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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。 

 

●━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━● 

       インフォメーション 目次 

●━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━● 

  01： イベント情報 （主催事業） （ 1 件） 

  02： イベント情報 （その他）  （ 2 件）    

  03： セミナー情報        （ 3 件） 

  04： 助成事業および公募情報   （ 5 件） 
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■01  イベント情報(主催事業)        （1 件） 
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平成 29 年度「やまなし産学官連携研究交流事業」の開催について 

 

￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 

10 月 31 日（火）に甲府駅北口のベルクラシック甲府において、 

平成 29 年度「やまなし産学官連携研究交流事業」を開催致します。 

 

本年は、山梨大学、県試験研究機関、企業等で実施した機械・ 

電子・食品・環境・地場産業など幅広い分野の研究について、 

ポスター展示（88 件）、口頭発表（10 件）にて発表致します。 

 

また、株式会社協和エクシオ相談役、本学客員教授 石川國雄氏 



による基調講演会も行います。 

 

後日、会員の皆様にはパンフレットを郵送いたします。 

事前申し込みの上、ご参加をお願いします。 

 

１．日時：平成２９年１０月３１日（火）１４：００～ 

２．会場：ベルクラシック甲府（山梨県甲府市丸の内１－１－１７） 

３．内容 

第一部 研究発表     １４：００～１５：３０ 

      口頭発表（10 件）、ポスター展示（88 件） 相談コーナー 他    

第二部 記念講演会 １５：４５～１７：００ 

     記念講演会挨拶 １５：４５～１６：００ 

     基調講演    １６：００～１７：００ 

      テーマ：「情報通信の５０年とこれから」 

      講 師：株式会社協和エクシオ 相談役 

              山梨大学 客員教授 石川 國雄 氏 

第三部 交流会（会費制 2000 円） １７：１５～ 
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■02  イベント情報（その他）        （2 件） 
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(1) 諏訪圏工業メッセ２０１７（10/19～10/21） 

「世界の SUWA ブランド」を目指し、NAGANO 諏訪地域６市町村の 

製造業者が一堂に会する「諏訪圏工業メッセ２０１７」。 

「地方では国内最大級の工業専門展示商談会」との高い評価を 

いただけるまでに規模・内容とも充実してまいりました。 

入場は無料で、事前登録はございません。 

多くの皆様のご来場をお待ちしております。 

 

日 時： １０月１９日（木）～２１日（土）９：３０～１６：３０ 

               （最終日 １６：００終了） 

会 場： メイン会場： 

諏訪湖畔諏訪湖イベントホール（旧東洋バルブ㈱諏訪工場跡地内） 



     および、サブ会場： 諏訪市文化センター 

＜詳細＞ 

http://i.r.cbz.jp/cc/pl/twph3987/nucp/s37s3jc0/ 
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(2) 諏訪圏工業メッセ２０１７ 記念講演会ご案内 

 諏訪圏工業メッセ２０１７実行委員会では、 

 １０月２０日（金）三菱重工業株式会社取締役会長 

 大宮英明氏（長野県出身）をお迎えし、記念講演会を 

開催いたします。ぜひこの機会にご聴講お申込みください。 

 

日 時： １０月１９日（金） １７時３０分～１８時３０分 

会 場： 諏訪市文化センター 

テーマ： 「この星に、たしかな未来を」 

＜詳細、お申し込みはこちら＞ ↓ 

http://i.r.cbz.jp/cc/pl/twph3987/cshx/s37s3jc0/ 
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■03  セミナー情報        （3 件） 
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(1) 10/21 連続市民講座(2017)(No.6) 

  

 頭角を現した第４のがん治療法 

 ～科学的根拠に基づくがん免疫療法～  

 

 医学部 講師  猪爪隆史 氏 

 

 詳細は HP を確認ください。 

 http://www.yamanashi.ac.jp/social/378 
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(2) 11/8 事業承継セミナーが開催されます 

 



日時 ： 平成 29 年 11 月 8 日（水） 14：00～17：00 

会場 ： 恩賜林記念館（甲府市丸の内１－５－４舞鶴城公園内） 

主催 ： 独立行政法人中小企業基盤整備機構 山梨県よろず支援拠点 

講演内容 ： 事業承継を計画的に取組むために何からはじめるか？ 

       ・経営者と後継者の対話 

       ・対話から見えた課題の洗い出し 

       ・事業承継に活用できる支援施策 

 

 詳細はこちら  https://29jss.smrj.go.jp/ 
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(3)甲府商工会議所 セミナー・講演会 

 

・10/18 観光立県おもてなし研修会  

 http://www.kofucci.or.jp/seminar/20171018/ 

 

・11/2 相手の納得を獲得する！交渉上手になる“秘訣”  

 http://www.kofucci.or.jp/seminar/20171102/  
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■04 助成事業および公募情報        （5 件）       □  

                                                       □■      
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〇山梨中銀地方創生基金 助成事業（第二期募集中） 

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

【応募期間】（第 2 回） 2017/10/10 ～ 2017/10/31  

 

 平成 29 年４月１日から平成 30 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。 

  



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。 

 

助成対象者平成２９年４月１日から平成３０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】法人・個人・団体等とも 1 件あたり 200 万円以内  
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(2)技術等向上に取り組む個人等に対する助成事業 

 （応募期間  2017/11/13 ～ 2017/11/30 ） 

  

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  
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●JST A-STEP ステージⅢ：NexTEP-A タイプ 

［第二回締切］ 平成 29 年 11 月 30 日（木）正午 

［第三回締切］ 平成 30 年 3 月 30 日（金）正午 

 

 詳細情報は HP を参照ください。 

 http://www.jst.go.jp/a-step/koubo/h29nextep-a-1.html 
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●NexTEP:産学共同実用化開発事業 

［第二回締切］ 平成 29 年 11 月 30 日（木）正午 

［第三回締切］ 平成 30 年 3 月 30 日（金）正午 

 

 詳細情報は HP を参照ください。 

 http://www.jst.go.jp/jitsuyoka/bosyu.html 
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◇ 新技術開発助成 

（第 2 次募集 受付期間：毎年 10 月 1 日～10 月 20 日 

 詳細情報は HP を参照ください。 

 http://www.sgkz.or.jp/project/newtech/ 
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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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