
  7/27(金)
13:00～16:30

北部産業
創造センター

品質管理上級講座
（QC検定2級試験対策・全4回）

  6/22(金)
13:00～16:30

北部産業
創造センター

品質管理基礎講座
（QC検定3級試験対策・全5回）

  6/26(火)
13:00～17:00

京都府産業支援
センター研修室第1回EMC技術セミナー「EMC入門」

  6/20(水)
14:00～17:30

京都大学
宇治キャンパス

京都大学宇治キャンパス産学交流会
（エネルギー理工学研究所）

  6/27(水)
18:00～20:00

けいはんなオープン
イノベーション
センター（KICK）

第15回大学リレーセミナー

  7/25(水)
18:00～20:00

けいはんなオープン
イノベーション
センター（KICK）

第16回大学リレーセミナー

  7/25(水)
13:30～17:00

京都市成長産業
創造センター起業家セミナー（第1回）

  7/25(水)
13:00～15:00

北部産業
創造センター下請かけこみ寺巡回相談

  6/26(火)
13:00～15:00

丹後・知恵の
ものづくりパーク

下請かけこみ寺巡回相談
（無料弁護士相談）

  7/24(火)
13:00～15:00

丹後・知恵の
ものづくりパーク

下請かけこみ寺巡回相談
（無料弁護士相談）

  7/25(水)
9:30～16:30

丹後・知恵の
ものづくりパーク研修室

「～経営と現場をつなぐ～
経営戦略実践講座」第1回

  6/21(木)
13:00～15:00

ガレリアかめおか下請かけこみ寺巡回相談
（無料弁護士相談）

  7/19(木)
13:00～15:00

ガレリアかめおか下請かけこみ寺巡回相談
（無料弁護士相談）

  6/19(火)
13:00～15:00

久御山町商工会下請かけこみ寺巡回相談
（無料弁護士相談）

  7/17(火)
13:00～15:00

久御山町商工会下請かけこみ寺巡回相談
（無料弁護士相談）

  7/17(火)
10:00～17:00

京都リサーチパーク
4号館2Fルーム2「製造現場基礎講座〔1クール〕」第1回

  7/24(火)
10:00～17:00

京都リサーチパーク
4号館2Fルーム2「製造現場基礎講座〔1クール〕」第2回

  7/27(金)
10:00～17:00

京都リサーチパーク
4号館2Fルーム2「製造現場基礎講座〔1クール〕」第3回

  6/12(火)
13:30～16:00

京都府産業支援
センター第１会議室取引適正化無料法律相談会

  7/  9(月)
14:00～16:00

北部産業
創造センター第2回産学交流セミナー

  7/10(火)
13:30～16:00

京都府産業支援
センター第１会議室取引適正化無料法律相談会

  7/10(火)
13:30～16:45

京都リサーチパーク
4号館2Fルーム1京都府よろず支援拠点PRセミナー

  6/19(火)
14:00～17:00

京都リサーチパーク
4号館B1バンケットホール

創業者フォローアップセミナー
「改善のススメ」

  6/20(水)
13:00～17:40

京都府産業支援
センター5F研修室

「売れる商品開発のポイント」
勉強会・相談会

  6/  6(水)
13:00～15:00

南丹市
国際交流会館

下請かけこみ寺巡回相談
（無料弁護士相談）

  7/  4(水)
13:00～15:00

南丹市
国際交流会館

下請かけこみ寺巡回相談
（無料弁護士相談）

  6/  6(水)
14:00～16:00

北部産業
創造センター第1回産学交流セミナー
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シリーズ“京の技” ― 内田産業（株）
平成30年度 京都府よろず支援拠点の取り組み
よろずゼミナール
― 自社に合ったインターネット集客法が分かる2つの診断

～儲けの仕組みがわかる～
「経営戦略実践講座」受講者募集
補助金事業のご案内
高度専門家派遣支援事業 企業紹介 ― 竹野酒造（有）
「高度専門家派遣」支援制度のご案内
経営革新計画承認制度
「申請の手引書」サイトアップのお知らせ
小規模企業者等ビジネス創造設備貸与制度のご案内
設備貸与企業紹介 ― （株）萬屋琳窕
卵白発酵調味料(たまご醤油)の開発 
平成30年度技術セミナー・講習会のご案内
ＥＭＣ技術セミナー

部品や材料を変えるとき、どのように判断していますか？
平成29年度「利用者窓口アンケート」結果のお知らせ
受発注あっせん情報
行事予定表

行事予定表 担当：■公益財団法人 京都産業21　■京都府中小企業技術センター
日  時 名  称 場  所

※6/27（水）の下請かけこみ寺巡回相談（場所：北部産業創造センター）は中止となりました。ご了承ください。
※行事については、すでに申込を締め切っている場合があります。詳しくはお問い合わせください。

日  時 名  称 場  所

◆北部地域人材育成事業

北部産業
創造センター6/28（木）、7/5（木）、12（木）

9：3０～16：3０
第二種電気工事士（技能）対策講座

丹後・知恵の
ものづくりパーク7/17（火）、18（水）、19（木）

9：3０～16：3０
技能検定対策講座
（機械加工１・２級学科）

丹後・知恵の
ものづくりパーク6/26（火）、27（水）、28（木）

9：3０～16：3０
技能検定対策講座
(マシニングセンタ１・２級実技)

シリーズ “京の技”
「京都中小企業技術大賞」
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設備貸与制度 卵白発酵調味料の開発

高度専門家派遣支援事業

部品や材料を変えるときに

P.7

P.10 P.11

P.15

6
June 2018

No.145

京都府中小企業技術センターでは、中小企業の皆様の技術課題に対して、当センター職員による
アドバイスや情報提供等を無料で行っています。お気軽にご相談ください。
https://www.kptc.jp/p_gijutsushien/

技術相談（無料）

京都府中小企業技術センターでは、当センターや(公財)京都産業21、府関連機関等が主催する
講習会や研究会・セミナーなどの催し、助成金制度のお知らせなどをメールマガジンでお届けして
います。皆様の情報源としてぜひご活用ください。
お申し込みはこちら
https://www.kptc.jp/p_kankoubutsu/p_mandtnewsflash/

メールマガジン
「Ｍ＆Ｔ NEWS FLASH」

（無料）

専門家派遣制度のご案内！ （公財）京都産業21

URL https://www.ki21.jp/information/specialist/dispatch/index.html

（公財）京都産業２１では、中小企業者や創業者の皆様を対象に、経営・技術等の諸問題について、民間の専門家を派遣し診断助言を
行っています。お気軽にご相談ください。
※有料。１回あたり「専門家への謝金８，０００円＋専門家旅費の３分の１」をご負担いただきます。


