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行事予定表

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

日 名　　称 時間 場所
2011. 5.
〜
11
（水）

 京都イタリア抽象記号
交流支援事業「アルティ
ナジャート2011」出展

トスカーナ州フィレンツェ
市バッソ要塞

13
（金）

 KIIC交流会事業
　「Kyoohoo例会」 18:30 ～ 21:00 京都府産業支援センター2F

16
（月）

 第1回試作グループ連
絡会議 15:00 ～17:00 京都府産業支援センター2F

 KIIC交流会事業
　 「Kyoohoo造 形 プ ロ
ジェクト」

18:00 ～ 21:00 京都造形大学

17
（火）

 下請かけこみ寺巡回相
談（無料弁護士相談） 13:00 ～15:00 久御山町商工会

 3次元CAD等体験講
習会（ソリッドコース）
【ThinkDesign】

13:30 ～16:00 京都府産業支援センター1F

19
（木）

 下請かけこみ寺巡回相
談（無料弁護士相談） 13:00 ～15:00 ガレリアかめおか

 KIIC交流会事業「Web
ショップ研究会」 17:00 ～19:00 京都府産業支援センター5F

20
（金）

 工芸品お直し無料相談
会 13:00 ～15:00 京都リサーチパーク4号館

7F

 品質工学講演会「技術
開発・製品開発の革新
と品質工学」

13:30 ～17:00 京都府産業支援センター5F

23
（月）

 京都府異業種交流会連絡会
議 第32回総会・「2011講
演と交流のつどい」

14:30 ～19:00 京都府産業支援センター5F

24
（火）

 下請けかけこみ寺巡回
相談（無料弁護士相談）13:00 ～15:00

丹後・知恵のものづくり
パーク

25
（水）

 下請かけこみ寺巡回相
談 13:00 ～15:00 北部産業技術支援セン

ター・綾部

 工芸品お直し無料相談
会 13:00 ～15:00 京都リサーチパーク4号館

7F

日 名　　称 時間 場所

26
（木）

 KIIC交流会事業
　「Kyoohoo例会」 18:30 ～ 21:00 京都府産業支援センター2F

30
（月）

 KIIC交流会事業
　 「Kyoohoo造 形 プ ロ
ジェクト」

18:00 ～ 21:00 京都造形大学

2011. 6.

3
（金）

 中小企業ものづくり技術
スキルアップ研修「機械設
計基礎講座」（材料力学編）

9:30 ～16:30 京都府産業支援センター5F

6
（月）

 KIIC交流会事業
　 「Kyoohoo造 形 プ ロ
ジェクト」

18:00 ～ 21:00 京都造形大学

7
（火）

 KIIC交流会事業
　「Kyoohoo例会」 18:30 ～ 21:00 京都府産業支援センター2F

13
（月）

 KIIC交流会事業
　 「Kyoohoo造 形 プ ロ
ジェクト」

18:00 ～ 21:00 京都造形大学

 京都職人修理ネット6
月例会 18:00 ～ 20:00 京都府産業支援センター2F

16
（木）

 下請けかけこみ寺巡回
相談（無料弁護士相談）13:00 ～15:00 ガレリアかめおか

17
（金）

 京 都 産 業21環 の 会
（KSR）定期総会 京都センチュリーホテル

20
（月）

 新工芸研究会6月例会 16:00 ～18:00 京都府産業支援センター4F

 KIIC交流会事業
　 「Kyoohoo造 形 プ ロ
ジェクト」

18:00 ～ 21:00 京都造形大学

21
（火）

 下請けかけこみ寺巡回
相談（無料弁護士相談）13:00 ～15:00 久御山町商工会

22
（水）
〜
24
（金）

 第22回設計・製造ソ
リューション展出展 10:00 ～18:00 インテックス大阪

22
（水）

 工芸品お直し無料相談
会 13:00 ～15:00 京都リサーチパーク4号館7

階

約１万５千人の方々にお読みいただいております京都府中小企業技術センターのメ－ルマガジンは、当センターや(財)京都
産業21、府関連機関が主催する講習会や研究会・セミナーなどの催し物や各種ご案内、助成金制度等のお知らせなど旬の話題
をタイムリーにお届けしています。皆様の情報源として是非ご活用ください。
ご希望の方は、ホームページからお申し込みください。▲

http://www.mtc.pref.kyoto.lg.jp/mtnews/get_mtnews.htm

メールマガジン「Ｍ＆Ｔ NEWS FLASH」（無料）をご活用ください！

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

「東日本大震災」に関する京都産業21の取組について
１　（財）京都産業２１では、義援金の募金箱を設置しています。
　　・本部 （ 京都府産業支援センター内　１階：お客さま相談室）　・北部支援センター（丹後・知恵のものづくりパーク内）
　　※頂戴しました義援金は、日本赤十字社に送金し、日本赤十字社を通じて被災地に送金されます。
　　なお、口座振込の場合、下記の日本赤十字社の口座あて直接振り込みをお願いします。
　　【郵便口座】　口座番号 ： 00140-8-507　　加入者名 ： 日本赤十字社　東日本大震災義援金
　　　　　　　　取扱期間 平成23年３月22日（火）から平成23年９月30日（金）
　　＊受領書を希望される場合は、通信欄に「受領書希望」と明記ください。
　　＊郵便窓口での取扱いの場合、送金手数料は免除されます。ATMの場合、手数料が発生します。
　　　<お問い合わせ先>　日本赤十字社　京都府支部　　TEL：075-541-9326

２　特別相談窓口を開設しています。
　　・本部（京都府産業支援センター内　１階　お客様相談室）　TEL：075-315-8660
　　・北部支援センター（丹後・知恵のものづくりパーク内）　TEL：0772-69-3675

研修名 開催日時 場所
機器分析セミナー（分析走査電子顕微鏡） ５月１７日（火） １３：００～１６：００ B棟小研修室及び精密測定（材料分析）室
技術開発･製品開発の革新と品質工学（遠隔セミナー） ５月２０日（金） １３：３０～１７：００ B棟小研修室

◆北部地域人材育成事業


