
 いわて加速器関連産業研究会が主催するＩＬＣ（international linear collider）技術セミナーが開催されま   

す。世界の加速器科学研究の拠点である高エネルギー加速器研究機構（ＫＥＫ）の研究者による講演や、

北上市の配管工事業者による加速器関連事業への参入事例などを紹介いたします。Ｗｅｂ配信によるセミ

ナーですので、好きな場所から密を気にせずに視聴できます。皆様奮ってご参加ください。 

 
 ○日  時 令和３年２月４日（木）13：30-16：00 

 ○内  容 

 

  (1) 13：30 開会  

          

  (2) 13：35-14：20 「超伝導ＲＦ電子銃の開発」（仮） 

      講師：高エネルギー加速器研究機構 応用超伝導加速器センター 助教 許斐 太郎 氏 

          

  (3) 14：30-15：15「超電導加速空洞製造と高圧ガス許認可」（仮） 

      講師：高エネルギー加速器研究機構 応用超伝導加速器センター 准教授 佐伯 学行 氏 

          

  (4) 15：15-15：50「加速器関連参入事例紹介」 

      講師：株式会社近藤設備 代表取締役社長 近藤 正彦 氏 

 

  (5) 16：00 閉会 

 

 〇開催方法 Web（Zoomによる）配信 

 

 ○参加費   無料 

 

 ○申  込   下記申込用ＵＲＬまたは右のＱＲコードより必要事項をご入力の上お申込みください。 

   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYQJrpxkxUgNS_JP__x4oqCPZE7MImZYkRmhl_MCUuRzUg7Q/viewform?usp=sf_link 

 

 ○申込締切 令和３年１月29日（金） 

 

 ○問い合わせ先 

 いわて加速器関連産業研究会 

 事務局：公益財団法人 いわて産業振興センター（担当 平浜） 

 〒020-0857 岩手県盛岡市北飯岡２－４－26 

 TEL：019-631-3825 ＦＡＸ 019-631-3830  

 E-ｍａｉｌ：kenkyu@joho-iwate.or.jp 

発行日：2021.1 

ｉｎｄｕｓｔｒｙ，ｉｎｎｏｖａｔｉｖｅ，ｉｎｓｐｉｒｅ，ｉｎｆｏｒｍ ｓｕｐｐｏｒｔ ｎｅｗｓ  

Vol.23 

↑参加申込用ＱＲコード 

↑ＩＬＣ応援団長 おうしゅうヒッグスくん 



2021年１月 2021年２月 2021年3月 

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 

          1 2   1 2 3 4 5 6   1 2 3 4 5 6 

3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 7 8 9 10 11 12 13 

10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 14 15 16 17 18 19 20 

17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 21 22 23 24 25 26 27 

24 25 26 27 28 29 30 28             28 29 30 31       
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赤：コース№Ａ「同一労働同一賃金について」  

緑：コース№Ｂ「長時間労働の是正・時間外労働の上限規制」  

青：コース№Ｃ「最低賃金制度と業務改善助成金、他」 

 

 パートタイム・有期雇用労働法の中小企業への適用が今年４月より開始されます。 

 しかし、同一労働同一賃金に対応するための賃金規定等の点検・見直しには時間がかかります。 

 また、これからの時代にあった、新しい働き方が求められている今、長時間労働等の問題は各企業が解決すべき共

通の課題であると思われます。 

 そこで、岩手県働き方改革推進支援センターでは、働き方改革を推進するための無料セミナーを随時開催しており

ます。オンラインで参加可能ですので、皆様奮ってご参加ください。 

 

 ○セミナー種類 

 

  コース№Ａ「同一労働同一賃金について」 

  開催日程：１月12、19、26日、２月２、９、16日、３月２、９、16日（いずれも火曜日） 

 

  コース№Ｂ「長時間労働の是正・時間外労働の上限規制」 

  開催日程：１月13、20、27日、２月３、10、17、24日、３月３、10、17日（いずれも水曜日） 

 

  コース№Ｃ「最低賃金制度と業務改善助成金、他」 

  開催日程：開催日程：１月14、21、28日、２月４、18、25日、３月４、11、18日（いずれも木曜日） 

 

 ○時間 

  各セミナー全日10：30-11：00 又は 14:00-14:30（１日２回開催） 

 

 〇申込方法 

  下記URLより必要事項をご入力の上お申し込み下さい。 

  https://task-work.com/iwate/contact2 

 

 ○その他 

  ・開催３日前までにお申し込みをお願い致します 

  ・セミナー参加用の接続URLはセミナー開催前日までに別途お送りします 

 

 〇問い合わせ・申込先 

   岩手働き方改革推進支援センター 

   〒020-0861 岩手県盛岡市仙北2ー10ー17 

   TEL：0120-664-643 FAX：019-636-0936 

   E-mail：iwate@task-work.com 

 

   〇日程カレンダー 

岩手働き方改革推進支援センター 無料ＷＥＢセミナーのお知らせ 



 

電話：0197（24）2111 

◇ 工業振興係  （内線1532、1534） 

◇ 企業支援室  （内線1531、1533） 

◇ 労政係  （内線1535） 

◇ 産業支援コーディネーター （内線1536） 

FAX：0197（24）1992 

E-mail：kigyoushin@city.oshu.iwate.jp 

HP：https://www.city.oshu.iwate.jp/soshiki/52/ 

〒023-8501 

岩手県奥州市水沢大手町一丁目１番地 

 岩手県では、県内港湾の利用拡大と臨海部工業団地への企業立地を図ることを目的として、「いわてポートフォー

ラム2021」を開催します。 

 輸出入や国内長距離物流の取扱のある企業様や、物流に関心のある企業様は、是非ご参加ください。 
 

 〇日時 令和３年２月12日（金） 16：00-18：00 
 

 〇会場 ホテル千秋閣（岩手県花巻市湯本第１地割125 TEL：0198-37-2150） 
 

 〇参加費 無料 〇定員 200名 
 

 〇内容 (1) 16：00～16：10 「プレゼンテーション」  

                     岩手県知事 達増 拓也 氏 

 

       (2) 16：10～16：50 「港湾所在市長のプレゼンテーション」 

                     久慈市長 遠藤 譲一 氏、宮古市長 山本 正徳 氏、 

                     釜石市長 野田 武則 氏、大船渡市長 戸田 公明 氏 

 

       (3) 16：50～17：20 「講演」 

                     大野ゴム工業株式会社 常務取締役 伊藤 信一郎 氏  

 

       (4) 17：20～18：00 「名刺交換会」 

                     各港のＰＲブースを設置し、企業と各市の名刺交換を実施 

 

 ○その他 

   開催当日に、会場と花巻駅・新花巻駅を繋ぐシャトルバスを運行いたします。ご利用される方は申込の際にその 

   旨をお書きください（乗降場等、詳しくは問い合わせ先までご連絡下さい）。 

 

  往路：花巻駅 15：15発 新花巻駅 15：30発 

  復路：花巻駅行・新花巻駅行 いずれも18：15発 

 

 〇申込方法 

   ２月１日（月）までに下記メールアドレスへ必要事項（①部署名②職名③氏名④電話番号⑤メールアドレス⑥ 

   シャトルバス乗車の有無・往復路の発着所）を記載のうえ、お申込ください（連絡担当者の方は⑦企業名⑧事業 

   所名⑨住所もご記載ください）。。  

 

 〇問い合わせ・申込先  

   岩手県県土整備部港湾課港湾振興担当 山本・山崎 

 TEL：019-629-5912  E-mail：ag0012@pref.iwate.jp 

当ニュースをより良いものにするため、随時皆様の御意見・ご感 

想を募集しております。「こんな情報が欲しい！」「こういった記 

事を増やしてほしい」などのご要望や、当ニュースを読んでのご 

感想、叱咤激励など、どんなことでも構いません。皆様のお役に 

立てるINサポNewsを目指して、編集部一同奮闘して参りますの 

で、どうぞ宜しくお願い致します。 

                            宛先はこちらまで→ 

INサポNEWSへのご意見・ご感想募集中！ 


