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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                 （ 4 件） 

● 第 22 回アカデミックサロン 

 開催日時 平成 30 年 11 月 9 日（金）16：30～ 

 会場   ダイニングレストランカフェ アジール 

 話者   工学部土木環境工学科 秦 康範 准教授 

 題目（仮）「フェーズフリーについて」  

 お問い合わせ・お申込み先 社会連携課 望月まで 

               mikamo@yamanashi.ac.jp 

               055-220-8758 

 ※詳細は後日チラシにて発信いたします。 

 皆様のご参加をお待ちしております。  

 

● 平成 30 年度大学祭「医学祭」「梨甲祭」開催のお知らせ  

・第 17 回医学祭「JOYN―Share moment,Share entertainment

―」 

平成 30 年 10 月 27 日（土）～28 日（日） 

 ・第 16 回梨甲祭「笑おう～そこのあなたも笑いな祭～」  



平成 30 年 11 月 2 日（金）～4 日（日） 

    詳しくは下記 URL よりご覧ください。 

    https://www.yamanashi.ac.jp/19609 

 

● やまなしギフトコンテスト 2018 

  山梨中から集まったお土産達から、みなさんの投票を元に

NO.1 を決定します。参加費無料、だれでも参加可能！  

  山梨の魅力が詰まった土産品をぜひご覧ください！  

   開催日時  10 月 27 日（土）10 時～14 時 

   開催場所  甲府駅北口ペデストリアンデッキ 

  詳しくは下記 URL よりご覧ください。 

  http://www.kofucci.or.jp/news/20181022/ 

 

● やまなしテクノ ICT メッセ 2018 

  山梨県最大級の“ものづくりと情報発信”の展示商談会「やま  

なしテクノ ICT メッセ 2018」が開幕します。 

  第 40 回目となる今回は、“ものづくりと ICT で世界へ快進撃！ 

をテーマに、多数の新技術。高度開発製品等の展示と各種プロ  

グラムを用意し、皆様のご来場をお待ちしております。  

山梨大学も出展しております。 

   会期  平成 30 年 11 月 15 日（木）～17 日（土） 

       10：00～17：00（17 日は 16：00 まで） 

   会場  アイメッセ山梨 展示ホール 

 

平成 30 年 11 月 16 日（金）16：00～ 

本学機械工学科岡澤教授によるプレゼンテーションも行われま

す。 

プレゼンテーションコーナー 

【題目】コンピューターシミュレーションによるモノ

づくり革新の取り組み 

      【発表者】山梨大学 工学部 機械工学科  

岡澤 重信教授 

  詳しくは下記 URL よりご覧ください。 

  http://yamanashi-technoict.jp/ 
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●「働き方改革」実務対応セミナー  

長時間労働がもたらす企業の責任と生産向上の具体的取組  

  日時  平成 30 年 11 月 7 日（水） 

      13：30～15：30 

  場所  甲府商工会議所 201 会議室 

  参加費無料 

 詳しくは記 URL よりご覧ください。 

 http://www.kofucci.or.jp/news/20180918/ 

 

●山梨中央銀行「ものづくり人材サポートセミナー」  

 株式会社山梨中央銀行は、ものづくり企業様を対象に、新卒人材

採用をテーマとした標記セミナーを開催いたします。  

 山梨県内では、少子化に加え、若年層を中心とした県外流出超過

を背景に、人口減少に歯止めがかからない状況が続いています。

本セミナーを通じて、若手人材の山梨県内への定着促進を図りま

す。 

    日時  平成 30 年 11 月 16 日（金） 

         13：30～16：30 

    場所  アイメッセ山梨 4 階大会議室 

    内容 【第一部】13：40～15：15 

        講演「ものづくり企業の採用プランディング」  

        情報提供「新卒者への効果的なアプローチについ

て」  

       【第二部】15：30～16：30 

        マッチング会（希望先のみ） 

         「企業と大学との予約面談会」 

    対象者 ものづくり企業さま、その他人材採用を課題とす

る企業さま（定員 先着 70 名） 

    参加費 無料 

 詳しくは記 URL よりご覧ください。 

https://www.yamanashibank.co.jp/assets/files/5a3509476ff

5d0fbaaedcc1b7b2a6834.pdf 

 

● 外国人材採用・活用セミナー 

http://www.kofucci.or.jp/news/20180918/
https://www.yamanashibank.co.jp/assets/files/5a3509476ff5d0fbaaedcc1b7b2a6834.pdf
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「外国人材採用のための社内の体制整備」について、より実務

に直結できるような情報やノウハウを提供することで、県内の

中小企業が効果的に外国人社員の受け入れ・活用を行う一助と

なることを目的に開催します。 

 日時  平成 30 年 11 月 30 日（金） 

     13：30～16：30 

 会場  甲府商工会議所 201 会議室 

詳しくは記 URL よりご覧ください。 

http://www.kofucci.or.jp/seminar/20181130/ 

 

● データ解析セミナー～実験計画法入門編～  

実験計画法の入門として、分散分析法について学びます。  

講座内容 ①工程のバラツキの管理 

      ②要因の影響を調べる 

     ③散布図の書き方と見方・回帰分析の基礎  

     ④全体のまとめ 

日時  平成 30 年 11 月 10 日（土）10：00～17：00 

会場  甲府商工会議所 402 会議室 

詳しくは記 URL よりご覧ください。 

 http://www.kofucci.or.jp/seminar/20181110/ 
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● NEDO 公募 

・「水素を利用した系統調査力の低炭素化に関する調査」に係る公募

について 

詳しくは記 URL よりご覧ください。 

http://www.nedo.go.jp/koubo/HY2_00007.html 

 

・平成 30 年度「研究開発型ベンチャー支援事業／企業間連携スタ

ートアップの事業化支援」第 2 回公募について 

  詳しくは記 URL よりご覧ください。 

  http://www.nedo.go.jp/koubo/CA2_100192.html 
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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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