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お問い合せ先： 財団法人 京都産業21 主催　 京都府中小企業技術センター 主催

代表	 TEL 075-315-9234　　FAX 075-315-9240
けいはんな支所	 〒 619-0237 京都府相楽郡精華町光台 1丁目７（けいはんなプラザ ラボ棟）
	 TEL 0774-95-5028　FAX 0774-98-2202
北部支援センター	 〒 627-0004 京都府京丹後市峰山町荒山 225
	 TEL 0772-69-3675　　FAX 0772-69-3880

代表	 TEL 075-315-2811　　FAX 075-315-1551
中丹技術支援室	 〒 623-0011 京都府綾部市青野町西馬場下 38-1
	 TEL 0773-43-4340　FAX 0773-43-4341
けいはんな分室	 〒 619-0237 京都府相楽郡精華町光台 1丁目７（けいはんなプラザ ラボ棟）
	 TEL 0774-95-5027　FAX 0774-98-2202

http://kyoto-isc.jp/　〒 600-8813 京都市下京区中堂寺南町 134

http://www.ki21.jp http://www.mtc.pref.kyoto.lg.jp/
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—知ろう　守ろう　考えよう　みんなの人権！—

行事予定表

December 2009. 12.

日 名　　称 時間 場所
November 2009. 11.

10:00 ～17:00

16:00 ～18:00

14:00 ～16:00

10:00 ～17:00

10:00 ～17:00

17:30 ～19:30

9:00 ～16:00

10:00 ～17:00

13:00 ～15:00

13:30 ～16:00

9:30 ～17:30

10:00 ～17:00

15:00 ～17:00

13:00 ～15:00

13:30 ～17:00

13:00 ～16:00

13:00 ～15:00

10:00 ～17:00

10:00 ～17:00

13:30 ～16:00

13:30 ～16:00

9:30 ～16:30

京都府産業支援センター5F

京都府産業支援センター5F

宇治市産業振興センター

京都府産業支援センター5F

京都府産業支援センター4F

京都府産業支援センター2F

京都府産業支援センター5F

京都府産業支援センター5F

久御山町商工会

京都府産業支援センター1F

京都府産業支援センター2F

京都府産業支援センター5F

京都府産業支援センター2F

丹後・知恵のものづくりパー
ク

京都府産業支援センター5F

北部産業支援センター・綾部

北部産業技術支援センター・
綾部

京都府産業支援センター5F

京都府産業支援センター2F

京都府産業支援センター1F

京都府産業支援センター1F

京都府産業支援センター5F

�平成21年度起業家
　セミナー【課程4】

�KIIC交流会事業「マー
ケティング研究会」

�現場から学ぶ！製造業のIT活用
による経営革新〜小規模製造
業EDI普及協議会の活動から〜
�中小企業ものづくり技
術スキルアップ研修
（EMC技術セミナー）
�中小企業ものづくり技
術スキルアップ研修（映
像制作技術基礎講座１）

�KIIC交流会事業
「WEBショップ研究会」

�組込みマイコン技術講
座（応用編）

�平成21年度起業家セ
ミナー【課程5】

�下請かけこみ寺巡回相
談（無料弁護士相談）

�3次元CAD体験講習
会（ソリッドコース）

�中堅社員研修

�平成21年度起業家セ
ミナー【課程6】

�J-SaaSで始めるIT経
営〜超入門編〜

�下請かけこみ寺巡回相
談（無料弁護士相談）

�京の知財エンジニアリ
ングセミナー（第3回）

�地域力連携事業巡回相
談会

�下請かけこみ寺巡回相
談

�平成21年度起業家セ
ミナー【課程7】

�新入社員フォローアッ
プ研修

�3次元CAD体験講習
会（サーフェスコース）

�3次元CAE体験講習
会（構造解析）

�中小企業ものづくり技
術スキルアップ研修
（鋳造技術基礎講座）
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名　　称日 時間 場所

 京都府中小企業技術センターでは、中小企業の皆様が抱えておられる技術上の課題をメール等でお答えしていますので、
お気軽にご相談ください。▲

http://www.mtc.pref.kyoto.lg.jp/consul/consul.htm

インターネット相談実施中！

13:30 ～17:00

16:00 ～

15:00 ～17:00

13:30 ～16:30

16:00 ～18:00

15:00 ～19:00

13:00 ～15:00

13:00 ～15:00

13:00 ～16:00

13:00 ～15:00

京都府産業支援センター5F

㈱増田德兵衞商店（伏見区）

京都府産業支援センター2F

京都府産業支援センター5F

京都府産業支援センター5F

メルパルクKYOTO

久御山町商工会

北部産業技術支援センター・
綾部

久御山町商工会

丹後・知恵のものづくりパー
ク

�京の知財エンジニアリ
ングセミナー（第4回）

「KSRキラメキ交流サ
ロン2009」

�J-SaaSで始めるIT経
営〜超入門編〜

�平成21年度中小企業
会計啓発・普及セミ
ナー

�KIIC交流会事業「マー
ケティング研究会」

�京都府中小企業技術セ
ンター協力会Ｍ＆Ｔ交
流会

�下請かけこみ寺巡回相
談（無料弁護士相談）

�下請かけこみ寺巡回相
談

�地域力連携事業巡回相
談会

�下請かけこみ寺巡回相
談（無料弁護士相談）

1
（火）

7
（月）

9
（水）

8
（火）

15
（火）

21
（月）

22
（火）

専門家特別相談日
（毎週木曜日　13：00 〜16：00）
○事前申込およびご相談内容について、㈶京都産

業 21　お客様相談室までご連絡ください。
TEL 075-315-8660　FAX 075-315-9091

取引適正化無料法律相談日
（毎月第二火曜日　13：30 〜16：00）

○事前の申込およびご相談内容について、㈶京都
産業 21　事業推進部　市場開拓グループまで
ご連絡ください。
TEL 075-315-8590　FAX 075-323-5211

海外ビジネス特別相談日
（毎週木曜日　13：00 〜17：00）
○事前の申込およびご相談内容について、㈶京都

産業 21　海外ビジネスサポートセンターまで
ご連絡ください。

TEL・FAX 075-325-2075

テーマ 開催日時
ものづくり基礎技術習得研修 11月11日㈬～12月25日㈮ただし、土・日・祝祭日を除く 9:00～ 16:00 C棟
中堅技術管理者研修 12月18日㈮、12月21日㈪、12月22日㈫ 9:00～ 17:00 C棟
3軸マシニングセンタ実践技術研修 11月13日㈮、11月20日㈮ 9:00～ 16:00 C棟
有接点シーケンス制御実践技術研修 11月13日㈮、11月20日㈮、11月27日㈮ 13:00～ 17:00 Ｂ棟
PLC制御トラブル処理の実際 12月4日㈮、12月11日㈮、12月18日㈮ 13:00～ 17:00 Ｂ棟
鍛造技能検定準備講座 11月20日㈮、11月27日㈮、12月4日㈮ 9:00～ 17:00 C棟

◆北部地域人材育成事業� ※開催場所：「丹後・知恵のものづくりパーク」


