都千代田区大手町 2-5-1 丸の内二丁目ビル 6階 611区） 

 

 詳しくは下記 URLよりご覧ください。 

http://www.smrj.go.jp/incubation/news/2018/frr94k00000 

462xx.html 
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〇山梨県中小企業団体中央会 公募     （1件） 
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・平成 29年度補正「ものづくり・商業・サービス経営力向上 

支援補助金」2次公募 

足腰の強い経済を構築するため、日本経済の屋台骨である中小 

企業・小規模事業者が取り組む生産性向上に資する革新的サービ 

ス開発・プロセスの改善を行うための設備投資等の一部を支援し 

ます。 

詳しくは下記URLよりご覧ください。 

http://www.chuokai-yamanashi.or.jp/mono29 
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〇NEDO公募               （3件） 
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・「AIチップ開発加速のためのイノベーション推進事業／ 

【研究開発項目（１）】AIチップに関するアイディア実用化に 

向けた開発」に係る公募 

 詳しくは下記 URLよりご覧ください。 

  http://www.nedo.go.jp/koubo/CA2_100187.html 

 

・「地中熱・太陽光利用システムインテグレータの育成に求める要件と 

ロードマップ作成に関する調査」に係る公募 

 詳しくは下記 URLよりご覧ください。 

  http://www.nedo.go.jp/koubo/FF2_100232.html 

 

・「再生可能エネルギー熱利用拡大のための評価・設計ツール等を活用 

したガイダンスの作成に関する調査」に係る公募 

 詳しくは下記 URLよりご覧ください。 

  http://www.nedo.go.jp/koubo/FF2_100234.html 
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○中小企業基盤整備機構 関東本部 公募  （1件） 
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・バーチャル商談会（お試しジェグテック） 

 中小機構では、マッチングサイトジェグテックを活用した、中小企業

の販路開拓支援を行っております。ホームページーでジェグテックで

発信する大手企業・商社からの取引・発注情報の一部を公開していま

す。対象はすべての中小企業で、ジェグテックに会員登録していない

中小企業もお申し込みいただけます。新しい取引先開拓を目指す中小

企業はぜひご活用ください。 

詳しくは下記URLよりご覧ください。 

 http://www.smrj.go.jp/regional_hq/kanto/sme/jgoodtech/01.html 
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■04  特許出願情報                         （1件） 

  ～山梨大学が出願した最新特許情報をご紹介します～  
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 注）特許出願情報については、クラブ会員のみへの提供となって 

おります。本掲載では非公開とさせていただきます。 
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１）このメールの内容は、提供された会員様限りでご使用下さい。 

２）メールの内容については国立大学法人山梨大学が著作権を有します。 
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