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☆今月の内容 

●トピックス＆お知らせ 
・「陶＆くらしのデザイン展 2016」を瀬戸蔵で開催します！ 

・沖縄地域における腐食防食の現状と課題に関する講演会の参加者を募集します！ 

・「繊維技術セミナー」の参加者を募集します！ 

・「新あいち創造研究開発補助金」の採択案件を決定しました 

・「愛知県技術開発交流センター」のご案内 

●技術紹介 
・木材への含浸処理における天然樹脂セラックの適用 

・透過電子顕微鏡(TEM)によるアノード酸化皮膜の観察について 

・蓄光レース人形の開発について 

≪トピックス＆お知らせ≫ 

◆  「陶＆くらしのデザイン展 2016」を瀬戸蔵で開催します！ 

瀬戸窯業技術センター始め、陶磁器に関係する全国の試験研究機関が取り組んだデザイン開発の成果

や試作品を一堂に集めて公開展示する「陶＆くらしのデザイン展 2016」を開催します。展示会では、

陶磁器を中心とした食器やインテリア用品などを展示します。瀬戸窯業技術センターからは、平成 27

年度センター研究成果の蓄光レース磁器や蓄光アクセサリー、リトフェイン照明器具などを出展します。

専門家はもとより一般の方にも楽しんでいただける陶磁器産地ならではのイベントとなっています。 

是非、御来場ください。(入場無料) 

【日時】平成 28 年 7 月 7 日（木）～7 月 11 日（月）10:00～18：00（最終日は 16：00 まで） 

【場所】瀬戸蔵 4 階 多目的ホール（瀬戸市蔵所町 1 番地の 1）電話：0561-97-1555 
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●詳しくは http://www.pref.aichi.jp/soshiki/acist/h280607-toukurashi.html 

●問合せ先 瀬戸窯業技術センター 製品開発室 

 電話：0561-21-2116 

宝石のようなアクセサリー リトフェイン照明器具 

「名古屋城(未点灯)」 「名古屋城(点灯)」 

http://www.aichi-inst.jp/
mailto:acist@pref.aichi.lg.jp
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/acist/h280607-toukurashi.html
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昨年度の様子 

◆ 沖縄地域における腐食防食の現状と課題に関する講演会の参加者を募集します！

産業技術センターでは、琉球大学 名誉教授の

屋良秀夫氏を講師にお招きし、「沖縄地域におけ

る腐食防食の現状と課題」について、技術講演会

を開催いたします。 

本講演では、飛来塩分量が多く、過酷な腐食環

境下にある沖縄地域での金属製品に対する防食 

処理技術について、具体的な事例を交えながら、

その動向と今後の課題について御講演をいただ

きます。 

多くの皆様の御参加をお待ちしております。 

【日時】平成 28 年 7 月 5 日（火）13:30～15:30 

【場所】産業技術センター 1 階 講堂 

（刈谷市恩田町一丁目 157 番地 1） 

【定員】50 名（先着順・無料） 

【申込方法】下記 URL から参加申込書をダウン

ロードし、必要事項を記入の上、下

記申込み先まで FAX 又は e-mail で

お申し込みください。 

【申込期限】平成 28 年 6 月 27 日（月）

  

 

 

◆「繊維技術セミナー」の参加者を募集します！  

―機能性繊維、着心地の評価等について講演します ―

尾張繊維技術センターでは、（一社）日本繊維

機械学会東海支部、（公財）一宮地場産業ファッ

ションデザインセンター及び愛知県繊維振興協

会と共催で、繊維業界で注目されている技術を紹

介するため、「繊維技術セミナー（平成 28 年度日

本繊維機械学会記念講演会）」を開催します。 

今回のセミナーでは、衣服の機能性、快適性、

衛生性などを向上させる機能性繊維の開発動向

や衣服の着心地に影響する動きやすさの評価な

ど、繊維業界で注目されている技術を紹介します。 

多くの皆様の御参加をお待ちしています。 

【日時】平成 28 年 7 月 8 日（金）13:30～16:00 

【場所】（公財）一宮地場産業ファッションデザ

インセンター 4 階 視聴覚室 

（一宮市大和町馬引字南正亀 4-1） 

【定員】100 名（先着順・無料） 

【申込方法】下記 URL から参加申込書をダウン

ロードし、必要事項を記入の上、

FAX 又は e-mail でお申し込みくだ

さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●詳しくは  http://www.pref.aichi.jp/soshiki/acist/h280608-owariseminar.html 

●申込み・問合せ先  尾張繊維技術センター 素材開発室 

               電話：0586-45-7871  FAX：0586-45-0509  

e-mail：owari-kikaku@aichi-inst.jp   

●詳しくは http://www.pref.aichi.jp/soshiki/acist/h280606-bousyoku.html 

●問合せ先 産業技術センター 金属材料室 金属表面加工担当 電話：0566-24-1841 

●申込み先 愛知工研協会 担当：永野 FAX：0566-24-2575  e-mail：office@aichi-kouken.jp 

http://www.aichi-inst.jp/other/aisanken_news/
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/acist/h280608-owariseminar.html
mailto:owari-kikaku@aichi-inst.jp
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/acist/h280606-bousyoku.html
mailto:office@aichi-kouken.jp
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◆ 「新あいち創造研究開発補助金」の採択案件を決定しました  

県では「産業空洞化対策減税基金」を原資とし

て、企業立地や研究開発・実証実験を支援する補

助制度を平成 24 年度から運用しています。 

このうち、次世代自動車や航空宇宙など、将来

の成長が見込まれる分野において企業等が行う

研究開発・実証実験を支援する「新あいち創造研

究開発補助金」について、3 月 28 日から 4 月 15

日まで公募を行ったところ、119 件応募がありま

した。外部有識者を中心とする審査委員会におい

て応募案件の審査を行った結果、合計で 86 件の

採択を決定しました。 

あいち産業科学技術総合センターでは、研究開

発が円滑に進み、成果が上げられるよう、技術相

談・指導等を行い支援していきます。 

 

◆ 「愛知県技術開発交流センター」のご案内 

刈谷市内にある愛知県技術開発交流センター

は、中小企業の研究開発、技術交流、情報収集、

人材育成などの取り組みを支援するための「場」

を提供する開放型施設として、ホール、会議室、

研修室などを備えた施設です。皆様の御利用をお

待ちしております。 

【利用日時】土・日・祝日を除き 9 時～21 時 

（但し 12 月 29 日～1 月 3 日は休館） 

【利用方法】利用については、利用希望月の 3 か

月前（交流ホールについては 6 か月

前）の初日から技術開発交流セン

ターで受付を行います。 

なお、初日が休業日の場合は、その

翌日から受付を行います。 

＊詳細は、下記へお問い合わせください。 

 

 

 

名称 
面積

（m2） 

定員

（名） 

使用料（円） 

9:00-12:00 13:00-17:00 18:00-21:00 9:00-21:00 

交流ホール 394 273 9,900 13,300 13,300 33,600 

交流会議室 190 80 6,800 9,100 9,100 23,100 

研修室 1 227 100 8,200 11,000 11,000 27,500 

研修室 2 111 60 3,800 5,200 5,200 13,400 

研修室 3 97 40 3,300 4,500 4,500 11,700 

共同研究室 1～5 各 61 － － － － 3,700 

●詳しくは http://www.pref.aichi.jp/soshiki/san-kagi/28shinaichihojokin-saitaku.html 

●問合せ先 産業労働部 産業科学技術課 研究開発支援グループ 電話：052-954-6370 

●詳しくは http://www.aichi-inst.jp/kouryu/ 

●共同研究室空室有り、利用者募集中！ 

●申込み・問合せ先 産業技術センター内 

愛知県技術開発交流センター 管理室 

〒448-0013 刈谷市恩田町一丁目 157-1 電話：0566-24-1841（代） 

愛知県技術開発交流センター 料金表 
（消費税等含む。別途、付属設備使用料等が必要な場合があります。） 

http://www.aichi-inst.jp/other/aisanken_news/
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/san-kagi/28shinaichihojokin-saitaku.html
http://www.aichi-inst.jp/kouryu/

