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２０１７．１０．２ 発行 №５２０ 

 

第 58回中小企業団体富山県大会を開催します 
 

 本会では、県内中小企業者が一堂に会し、中小企業の抱える諸問題について討議し、かつ、これらを

解決するため関係方面へ強く訴えることを目的とし、「団結は力 見せよう組合の底力！」をキャッチ

フレーズに、第 58回中小企業団体富山県大会を下記のとおり開催します。つきましては、業務ご多忙の

折誠に恐縮ですが、会員の皆様には多数ご参加くださいますようお願い申し上げます。 

 

１．開催日時 

 平成２９年１１月１３日（月）１４：３０～ 

【大   会】１４：３０～１５：４０ 

【記念講演会】１５：４５～１７：００ 

【パーティー】１７：１５～ 

２．開催場所 

ホテルグランテラス富山 

（富山市桜橋通り２－２８） 

大会・記念講演会  ４階「瑞雲の間」 

パーティー     ３階「薫風の間」 

３．参加予定者数 

 約２５０名 

４．大会主要行事 

（１）来賓祝辞 

（２）表彰 

（３）議事 

・決議案上程 

・意見発表 

・決議案採択 

・決議実行委員選任 

（４）大会宣言 

（５）記念講演会 

 ①演題 

「下町技術の集結による世界への挑戦 

 ～下町ボブスレープロジェクトを語る！～」 

 ②講師 

  株式会社マテリアル 代表取締役社長 

  下町ボブスレー推進委員会  

ゼネラルマネージャ 

   細貝 淳一 （ほそがい じゅんいち） 氏 

＜講師プロフィール＞ 

 材料販売会社の営業経験を基に、1992年に有

限会社マテリアルを設立。順調に事業を拡大し、

1996年に株式会社に組織変更。現在代表取締役。

東京都大田区に 4つの拠点を持ち、材料販売か

ら精密加工、検査まで一貫体制でどこよりも早

い対応を可能にした。また、社内外の人材育成

にも積極的に取り組んでいる。 

2011年、下町ボブスレーネットワークプロジ

ェクトを立ち上げ、推進委員会を発足。大田区

町工場の技術を集結し「下町ボブスレー世界に

挑戦」を目標にそりを開発。2018年冬季オリン

ピックにて、下町ボブスレーの機体がジャマイ

カボブスレーチームに採用決定。 

５．大会参加料 

 一人につき８，０００円（ﾊﾟｰﾃｨｰ参加料含む） 

６．お問い合わせ・お申し込み先  

 本会総務課 担当：奥平（おくひら）、山田 

ＴＥＬ：０７６－４２４－３６８６ 
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◇ 「石井知事と中小企業との対話」の参加者

を募集しています 

 

 富山県では、県内経済の現状や商工労働施策

などについて、中小企業経営者の皆様から石井

知事が直接意見をお聴きし、今後の県づくりに

活かしていくため、中小企業との対話を開催い

たします。 

入場は無料です。多数のご参加をお待ちして

おります。 

 

１．開催日時・場所 

【県東部（富山）会場】 

 平成２９年１０月１６日（月） 

１４時～１６時 

 とやま自遊館ホール（富山市湊入船町 9-1） 

【県西部（高岡）会場】 

 平成２９年１２月１９日（火） 

１４時～１６時 

 高岡商工ビル 2階大ホール 

（高岡市丸の内 1-40） 

２．定員  各会場 約 100名 

３．ご意見・ご要望締切 

  富山会場：平成２９年１０月２日（月） 

  高岡会場：平成２９年１２月４日（月） 

４．参加申込締切 

  富山会場：平成２９年１０月１１日（水） 

  高岡会場：平成２９年１２月１４日（木） 

５．お問い合わせ・お申し込み先  

富山県商工労働部 経営支援課 

ＴＥＬ．０７６－４４４－３２４７ 

富山県中小企業団体中央会 

ＴＥＬ．０７６－４２４－３６８６ 

下記ＵＲＬより受講申込用紙をダウンロード

いただき、必要事項を記載の上、本会を通じて

ＦＡＸ（０７６－４２２－０８３５）にてお申

込ください。 

https://www.chuokai-toyama.or.jp/topics_de

tail.phtml?Record_ID=9e14183748f1d38f50fed

97d98103c95&TGenre_ID=001 

 

◇ 平成 29 年度 大学コンソーシアム富山コ

ラボ塾開催のご案内 

 

 県内 7つの高等教育機関が連携する大学コン

ソーシアム富山では、下記のとおり、コラボ塾

を開催します。少子高齢化や人口減少社会を迎

える中、ＩｏＴ、ビッグデータ、ＡＩ（人口知

能）などの第 4次産業革命の進展は、生産性向

上などにつながる重要な仕組みであり、こうし

た社会情勢に、日本海側有数の「ものづくり県」

である富山の産学官金がしっかりと連携して対

応していくことが重要であることから、ＩｏＴ、

ビッグデータ、ＡＩで何ができるか？を考える

機会にします。 

 

１．開催日時・場所 

【第 1回】平成２９年１０月１６日（月） 

１６時～１８時１５分 

富山県民会館 401号室 

（富山市新総曲輪 4-18） 

【第 2回】平成２９年１１月１７日（金） 

     １６時～１８時１５分 

     富山県立大学Ｌ205会議室 

     （射水市黒河 5180） 

２．内 容 

【第 1回】 

 講 師：立命館大学 情報理工学部 情報理

元気いっぱいのファーストバンクです。  
新オートローン・新型住宅ローン 

                富 山 第一 銀 行 
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工学科 教授 西尾 信彦 氏 

テーマ：クラウドからエッジへ 

【第 2回】 

 講 師：神戸大学経済経営研究所 

     特命講師 内種 岳詞 氏 

 テーマ：ＡＩ（人口知能）って何？ 

３．定  員 40名（先着順） 

４．申込締切  

第 1回：平成２９年１０月６日（金） 

第 2回：平成２９年１１月７日（火） 

５．お問い合わせ・お申し込み先  

大学コンソーシアム富山事務局 

（富山県立大学事務局） 

ＴＥＬ．０７６６－５６－７５００ 

下記ＵＲＬより参加申込書をダウンロードいた

だき、ＦＡＸ（０７６－４４１－２４５６）に

てお申込ください。 

http://www.consortium-toyama.jp/local.html

#network 

 

◇ まちづくりセミナー開催のご案内 

 

 富山県商店街振興組合連合会では、商店街青

年部と連携し、まちづくりセミナーを開催しま

す。今回は、多治見ながせ商店街の空き店舗に

新たな店舗を誘致し、美濃焼を活かし、オリジ

ナルイベントを継続的に実施している多治見ま

ちづくり㈱の小口英二氏をお招きし、地元に愛

される商店街づくりの手法を学びます。 

多数のご参加をお待ちしております。 

 

１．開催日時  

平成２９年１０月２４日（火） 

１４時～１５時３０分 

２．開催場所  

 富山国際会議場 2階 203号室 

 （富山市大手町 1-2） 

３．内  容  

・講 師 多治見まちづくり株式会社 

ｾﾞﾈﾗﾙﾏﾈｰｼﾞｬｰ 小口 英二氏  

・テーマ「「ここ」ならではの資源と人を活か

したまちづくり～岐阜・多治見ながせ

商店街に学ぶ～」 

４．定員 50名 

５．お問い合わせ先 

富山県商店街振興組合連合会事務局 

ＴＥＬ．０７６－４２３－１１７２ 

 

◇ 富山県 eビジネス推進協議会第１回勉強会

のご案内 

 

 富山県 eビジネス推進協議会では、インター

ネットビジネスへの取り組みの現状説明やＳＮ

Ｓを活用した情報発信、インターネットショッ

ピングモールの比較研究等を行い会員の知識や

技術等のレベルアップを図るため勉強会を開催

しております。 

 つきましては、下記の日程により第１回勉強

会を開催いたしますので、ご興味のある方はこ

の機会に是非ご参加ください。 

 

１．開催日時 

平成２９年１０月１９日（木） 

１９時～２１時 

２．開催場所 

 富山県民会館 7階 707号室 

（富山市新総曲輪 4-18） 

３．内  容  

・講 師  株式会社無垢  

      代表取締役 古川 理沙氏 

     （出産祝い専門店ココレカ 代表） 

・テーマ 「スタッフが自分たちで働き方を改

革した会社～定時なし、残業なし、

部署なし、指示命令なし～への道」 

４．定  員 ３６名 

５．申込締切 平成２９年１０月１１日（水） 

６．お問い合わせ・お申し込み先 

富山県 eビジネス推進協議会事務局 

（富山県中小企業団体中央会内） 

ＴＥＬ．０７６－４２４－３６８６ 

http://www.consortium-toyama.jp/local.html#network
http://www.consortium-toyama.jp/local.html#network
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ＦＡＸ．０７６－４２２－０８３５ 

下記ＵＲＬより参加申込書をダウンロードいた

だき、ＦＡＸにてお申込ください。 

https://www.chuokai-toyama.or.jp/topics_de

tail.phtml?Record_ID=fbef3c9ad8cee8ea4dcfa

7cd7d902a0a&TGenre_ID=099 

 

◇ 「とやまビジネスプランコンテスト」開催

のご案内 

 

 富山大学では、富山地域における産業の活性

化を図るため、地域社会に貢献する新しい事業

や人材を育成し、新しい開業を施すことを目的

として、「第 10回とやまビジネスプランコンテ

スト」を実施いたします。つきましては、下記

のとおり最終審査発表会を開催しますので、ぜ

ひご参加くださいますようお願いします。 

 

１．開催日時  

 平成２９年１０月２５日（水）１３時～ 

２．開催場所  

 富山大学五福キャンパス 

 総合教育研究棟（工学系）多目的ホール 

３．内  容  

 ・発表会（学生部門・一般部門） 

 ・前年度最優秀賞等受賞者の活動状況発表 

 ・表彰式・交流会 

４．お問い合わせ・お申し込み先 

富山大学研究推進機構 産学連携推進センター 

ＴＥＬ．０７６－４４５－６９３６ 

ＦＡＸ．０７６－４４５－６９３９ 

下記ＵＲＬより参加申込書をダウンロードいた

だき、ＦＡＸにてお申込ください。 

http://www3.u-toyama.ac.jp/sangaku/posts/n

ews6.html 

 

◇ 「富山県民スポーツ応援団募金」のご案内 

 

昨年のリオデジャネイロ・オリンピックにお

ける田知本、登坂両選手の本県初となる金メダ

ル誕生などは、県民に勇気と感動、子供たちに

夢と希望を与えました。 

こうしたことから、富山県民スポーツ応援団

では、全国や世界の檜舞台で活躍できるトップ

アスリートを育成・強化するため、応援金（寄

付金）を募集しています。 

 

１．募金金額 （何口でも可） 

個人 一口３千円 

法人 一口１万円 

 ※この募金は税制上の優遇措置が受けられま

す。 

２．募金期間  

 平成２９年９月１日～平成３０年２月２８日 

３．募金方法 

 専用の「振込用紙」の金融機関からお振込み

ください。 

４．お申込み・お問い合わせ先  

富山県民スポーツ応援団事務局 

ＴＥＬ．０７６－４６１－７１３８ 

詳細は下記ＵＲＬをご覧ください。 

http://www.toyama-sports.or.jp/ 
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