
■□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
□■ 
■  山┃梨┃大┃学┃ ┃新┃技┃術┃情┃報┃ク┃ラ┃ブ┃  

  ━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛ □ 
 ～ コーディネータコラム ～     2022/2/１０      □■ 
━━━━━━━━━━━━━━━━  【令 03-21 号】 ━  □■□ 
 
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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新技術情報クラブ 会員の皆様 
 
いつもご支援頂いておりまして、誠にありがとうございます。 
昨年末に一旦コロナ過が落ち着いてきて、対面活動が期待されたとこ 
ろでしたが、オミクロン株によりまた大学の授業が遠隔になってしま 
いました。私どもの職場も密度を下げるために交代でリモート勤務と 
なっておりまして、当面月末まで続くようです。 
 
【ヴァンフォーレとの連携】 
さて、このような状況下ですのでイベント類が少ない状態ですが、 
2022 年 02 月 01 日 に「国立大学法人山梨大学と株式会社ヴァン 
フォーレ山梨スポーツクラブ及び一般社団法人ヴァンフォーレスポー 
ツクラブとの包括的業務連携に関する協定」が締結されました。 
私も佐久間悟社長とお話をさせて頂いたことがありますが、大変熱心 
に若者たちの学問を応援されていて文武両道の方だと感じておりま 
す。また、ご存じの方も多いと存じますが、、2010 年（平成 22 
年）より医学部キャンパスにあるグラウンドをヴァンフォーレ甲府の 
練習場として使用して頂いております。芝生や更衣室やシャワー室、 
ミーティングルームなどを備えたグラウンド管理棟を設置したうえで 
大学に譲渡しました。維持管理をヴァンフォーレ側がする代わりに所 
有者の大学側が使用しない時は最優先で使用できるそうです。 
そのグラウンドの芝生のお世話をされている方は国立競技場の芝生を 
管理されている方と聞いております。 
韮崎中央公園芝生広場が整備されるまでは当グラウンドを主要練習場 
としており、現在も韮崎中央公園芝生広場が芝生養生や韮崎市のイベ 
ント等で使用できない場合は当グラウンドで練習を行っているそうで 
す。 
この山梨大学グラウンドは、天然芝 1 面で山梨中銀スタジアムと同 
じ暖地型西洋芝（ティフトン類）と寒地型西洋芝（ライグラス類）の 
混合芝を植えているため、全シーズンでの利用が可能になっているそ 
うです。 
以上のようにヴァンフォーレと山梨大学とは深い絆がありまして、ご 
く自然に包括的業務連携協定がされたという事になります。 
 
【ネーミングライツの開始】 
令和４年１月１９日に、本社所在地が神奈川県川崎市の東芝キヤリア 
(株)がネーミングライツに関する契約を山梨大学と締結しました。 
、「T１号館 T1-１１講義室」のネーミングライツ権利を当社が獲得 
されまして、「TC Room T1-11」という名称となりました。権利期 
間は令和４年１月から令和６年１２月まです。施設内にサインの掲示 
と企業紹介ボードを設置するとのことです。 
 
では、本年度もあと 1 か月半ほどを残すだけになりました。 
末筆ながら、いっそうのご躍進のほどご祈念申し上げます。 



 
●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━● 
                   インフォメーション 目次 
●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━● 
  01： イベント          （ 1 件） 
  02： セミナー情報        （ 2 件） 
  03： 助成事業および公募情報   （ 1 件） 
  04： 特許出願情報        （ 1 件） 

05： 事務局からのお知らせ      
●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━● 
□■￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣  
■01    イベント               （  1 件）   
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 
◆【ジェトロ】インド最大級のオンライン展示会－TradeIndia 出展
プログラム(新規出展の企業向け) 
 
ジェトロは海外オンライン展示会(BtoB マッチングサイト)を通じた
日本商品の販売促進を目的とする「通年型オンライン展示会への出展
支援事業(JAPAN LINKAGE)」を通じて、海外向け輸出拡大に取り
組んでいます。 
今般、インド最大の BtoB オンライン展示会「TradeIndia」への日
本企業およびプロモーション支援事業を実施します。「TradeIndia」
は 500 万を超える登録ユーザー数、月間 560 万以上のビジター数
を誇るプログラムで 1 年間出展いただけます。インドを中心とする
海外販路拡大の機会として、ぜひご参加ください。 
 
 詳しくは下記 URL をご覧ください。 
 
https://www.jetro.go.jp/events/dnb/cfb7ed8671875dd0.ht
ml?utm_source=jcci.or.jp&utm_medium=referral&utm_campai
gn=ex_ti_jcci 
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◆【やまなし産業支援機構】中小企業のためのカーボンニュートラル
セミナー 
 
政府は 2050 年カーボンニュートラルの実現を宣言し、2030 年度
に温室効果ガスを 2013 年度から 46％削減することを目標としまし
た。これにより、中小企業にもカーボンニュートラルの実現に向けた
対応が求められてきます。 
本セミナーでは、県内中小企業の皆様に向けて、大手企業のカーボン
ニュートラル実現への取組事例、サプライチェーンに求められる対応、 
カーボンニュートラルに資する水素関連製品・技術等をご紹介いたし
ます。 
  
 日 時：令和 4 年 2 月 25 日(金) 14:00～16:00 
 会 場：ベルクラシック甲府 
 
 詳しくは下記 URL よりご覧ください。 
 http://www.yiso.or.jp/topics/688.html 
 
◆【ジェトロ山梨・甲府市・甲府商工会議所】 
  『英文契約書作成講座（基礎編）in 山梨』開催のご案内 
 
国際業務を実施する現場では、口頭やＥメールでの取引交渉完了後、
相手方の外国企業が作成した売買に関する英文契約書を送付され、そ
の相手方作成の契約書にどのように対処すれば良いか悩むことがあり
ます。本講座では、初期の対応からその後の具体的な対応について学
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びます。講演実績豊富な講師が分かりやすいテキストを用いて解説を
行います。この機会に是非ご参加ください。 
 
 日 時：令和 4 年２月 28 日(月) 9:30～15:30 
 会 場：オンライン受講 WEB ライブ形式(Zoom) 
 
 詳しくは下記 URL よりご覧ください。  
 https://kofucci.or.jp/seminar/20220228/ 
 
【山梨県・(株)サイネックス・甲府商工会議所】販路拡大！インバウ 
ンド対策！Google ビジネスプロフィール活用セミナー 
 
山梨県は ICT を活用したデジタルトランスフォーメーション(DX)の 
推進により観光事業者の PR 活動を支援し、県内で経済の活性化を図 
ることを目的に、Google ビジネスプロフィールの登録支援事業を無 
料で行っております。(支援事業の詳細、Google ビジネスプロフィ 
ールについてはこちらをご確認ください。) 
本セミナーは、Google マップを活用したい県内事業者を対象に、ビ 
ジネスプロフィールの基本的な使用法、考え方からより具体的な活用 
方法などをテーマとした内容です。 
30,000 店舗以上の Google ビジネスプロフィール運用を支援して 
いる SO Technologies 株式会社 光山氏が豊富な実績をもとに解説 
いたします。みなさま是非ご聴講ください。 
 
 日 時：令和 4 年 3 月 3 日(木) 14:00～16:00 
 会 場：【現地会場】甲府商工会議所 201 号室 
     【Web】  Zoom にて配信 
  
 詳しくは下記 URL をご覧ください。 
 https://kofucci.or.jp/news/20220131-1/ 
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【中小企業庁】中小法人・個人事業者のための『事業復活支援金』 
       コロナの影響を受けた事業の継続・回復を支援 
 
本支援金は、新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受ける 
中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主に対して 
事業規模に応じた給付金を支給するものです。 
 
 詳しくは下記 URL よりご覧ください。 
 https://jigyou-fukkatsu.go.jp/ 
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特許情報については、クラブ会員様のみのご提供となっております。 
本掲載では未公開とさせていただきます。 
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◆会員企業様の課題をお伺いします 
 
技術課題や大学の知恵を借りたいなど、ございませんでしょうか。 
会員企業様の持っておられる技術課題をお伺いします。 
インターネットを活用したご相談もお受けいたしますので、ご希望の 
会員様がございましたら、事務局までお気軽にご連絡ください。 
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