2022 年度 MRO スキルアップ研修開催のご案内

monodzukuri research organization

【問題解決･業務改善】

1. 事例で身につける
「５S によるムダ取りと改善手法」

見せるための 5S ではなく、「価値を創造する」5S 活動を目指します。5S 活動の「各 S の哲学」と目的及びその効果について説明し、
他社の 5S 活動事例の紹介と模擬現場（写真）での改善提案の演習を行います。言われてやる 5S では企業価値には何ら効果が無いこ
とを知り、本来の 5S とはもの真似では無く、独自の活動による企業価値創りであることを学んでいただきます。
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催︓一般財団法人地域産学官連携ものづくり研究機構
参 加 費︓MRO 賛助会員 4,000 円（一般︓8,000 円 )
会
場︓テクノプラザおおた研修室 太田市本町 29-1 Tel:0276-50-2100 Fax:0276-50-2110
募集人員︓１５名程度。なお、応募人数が少数の場合は研修を中止することがあります。ご了承ください。
日

程

5/20( 金 )
9:00 ～ 16:30

研修内容
1．５S を実行する本質の考え方説明
・１S ～６S までの行動哲学と活動実施のステップ
・５S と工学の関係とその考え方
・活動実行する担当者の心構え
☆頭の５S と心の５S について説明
２．５S 活動の具体的活動内容説明
３．５S で発見した課題のカイゼン手法説明
・国内外での他社の活動紹介

・失敗事例

４．演習︓グループ活動
①課題担当工場の写真を見て評価
②評価後のカイゼン活動の協議、ブレーンストーミングを経験する
③協議結果の発表

＊講師プロフィール
●HP から直接お申し込みができます
高橋智昭（ＭＲＯコーディネーター） 工学院大学（電子工学科）卒
経歴︓電気・音響業界 カメラ業界 自動車部品業界等を経験、最後は化粧品業界、生産技術一筋です。（営業経験はあります。）
日本能率協会認定のＣＰＥ－ＭＥを取得

受講料について

●受講申込時に請求させていただきます。 支払いは、 銀行振込とさせていただきます。 MRO スキルアップ研修は、 地域の中小企業のみなさまの便宜を図り､材料費､資
料代、 交通費などを勘案した最低限の受講料を設定しています。 大変恐縮ながら、 振込手数料につきましては、 受講者様にご負担をお願いします。
●キャンセル料︓開催日 1 週間までは受講料全額を返還します。 1 週間以内の場合は全額を頂戴します。 キャンセルの連絡は、 必ずメール･FAX など記録の残る手段
でお願いします。
注）1 週間︓MRO（当財団）の 6 勤務日前 17 時までとします。

●問い合わせ申し込み先︓一般財団法人地域産学官連携ものづくり研究機構 tel︓0276-50-2100、fax︓0276-50-2110
E-Mail︓mrokenshu(at)mro.or.jp ※(at) を @ に変えて送信してください。

1. 事例で身につける「５S によるムダ取りと改善手法」受講申込書
ご芳名 ( ふりがな )︓

所属

役職

ご芳名 ( ふりがな )︓

所属

役職

会社名
TEL

住所 〒
FAX

E-Mail

2022 年度 MRO スキルアップ研修開催のご案内

monodzukuri research organization

【共

通】

2．「 良いものづくりの基礎知識と行動」

よい製品、よい現場とは・・仕事を早く正しく楽にするために必要な、現場で使える基礎知識と手法の使い方を幅広く身に付けたい
人向けの講座です。
問題に気づき解決できる行動、働きやすい職場づくりを、演習を交えて習得します。
もの作りする人が、知ってて当り前の知識と、良いもの作りをする行動・コミニユケーションの基本を習得します。
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催︓一般財団法人地域産学官連携ものづくり研究機構
参 加 費︓MRO 賛助会員 4,000 円（一般︓8,000 円 )
会
場︓テクノプラザおおた研修室 太田市本町 29-1 Tel:0276-50-2100 Fax:0276-50-2110
募集人員︓１５名程度。なお、応募人数が少数の場合は研修を中止することがあります。ご了承ください。
日

程

研修内容

6/8( 水 )

●良い製品づくり

9:30 ～ 16:00

良い製品、良いものづくりとは
１. 品質とは ２. 品質優先の考え方 ３. 維持活動と改善活動
６. 重点指向の考え方 ７. 標準化 ほか
●現場ものづくりの基礎知識
１. 工程とは ２. 問題とムダ

３. 現象とデータ

●働きやすい職場をつくる行動
１. モチベーション ２. ホウレンソウ

４. 仕事の進め方

４. データ分析

３.５Ｗ１Ｈ

５. 改善とＱＣストーリー

５.ＱＣ七つ道具

４. 三現主義

５.３Ｓ／３Ｔ

６. 動作経済
６. KYT

ほか

ほか

●グループ体験演習

＊講師プロフィール
●HP から直接お申し込みができます
古澤秀明（ＭＲＯコーディネーター） 群馬大学工業短期大（電気工学）卒
経歴︓サンデン㈱生産本部、工機工場、製造本部、品質本部、ＳＴＱＭ本部、サンワテック㈱技術部
群馬ものづくり現場新人研修（H28 年～）、群馬ものづくり改善インストラクタースクール（Ｈ28 年～）講師

受講料について

●受講申込時に請求させていただきます。 支払いは、 銀行振込とさせていただきます。 MRO スキルアップ研修は、 地域の中小企業のみなさまの便宜を図り､材料費､資
料代、 交通費などを勘案した最低限の受講料を設定しています。 大変恐縮ながら、 振込手数料につきましては、 受講者様にご負担をお願いします。
●キャンセル料︓開催日 1 週間までは受講料全額を返還します。 1 週間以内の場合は全額を頂戴します。 キャンセルの連絡は、 必ずメール･FAX など記録の残る手段
でお願いします。
注）1 週間︓MRO（当財団）の 6 勤務日前 17 時までとします。

●問い合わせ申し込み先︓一般財団法人地域産学官連携ものづくり研究機構 tel︓0276-50-2100、fax︓0276-50-2110
E-Mail︓mrokenshu(at)mro.or.jp ※(at) を @ に変えて送信してください。

2．「 良いものづくりの基礎知識と行動の仕方」受講申込書
ご芳名 ( ふりがな )︓

所属

役職

ご芳名 ( ふりがな )︓

所属

役職

会社名
TEL

住所 〒
FAX

E-Mail

2022 年度 MRO スキルアップ研修開催のご案内

monodzukuri research organization

【技術 / 技能】

3. 技能検定～機械加工（数値制御旋盤作業）
3 級／ 2 級準備講座

技能検定の機械加工分野内、数値制御旋盤作業の 3 級／ 2 級受験に向けて学科及び実技内の計画立案等を学びます。学科試験における過
去の出題傾向を踏まえ、自身の弱点項目を中心に加工技術の基礎を学びます。実技に付帯する計画立案等作業試験の傾向を踏まえ、自身
の弱点項目を中心に加工時の作業要素・作業内容の基礎を学びます。（実技指導は実施しません。）
・受講対象︓数値制御（NC）旋盤作業検定３級及び 2 級受験予定者（３級受講者は、企業内で図面を観て初歩的なプログラム作成、段取り、
工、計測が出来る人）（2 級受講者は、5 年程度の経験を基に図面を観てプログラム作成、段取り、加工、計測が出来る人）
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催︓一般財団法人地域産学官連携ものづくり研究機構
参 加 費︓MRO 賛助会員 10,000 円（一般︓20,000 円 )
会
場︓テクノプラザおおた研修室 太田市本町 29-1 Tel:0276-50-2100 Fax:0276-50-2110
募集人員︓１５名程度。なお、応募人数が少数の場合は研修を中止することがあります。ご了承ください。
日

程（4 日間コース）

6/13（月）
9:30 ～ 16:30

研修内容

（ＮＣ／ＭＣ受験者 合同講座）
＊NC 加工旋盤作業検定 3 級／ 2 級の学科試験の傾向の説明
＊機械加工全般の知識の習得
・設備・工具種類・切削油と潤滑方式・JIS 記号・治具構造
・計測法・品質管理・機械要素・機械製図・加工法・鋳造材料
・治具製造・材料の熱伝導・材料硬度試験法・力学単位
・電気
＊演習問題説明（宿題で各自解答を検討する）

6/20（月）
9:30 ～ 16:30

＊1 日目の宿題解答説明
＊NC 旋盤の特徴設備説明・設備精度検査・工具理論・工具種類・加工方案・工具／加工法・切削条件・プログラム座標
＊演習問題説明（宿題で各自解答を検討する）

6/27（月）

＊2 日目・3 日目の宿題解答説明
＊計画立案等作業試験（旧ペーパーテスト）の内容説明と演習
＊総合的な演習の実施とグループ討議・方向付け

7/4（月）
9:30 ～ 16:30

＊講師プロフィール
鈴木正明（MRO コーディネーター）群馬県立館林高等職業訓練校 ( 機械 ) 卒
●HP から直接お申し込みができます
経歴 : ㈱宮下製作所製造部、切削加工技術・汎用機、ＮＣ工作機
竹内光男（ＭＲＯコーディネーター、群馬県能力開発協会 人材育成コーディネーター）群馬大学 ( 機械工学科 ) 卒
経歴 : マックス㈱生産技術、品質保証、生産工程～実用化の仕組み作り、企業内小集団活動と組織活性化

受講料について

●受講申込時に請求させていただきます。 支払いは、 銀行振込とさせていただきます。 MRO スキルアップ研修は、 地域の中小企業のみなさまの便宜を図り､材料費､資
料代、 交通費などを勘案した最低限の受講料を設定しています。 大変恐縮ながら、 振込手数料につきましては、 受講者様にご負担をお願いします。
●キャンセル料︓開催日 1 週間までは受講料全額を返還します。 1 週間以内の場合は全額を頂戴します。 キャンセルの連絡は、 必ずメール･FAX など記録の残る手段
でお願いします。
注）1 週間︓MRO（当財団）の 6 勤務日前 17 時までとします。

●問い合わせ申し込み先︓一般財団法人地域産学官連携ものづくり研究機構 tel︓0276-50-2100、fax︓0276-50-2110
E-Mail︓mrokenshu(at)mro.or.jp ※(at) を @ に変えて送信してください。

3. 技能検定～機械加工（数値制御旋盤作業）3 級／ 2 級準備講座受講申込書
ご芳名 ( ふりがな )︓

所属

役職

ご芳名 ( ふりがな )︓

所属

役職

会社名
TEL

住所 〒
FAX

E-Mail

2022 年度 MRO スキルアップ研修開催のご案内

monodzukuri research organization

【技術 / 技能】

4. 技能検定～機械加工（マシニングセンタ（MC）作業）
3 級／ 2 級準備講座

技能検定の機械加工分野内、マシニングセンタ作業 3 級／ 2 級受験に向けて学科と実技内の計画立案等作業試験を学ぶ。学科試験における
過去の出題傾向を踏まえ、自身の弱点項目を中心に加工技術の基礎を学びます。実技に付帯する計画立案等作業試験の傾向を踏まえ、自身
の弱点項目を中心に加工時の作業要素・作業内容の基礎を学びます。（実技指導は実施しません。）
・受講対象︓マシニングセンタ作業検定３級及び 2 級受験予定者（３級受講者は、企業内で図面を観て初歩的なプログラム作成、段取り、加工、
計測が出来る人）（2 級受講者は、5 年程度の経験を基に図面を観てプログラム作成、段取り、加工、計測が出来る人）
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参 加 費︓MRO 賛助会員 10,000 円（一般︓20,000 円 )
会
場︓テクノプラザおおた研修室 太田市本町 29-1 Tel:0276-50-2100 Fax:0276-50-2110
募集人員︓１５名程度。なお、応募人数が少数の場合は研修を中止することがあります。ご了承ください。
日

程（4 日間コース）

6/13（月）
9:30 ～ 16:30

研修内容

（ＮＣ／ＭＣ受験者 合同講座）
＊NC 加工旋盤作業検定 3 級／ 2 級の学科試験の傾向の説明
＊機械加工全般の知識の習得
・設備・工具種類・切削油と潤滑方式・JIS 記号・治具構造
・計測法・品質管理・機械要素・機械製図・加工法・鋳造材料
・治具製造・材料の熱伝導・材料硬度試験法・力学単位
・電気
＊演習問題説明（宿題で各自解答を検討する）

6/23（木）
9:30 ～ 16:30

＊1 日目の宿題解答説明
＊マシニングセンタの特徴設備説明・設備精度検査・工具理論・工具種類・加工方案・工具／加工法・切削条件・プログラム系
＊演習問題説明（宿題で各自解答を検討する）

6/30（木）

＊2 日目・3 日目の宿題解答説明
＊計画立案等作業試験（旧ペーパーテスト）の内容説明と演習
＊総合的な演習の実施とグループ討議・方向付け

7/7（木）
9:30 ～ 16:30

＊講師プロフィール
鈴木正明（MRO コーディネーター）群馬県立館林高等職業訓練校 ( 機械 ) 卒
●HP から直接お申し込みができます
経歴 : ㈱宮下製作所製造部、切削加工技術・汎用機、ＮＣ工作機
竹内光男（ＭＲＯコーディネーター、群馬県能力開発協会 人材育成コーディネーター）群馬大学 ( 機械工学科 ) 卒
経歴 : マックス㈱生産技術、品質保証、生産工程～実用化の仕組み作り、企業内小集団活動と組織活性化

受講料について

●受講申込時に請求させていただきます。 支払いは、 銀行振込とさせていただきます。 MRO スキルアップ研修は、 地域の中小企業のみなさまの便宜を図り､材料費､資
料代、 交通費などを勘案した最低限の受講料を設定しています。 大変恐縮ながら、 振込手数料につきましては、 受講者様にご負担をお願いします。
●キャンセル料︓開催日 1 週間までは受講料全額を返還します。 1 週間以内の場合は全額を頂戴します。 キャンセルの連絡は、 必ずメール･FAX など記録の残る手段
でお願いします。
注）1 週間︓MRO（当財団）の 6 勤務日前 17 時までとします。

●問い合わせ申し込み先︓一般財団法人地域産学官連携ものづくり研究機構 tel︓0276-50-2100、fax︓0276-50-2110
E-Mail︓mrokenshu(at)mro.or.jp ※(at) を @ に変えて送信してください。

4. 技能検定～機械加工（マシニングセンタ（MC）作業）3 級／ 2 級準備講座受講申込書
ご芳名 ( ふりがな )︓

所属

役職

ご芳名 ( ふりがな )︓

所属

役職

会社名
TEL

住所 〒
FAX

E-Mail

2022 年度 MRO スキルアップ研修開催のご案内

monodzukuri research organization

【共

通】

5.「Excel 初めての表作成
（入門コース）」

文字や数字の入力はできるが Excel はあまり使ったことがないというレベルの方向けの Excel の講座です。文字や数式の入力方法、
罫線の作成、文字やセルの色の設定方法等の表作成に必須の機能、簡単な関数の使用方法を説明し、最後に演習として「表」を作成
していただきます。
表計算ソフトである Excel のもっとも基本的な利用方法である表作成ができるようになります。また、基本機能や基本的な操作方法
を学ぶことによって応用力が付き、他の機能も理解しやすくなります。
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主
催︓一般財団法人地域産学官連携ものづくり研究機構
参 加 費︓MRO 賛助会員 6,000 円（一般︓12,000 円 )
会
場︓テクノプラザおおた研修室 太田市本町 29-1 Tel:0276-50-2100 Fax:0276-50-2110
募集人員︓１０名程度。なお、応募人数が少数の場合は研修を中止することがあります。ご了承ください。
日

程（2 日間コース）

6/15（水）
6/22（水）
10:00 ～ 16:30

研修内容
1.Windows の基礎

用語、基本操作

2.Excel の起動と初期設定

Excel の起動、画面構成と各部の名称、オプション設定、…

3.Excel の基本操作

文字・数字の入力、数式（四則演算）の入力、複数セルの選択、…

4. 関数

合計、平均、最大、最小の関数の入力

5. セルの書式設定

フォント、罫線、線幅、線の種類、色、…

6. 演習︓表作成
※すべて実習形式で行いますので、Excel2016 以降のバージョンの Excel がインストールされている
ノートパソコンをご持参ください（説明には Microsoft 365 を使用します。）。

＊講師プロフィール
横堀 勉（MRO コーディネーター）長岡技術科学大学大学院（電子機器工学専攻）修了
経歴 : 沖電気工業㈱、専門分野︓電子機器の放熱技術、熱流体シミュレーション、伝熱工学

●HP から直接お申し込みができます

受講料について

●受講申込時に請求させていただきます。 支払いは、 銀行振込とさせていただきます。 MRO スキルアップ研修は、 地域の中小企業のみなさまの便宜を図り､材料費､資
料代、 交通費などを勘案した最低限の受講料を設定しています。 大変恐縮ながら、 振込手数料につきましては、 受講者様にご負担をお願いします。
●キャンセル料︓開催日 1 週間までは受講料全額を返還します。 1 週間以内の場合は全額を頂戴します。 キャンセルの連絡は、 必ずメール･FAX など記録の残る手段
でお願いします。
注）1 週間︓MRO（当財団）の 6 勤務日前 17 時までとします。

●問い合わせ申し込み先︓一般財団法人地域産学官連携ものづくり研究機構 tel︓0276-50-2100、fax︓0276-50-2110
E-Mail︓mrokenshu(at)mro.or.jp ※(at) を @ に変えて送信してください。

5．「Excel 初めての表作成編（入門コース）」受講申込書
ご芳名 ( ふりがな )︓

所属

役職

ご芳名 ( ふりがな )︓

所属

役職

会社名
TEL

住所 〒
FAX

E-Mail

2022 年度 MRO スキルアップ研修開催のご案内

monodzukuri research organization

【問題解決・業務改善】

6. 現場力を高める
「ポカミスの原因と対策」

ヒューマンエラー発生の原因（人間特性）を経験しながら考え、構造を分析し、対策の手法を学びます。ポカミス対策（講師の
実践経験事例）を紹介し、精密組み立ての擬似作業演習で対策の実施と効果を体験していただきます。
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主
催︓一般財団法人地域産学官連携ものづくり研究機構
参 加 費︓MRO 賛助会員 4,000 円（一般︓8,000 円 )
会
場︓テクノプラザおおた研修室 太田市本町 29-1 Tel:0276-50-2100 Fax:0276-50-2110
募集人員︓１５名程度。なお、応募人数が少数の場合は研修を中止することがあります。ご了承ください。
日

程

6/17( 金 )
9:00 ～ 16:30

研修内容
1．ポカミスは何故起こるか

・ポカミスを発生させる現場を考える
・人間の特性とポカミスの関係
・ヒューマンエラーの構造

2．発見力

・演習 はたしてモノを見ているだろうか︖
・モノが見えるようになるには
・見える力の大原則

3．ポカミスとポカヨケ

・事例を見て考えるポカヨケの基本
・ヒューマンエラーの原因を知って考えるポカヨケ

4．総合演習・簡単な組立に挑戦

・実際に組立に挑戦しポカミスを体験する
・気付いたポカミスの原因を検討分析し対策を立てる
・対策に基づいて再組立
・結果発表とブレーンストーミング
☆多くの考えを知り、分析の参考にする

＊講師プロフィール
●HP から直接お申し込みができます
高橋智昭（ＭＲＯコーディネーター） 工学院大学（電子工学科）卒
経歴︓電気・音響業界 カメラ業界 自動車部品業界等を経験、最後は化粧品業界、生産技術一筋です。（営業経験はあります。）
日本能率協会認定のＣＰＥ－ＭＥを取得

受講料について

●受講申込時に請求させていただきます。 支払いは、 銀行振込とさせていただきます。 MRO スキルアップ研修は、 地域の中小企業のみなさまの便宜を図り､材料費､資
料代、 交通費などを勘案した最低限の受講料を設定しています。 大変恐縮ながら、 振込手数料につきましては、 受講者様にご負担をお願いします。
●キャンセル料︓開催日 1 週間までは受講料全額を返還します。 1 週間以内の場合は全額を頂戴します。 キャンセルの連絡は、 必ずメール･FAX など記録の残る手段
でお願いします。
注）1 週間︓MRO（当財団）の 6 勤務日前 17 時までとします。

●問い合わせ申し込み先︓一般財団法人地域産学官連携ものづくり研究機構 tel︓0276-50-2100、fax︓0276-50-2110
E-Mail︓mrokenshu(at)mro.or.jp ※(at) を @ に変えて送信してください。

6．現場力を高める「ポカミスの原因と対策」受講申込書
ご芳名 ( ふりがな )︓

所属

役職

ご芳名 ( ふりがな )︓

所属

役職

会社名
TEL

住所 〒
FAX

E-Mail

2022 年度 MRO スキルアップ研修開催のご案内

monodzukuri research organization

【問題解決・業務改善】

7．現場で役立つ
「なぜなぜ分析の進め方」

なぜなぜ分析の本来の目的や重要性を説明します。単なる対策書類作成のための手法ではなく「価値創造」の手法であることを理解し、
「さまざまな実例を用いた演習」で課題を発見し、課題カイゼンの手法を学んでいただきます。なぜなぜ分析の目的を知った上で、模擬
作業（簡単な精密組立）を体験し、目的達成のためのなぜなぜ分析の実際と活用の仕方について経験します。

Point!

めの

のた
的達成

学ぶ !
業で目
を
作
用
擬
●模
析の活
分
ぜ
なぜな

主
催︓一般財団法人地域産学官連携ものづくり研究機構
参 加 費︓MRO 賛助会員 4,000 円（一般︓8,000 円 )
会
場︓テクノプラザおおた研修室 太田市本町 29-1 Tel:0276-50-2100 Fax:0276-50-2110
募集人員︓１５名程度。なお、応募人数が少数の場合は研修を中止することがあります。ご了承ください。
日

程

7/1( 金 )
9:00 ～ 16:30

研修内容
1．なぜなぜ分析の目的と課題解決

・なぜなぜ分析を実施する時の現状分析
・課題解決のステップ

2．真因の追求【なぜなぜ分析】実際

①なぜなぜ分析の進め方と例題演習
②5Ｗ1Ｈとなぜなぜ分析の関係
③真因を追求した実例紹介
演習・課題でなぜなぜ分析実施と発表

3．総合演習

・模擬組み立てに挑戦し課題を発見する
・発見した課題の真因を追求する【なぜなぜ分析】
・真因からカイゼン策を立案する
ブレーンストーミングの実施
・カイゼン策を使った再組み立てに挑戦
・結果発表と質疑応答

＊講師プロフィール
●HP から直接お申し込みができます
高橋智昭（ＭＲＯコーディネーター） 工学院大学（電子工学科）卒
経歴︓電気・音響業界 カメラ業界 自動車部品業界等を経験、最後は化粧品業界、生産技術一筋です。（営業経験はあります。）
日本能率協会認定のＣＰＥ－ＭＥを取得

受講料について

●受講申込時に請求させていただきます。 支払いは、 銀行振込とさせていただきます。 MRO スキルアップ研修は、 地域の中小企業のみなさまの便宜を図り､材料費､資
料代、 交通費などを勘案した最低限の受講料を設定しています。 大変恐縮ながら、 振込手数料につきましては、 受講者様にご負担をお願いします。
●キャンセル料︓開催日 1 週間までは受講料全額を返還します。 1 週間以内の場合は全額を頂戴します。 キャンセルの連絡は、 必ずメール･FAX など記録の残る手段
でお願いします。
注）1 週間︓MRO（当財団）の 6 勤務日前 17 時までとします。

●問い合わせ申し込み先︓一般財団法人地域産学官連携ものづくり研究機構 tel︓0276-50-2100、fax︓0276-50-2110
E-Mail︓mrokenshu(at)mro.or.jp ※(at) を @ に変えて送信してください。

7．現場で役立つ「なぜなぜ分析の進め方」受講申込書
ご芳名 ( ふりがな )︓

所属

役職

ご芳名 ( ふりがな )︓

所属

役職

会社名
TEL

住所 〒
FAX

E-Mail

2022 年度 MRO スキルアップ研修開催のご案内

monodzukuri research organization

【共

通】

8.Excel による業務効率の向上
（中級コース 技術系）

表作成はできる、簡単な計算や関数は使えるという方向けの Excel の講座です。Windows と Excel の便利機能、各種関数、グラフ
の使用方法を説明し、項目ごとに演習を行います。
第１日目と第２日目は『中級コース 事務系』と同日開催となります。第３日目の関数やグラフは技術部門で主に使用される機能を
中心に説明します。Excel には様々な機能があります。本講座では多くの機能のうち、便利機能や関数、グラフを習得していただく
ことにより、業務の効率化に応用できるようになります。
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主
催︓一般財団法人地域産学官連携ものづくり研究機構
参 加 費︓MRO 賛助会員 8,000 円（一般︓16,000 円 )
会
場︓テクノプラザおおた研修室 太田市本町 29-1 Tel:0276-50-2100 Fax:0276-50-2110
募集人員︓５名程度。なお、応募人数が少数の場合は研修を中止することがあります。ご了承ください。
日

程（3 日間コース）

7/6（水）
7/13（水）
7/20（水）
10:00 ～ 16:30

研修内容

第１日目、第２日目
1.Windows の基礎
2.Excel の基礎、オプション設定
3.Windows、Excel の便利機能
4. 関数

用語、基本操作
用語、基本操作、オプション設定、…
ショートカットキー、セルの書式設定、各種便利機能、…
日付／時刻、文字列操作、統計、論理

第３日目
5. 関数
6. グラフ

数学／三角、統計、エンジニアリング関数
グラフの作成（棒グラフ、円グラフ、折れ線グラフ、散布図）、
各パラメータ設定

※すべて実習形式で行いますので、Excel2016 以降のバージョンの Excel がインストールされている
ノートパソコンをご持参ください（説明には Microsoft 365 を使用します。）。
＊講師プロフィール
横堀 勉（MRO コーディネーター）長岡技術科学大学大学院（電子機器工学専攻）修了
経歴 : 沖電気工業㈱、専門分野︓電子機器の放熱技術、熱流体シミュレーション、伝熱工学

●HP から直接お申し込みができます

受講料について

●受講申込時に請求させていただきます。 支払いは、 銀行振込とさせていただきます。 MRO スキルアップ研修は、 地域の中小企業のみなさまの便宜を図り､材料費､資
料代、 交通費などを勘案した最低限の受講料を設定しています。 大変恐縮ながら、 振込手数料につきましては、 受講者様にご負担をお願いします。
●キャンセル料︓開催日 1 週間までは受講料全額を返還します。 1 週間以内の場合は全額を頂戴します。 キャンセルの連絡は、 必ずメール･FAX など記録の残る手段
でお願いします。
注）1 週間︓MRO（当財団）の 6 勤務日前 17 時までとします。

●問い合わせ申し込み先︓一般財団法人地域産学官連携ものづくり研究機構 tel︓0276-50-2100、fax︓0276-50-2110
E-Mail︓mrokenshu(at)mro.or.jp ※(at) を @ に変えて送信してください。

8．Excel による業務効率の向上（中級コース 技術系）受講申込書
ご芳名 ( ふりがな )︓

所属

役職

ご芳名 ( ふりがな )︓

所属

役職

会社名
TEL

住所 〒
FAX

E-Mail

2022 年度 MRO スキルアップ研修開催のご案内

monodzukuri research organization

【共

通】

9.Excel による業務効率の向上
（中級コース 事務系）

表作成はできる、簡単な計算や関数は使えるという方向けの Excel の講座です。Windows と Excel の便利機能、各種関数、グラフ、
ピボットテーブルの使用方法を説明し、項目ごとに演習を行います。
第１日目と第２日目は『中級コース 技術系』と同日開催となります。第３日目のグラフは事務部門で主に使用される機能を中心に
説明します。Excel には様々な機能があります。本講座では多くの機能のうち、便利機能や関数、グラフ、ピボットテーブルを習得
していただくことにより、業務の効率化に応用できるようになります。
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主
催︓一般財団法人地域産学官連携ものづくり研究機構
参 加 費︓MRO 賛助会員 8,000 円（一般︓16,000 円 )
会
場︓テクノプラザおおた研修室 太田市本町 29-1 Tel:0276-50-2100 Fax:0276-50-2110
募集人員︓５名程度。なお、応募人数が少数の場合は研修を中止することがあります。ご了承ください。
日

程（3 日間コース）

7/6（水）
7/13（水）
7/27（水）
10:00 ～ 16:30

研修内容

第１日目、第２日目
1.Windows の基礎
2.Excel の基礎、オプション設定
3.Windows、Excel の便利機能
4. 関数

用語、基本操作
用語、基本操作、オプション設定、…
ショートカットキー、セルの書式設定、各種便利機能、…
日付／時刻、文字列操作、統計、論理

第３日目
5. グラフ

グラフの作成（棒グラフ、円グラフ、折れ線グラフ）、
各パラメータ設定
ピボットテーブルの準備、使用方法

6. ピボットテーブル

※すべて実習形式で行いますので、Excel2016 以降のバージョンの Excel がインストールされている
ノートパソコンをご持参ください（説明には Microsoft 365 を使用します。）。

＊講師プロフィール
横堀 勉（MRO コーディネーター）長岡技術科学大学大学院（電子機器工学専攻）修了
経歴 : 沖電気工業㈱、専門分野︓電子機器の放熱技術、熱流体シミュレーション、伝熱工学

●HP から直接お申し込みができます

受講料について

●受講申込時に請求させていただきます。 支払いは、 銀行振込とさせていただきます。 MRO スキルアップ研修は、 地域の中小企業のみなさまの便宜を図り､材料費､資
料代、 交通費などを勘案した最低限の受講料を設定しています。 大変恐縮ながら、 振込手数料につきましては、 受講者様にご負担をお願いします。
●キャンセル料︓開催日 1 週間までは受講料全額を返還します。 1 週間以内の場合は全額を頂戴します。 キャンセルの連絡は、 必ずメール･FAX など記録の残る手段
でお願いします。
注）1 週間︓MRO（当財団）の 6 勤務日前 17 時までとします。

●問い合わせ申し込み先︓一般財団法人地域産学官連携ものづくり研究機構 tel︓0276-50-2100、fax︓0276-50-2110
E-Mail︓mrokenshu(at)mro.or.jp ※(at) を @ に変えて送信してください。

9．Excel による業務効率の向上（中級コース 事務系）受講申込書
ご芳名 ( ふりがな )︓

所属

役職

ご芳名 ( ふりがな )︓

所属

役職

会社名
TEL

住所 〒
FAX

E-Mail

2022 年度 MRO スキルアップ研修開催のご案内

monodzukuri research organization

【共

通】

10.ISO9001 の基礎から学ぶ
内部監査員養成研修

ISO9001︓2015 の改訂目的及び要求事項の理解を深め、業務に活かす方法を学びます。また、内部監査の手順（チェックリスト、
監査報告書、是正処置報告書の作成等）を説明し、チェックリスト作成及び監査のロールプレイング演習を行います。
①ISO9001︓2015 の重要な要求事項を理解させ、会社全体及び自分の業務の中で何を実施すれば良いか理解できるようにします。
②ISO9001 の有効な内部監査ができる内部監査員を養成します。
（ISO9001 の要求事項への適合是非を判断するだけでなく経営に役立つ内部監査を実施できる内部監査員を養成します。
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催︓一般財団法人地域産学官連携ものづくり研究機構
参 加 費︓MRO 賛助会員 6,000 円（一般︓12,000 円 )
会
場︓テクノプラザおおた研修室 太田市本町 29-1 Tel:0276-50-2100 Fax:0276-50-2110
募集人員︓１５名程度。なお、応募人数が少数の場合は研修を中止することがあります。ご了承ください。
日

程（２日間コース）

7/8（金）
9:00 ～ 16:00

研修内容

ISO9000 シリーズとは何か
①ISO9001︓2015 改訂の目的

②ISO9001︓2015 基本用語

③ISO9001︓2015 の要求事項の基礎を解説

④組織状況把握の要求と実行手順（SWOT 分析）

⑤運用方法（設計開発・製造・サービスの提供等）⑥内部監査の目的と実施方法
7/15（金）
9:00 ～ 16:00

⑦マネジメントレビューの実施方法

⑧修了試験

①ISO9001︓2015 とは何か

1)ISO9001:2015 改正のポイント
2)ISO9001 の経営効果とは

② ISO9001︓2015 の要求事項の解説

1)ISO9001 の要求事項の詳細解説
2)ISO9001 を業務に活用するには

③ 内部監査の進め方

1) 内部監査の実施手順
2) チェックリスト作成方法
3) 是正処置の要求と回答のポイント

④ 内部監査のロールプレイング

1) チェックリスト作成
2) 内部監査のロールプレイング（監査側、被監査側）

⑤ 修了試験

＊講師プロフィール
●HP から直接お申し込みができます
箱田勝彦（ＭＲＯコーディネーター）群馬大学（合成化学科）卒
経歴︓アキレス㈱ＴＱＣ推進本部、品質管理センター室長。品質管理全般、ISO9001 認証取得など。ISO9001 審査員資格、
品質マネジメントシステム審査員資格あり。群馬ものづくり改善インストラクター

受講料について

●受講申込時に請求させていただきます。 支払いは、 銀行振込とさせていただきます。 MRO スキルアップ研修は、 地域の中小企業のみなさまの便宜を図り､材料費､資
料代、 交通費などを勘案した最低限の受講料を設定しています。 大変恐縮ながら、 振込手数料につきましては、 受講者様にご負担をお願いします。
●キャンセル料︓開催日 1 週間までは受講料全額を返還します。 1 週間以内の場合は全額を頂戴します。 キャンセルの連絡は、 必ずメール･FAX など記録の残る手段
でお願いします。
注）1 週間︓MRO（当財団）の 6 勤務日前 17 時までとします。

●問い合わせ申し込み先︓一般財団法人地域産学官連携ものづくり研究機構 tel︓0276-50-2100、fax︓0276-50-2110
E-Mail︓mrokenshu(at)mro.or.jp ※(at) を @ に変えて送信してください。

10．ISO9001 の基礎から学ぶ内部監査員養成研修受講申込書
ご芳名 ( ふりがな )︓

所属

役職

ご芳名 ( ふりがな )︓

所属

役職

会社名
TEL

住所 〒
FAX

E-Mail

2022 年度 MRO スキルアップ研修開催のご案内

monodzukuri research organization

【技術 / 技能】

11. やさしく学べ、仕事に役立つ
「機械図面の見方 & 読図のコツ」
＊＊簡単サンプルによる計測～作図演習＊＊

第三角法、各図示法、寸法、幾何公差、表面粗さなどの機械図面の基礎を経験豊富な講師が丁寧で分かりやすく解説します。
また関連加工法や寸法測定も学び、ISO 準拠の 2020 年最新 JIS にも言及した有意義な講座です。
演習では簡単部品の実測～作図で習得を実感でき、図面が苦手な初心者も「機械図面を読み取る力」が驚くほど身につきます。

Point!

●「図面を読み

主
催︓一般財団法人地域産学官連携ものづくり研究機構
参 加 費︓MRO 賛助会員 10,000 円（一般︓20,000 円 )※テキスト代別途
テキスト︓「初心者のための機械製図」森北出版株式会社 2,750 円（税込）
会
場︓テクノプラザおおた研修室 太田市本町 29-1
Tel:0276-50-2100 Fax:0276-50-2110
募集人員︓１５名程度。なお、応募人数が少数の場合は研修を中止する
ことがあります。ご了承ください。

取る力」を演
習
でしっかり身
に付ける !!

日

程（4 日間コース）

研修内容

7/13（水）
9:30 ～ 16:30

【第 1 回】 1. なぜ「ものづくり」に図面が必要なのか︓図面の目的、種類、ルールと関連規格、図面の様式、線の種類と用途

7/20（水）
9:30 ～ 16:30

【第 2 回】 1. ホームワーク課題のグループ討議︓

7/27（水）
9:30 ～ 16:30

【第 3 回】 1. 各種機械要素の図示法︓軸関係、ベアリング 等

8/3（水）
9:30 ～ 16:30

2. もの（立体）を図面（平面）に表すルールを知る︓投影法、第三角法の展開と理解、三面図（事例）
3. 図面から立体（もの）をイメージする︓読図のコツ、見方のポイント
【演習】課題図（三面図）から立体図形を読み解く練習
※ホームワーク課題
4. 補助となる図法を学ぶ︓補助投影図、断面図、図形の省略法、特殊図法
5. 寸法表示を読み取る︓寸法補助記号の意味、面取り、穴の寸法、座ぐり 等
6. 材料記号
2. 寸法公差・はめあい公差︓記号で表すはめあい公差
3. 幾何公差を理解する
4. 表面粗さを読み取る︓図示記号と表示の意味
5. 各種機械要素の図示法︓ねじ 他

【演習】公差算出方法と表し方

2. 独立の原則、包絡の条件、最大実体公差 他
3. 溶接概要︓各種溶接法、溶接記号 等
4. 加工方案︓関連加工方案 等
【演習】 振返り復習︓課題図による「間違い探し」問題

他

【第 ４回】 1. 総合質疑応答 【演習】 簡単作図演習︓ サンプル部品のスケッチ～寸法計測～図面作成
2. 成果発表︓相互質疑応答、 解説

＊講師プロフィール
蓼沼愛一郎（ＭＲＯコーディネーター）群馬大学 ( 化学工学科 ) 卒
●HP から直接お申し込みができます
経歴︓小倉クラッチ㈱技術本部、研究開発、生産技術、営業技術、品質管理の各部。
商品開発～市場拡販まで。現場改善および品質管理全般。群馬県中小企業サポーター認定
竹内光男（ＭＲＯコーディネーター、群馬県能力開発協会 人材育成コーディネーター）群馬大学 ( 機械工学科 ) 卒
経歴 : マックス㈱生産技術、品質保証、生産工程～実用化の仕組み作り、企業内小集団活動と組織活性化

受講料について

●受講申込時に請求させていただきます。 支払いは、 銀行振込とさせていただきます。 MRO スキルアップ研修は、 地域の中小企業のみなさまの便宜を図り､材料費､資
料代、 交通費などを勘案した最低限の受講料を設定しています。 大変恐縮ながら、 振込手数料につきましては、 受講者様にご負担をお願いします。
●キャンセル料︓開催日 1 週間までは受講料全額を返還します。 1 週間以内の場合は全額を頂戴します。 キャンセルの連絡は、 必ずメール･FAX など記録の残る手段
でお願いします。
注）1 週間︓MRO（当財団）の 6 勤務日前 17 時までとします。

●問い合わせ申し込み先︓一般財団法人地域産学官連携ものづくり研究機構 tel︓0276-50-2100、fax︓0276-50-2110
E-Mail︓mrokenshu(at)mro.or.jp ※(at) を @ に変えて送信してください。

11. やさしく学べ、仕事に役立つ「機械図面の見方＆読図のコツ」受講申込書
ご芳名 ( ふりがな )︓

所属

役職

ご芳名 ( ふりがな )︓

所属

役職

会社名
TEL

住所 〒
FAX

E-Mail

2022 年度 MRO スキルアップ研修開催のご案内

monodzukuri research organization

【共

通】

12. リーダー必見︕︕
「やる気を引き出すコーチング技術」

組織活動中での人間関係の円滑化と、業務効率向上の為のコーチング技術とは何かを学んでいただききます。さまざまな人間関係の中での
人材育成にスポットを当てた『多くの演習』で、組織のあり方について考えます。コーチング技術の本当の狙いは相手の潜在能力を呼び出
すことです。コーチの成功体験はすでに時代遅れであることを認識し、正しいコミュニケーションによる社員の育成技術を知り、活用し、
企業価値創りを目指します。
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催︓一般財団法人地域産学官連携ものづくり研究機構
参 加 費︓MRO 賛助会員 4,000 円（一般︓8,000 円 )
会
場︓テクノプラザおおた研修室 太田市本町 29-1 Tel:0276-50-2100 Fax:0276-50-2110
募集人員︓１５名程度。なお、応募人数が少数の場合は研修を中止することがあります。ご了承ください。
日

程

7/22( 金 )
9:00 ～ 16:30

研修内容
Ⅰ．コーチングの目的
・コーチングの語源
・コーチングはテクニックでは無い
・コーチングの意味
・コーチングとテーチングの違い
Ⅱ．コーチングの 5 原則
・何故コーチングが必要か
・パーソナル コーチングとビジネス

Ⅲ．コーチングの基本スキル
・環境創り
・聴くスキル
・質問のスキル
・心のスキル
・互いに学ぼうとする姿勢
コーチング

Ⅳ．ビジネスコーチング
・基本前提について
・部下のパフォーマンスを上げる 5STEP
Ⅴ．演習・実践コーチング
・チーム協働作業
結果発表

●HP から直接お申し込みができます
＊講師プロフィール
高橋智昭（ＭＲＯコーディネーター） 工学院大学（電子工学科）卒
経歴︓電気・音響業界 カメラ業界 自動車部品業界等を経験、最後は化粧品業界、生産技術一筋です。（営業経験はあります。）
日本能率協会認定のＣＰＥ－ＭＥを取得

受講料について

●受講申込時に請求させていただきます。 支払いは、 銀行振込とさせていただきます。 MRO スキルアップ研修は、 地域の中小企業のみなさまの便宜を図り､材料費､資
料代、 交通費などを勘案した最低限の受講料を設定しています。 大変恐縮ながら、 振込手数料につきましては、 受講者様にご負担をお願いします。
●キャンセル料︓開催日 1 週間までは受講料全額を返還します。 1 週間以内の場合は全額を頂戴します。 キャンセルの連絡は、 必ずメール･FAX など記録の残る手段
でお願いします。
注）1 週間︓MRO（当財団）の 6 勤務日前 17 時までとします。

●問い合わせ申し込み先︓一般財団法人地域産学官連携ものづくり研究機構 tel︓0276-50-2100、fax︓0276-50-2110
E-Mail︓mrokenshu(at)mro.or.jp ※(at) を @ に変えて送信してください。

12. リーダー必見︕︕「やる気を引き出すコーチング技術」受講申込書
ご芳名 ( ふりがな )︓

所属

役職

ご芳名 ( ふりがな )︓

所属

役職

会社名
TEL

住所 〒
FAX

E-Mail

2022 年度 MRO スキルアップ研修開催のご案内

monodzukuri research organization

【技術 / 技能】

13．
「 現場力を
もっと高めるための治具設計」

本講座では、間違った治具設計をしないよう、治具設計の基礎を解りやすく解説するとともに、簡単な計算式で設計計算できるよう、その手法を
解説します。また、治具設計における「陥りやすい過ち」と､「治具設計の勘所」などについて例示し、基礎知識を深めていただきます。治具設計
技術者としてベテランの技術者と同様にＱ・Ｃ・Ｄ（品質・コスト・納期）を重視した設計が可能になります。また､講座の中で各社の治具に関する
悩み事項についてケースワークとして議論し､解決策のヒントを見出すとともに、治具設計に関する理解を深めます。

Point!
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主
催︓一般財団法人地域産学官連携ものづくり研究機構
参 加 費︓MRO 賛助会員 6,000 円（一般︓12,000 円 )
会
場︓テクノプラザおおた研修室 太田市本町 29-1 Tel:0276-50-2100 Fax:0276-50-2110
募集人員︓１５名程度。なお、応募人数が少数の場合は研修を中止することがあります。ご了承ください。
日

程（2 日間コース）

研修内容

7/29( 金 )

１．商品化における治具設計のポジション

8/5( 金 )

２．治具設計技術者の基礎知識

（１）位置決めと自由度（基準定めの基本的方法）
（２）平面と穴で基準定めする場合の計算
（３）治具を用いて加工した場合に起こる誤差の概念
（４）治具の取付要素の構造
（５）締付機構の構造

３．治具設計の勘所

（１）治具設計のアイデア（例または応用例、事例）
（２）治具設計の勘所
a．治具部品は作るより買うほうが安い
b．ひとつでも多くのメカを頭に入れよ
c．方法は一つではない（最適な方法、具体策）
d．陥りやすい過ちと対処法

10:00 ～ 16:00

４．素材加工要素の種類概要と各種加工方案
５．各社の困りごとに関して、改善策の討議
＊講師プロフィール
●HP から直接お申し込みができます
酒庭秀康（ＭＲＯコーディネーター）新潟大学大学院（工学研究科機械工学専攻）修了
経歴 : 三洋電機㈱コンプレッサ事業部 技術開発、生産技術、㈱ぐんま産業高度化センター 技術相談、機械工学全般ほかに著作「現場で役立つモノづ
くりのための治具設計」（日刊工業新聞社刊）、斎藤勝政、渡邊強 共著「ベテラン技術者が教える機械加工現場ノウハウ 100 選」（日刊工業新聞社刊）
竹内光男（ＭＲＯコーディネーター、群馬県能力開発協会 人材育成コーディネーター）群馬大学 ( 機械工学科 ) 卒
経歴 : マックス㈱生産技術、品質保証、生産工程～実用化の仕組み作り、企業内小集団活動と組織活性化

受講料について

●受講申込時に請求させていただきます。 支払いは、 銀行振込とさせていただきます。 MRO スキルアップ研修は、 地域の中小企業のみなさまの便宜を図り､材料費､資
料代、 交通費などを勘案した最低限の受講料を設定しています。 大変恐縮ながら、 振込手数料につきましては、 受講者様にご負担をお願いします。
●キャンセル料︓開催日 1 週間までは受講料全額を返還します。 1 週間以内の場合は全額を頂戴します。 キャンセルの連絡は、 必ずメール･FAX など記録の残る手段
でお願いします。
注）1 週間︓MRO（当財団）の 6 勤務日前 17 時までとします。

●問い合わせ申し込み先︓一般財団法人地域産学官連携ものづくり研究機構 tel︓0276-50-2100、fax︓0276-50-2110
E-Mail︓mrokenshu(at)mro.or.jp ※(at) を @ に変えて送信してください。

13．
「 現場力をもっと高めるための治具設計」受講申込書
ご芳名 ( ふりがな )︓

所属

役職

ご芳名 ( ふりがな )︓

所属

役職

会社名
TEL

住所 〒
FAX

E-Mail

2021 年度 MRO スキルアップ研修開催のご案内

monodzukuri research organization

【共

通】

14．管理・監督者必見
「部下のやる気を高める社員育成講座」

リーダー（管理・監督者クラス）を主な対象にした講座です。部下（社員）のやる気と企業の活性化の関係を理解し、社員のやる気を
出させる指導方法（心理学的手法）を学びます。また、演習を通してコミュニケーション技術を磨きます。
多くの企業では人材不足と嘆いています。しかし、現在在籍している人材を活用できているでしょうか︖実は多くの企業では人材がそ
の能力を眠らしています。この無限の能力（潜在能力）を掘り起こす技術をリーダー（管理・監督者）の方たちに考えていただきます。

Point!
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主
催︓一般財団法人地域産学官連携ものづくり研究機構
参 加 費︓MRO 賛助会員 4,000 円（一般︓8,000 円 )
会
場︓テクノプラザおおた研修室 太田市本町 29-1 Tel:0276-50-2100 Fax:0276-50-2110
募集人員︓１５名程度。なお、応募人数が少数の場合は研修を中止することがあります。ご了承ください。
日

程

8/26( 金 )
9:00 ～ 16:30

研修内容
0．プロローグ
1．自主自律の考え方
・他社の実例で考える
2．モチベーション改革
・マネジメントの法則
・人望とは何か
3．組織のあるべき姿とは
・共同体感覚
4．やる気創り
・やる気のある人とない人の違い
・やる気と自己受容
5．やる気くじき
・やる気をくじく人の特徴
・同調と共感の違い

6．演習・褒めるとやる気出しについて考える
7．ベイシックミステイクとは何か
8．良い人間関係をつくる
・良い人間関係をつくる六つの姿勢
・苦手な人の対処法
・Anger Management
9．事例で考える⇒チーム協議と発表

●HP から直接お申し込みができます
＊講師プロフィール
高橋智昭（ＭＲＯコーディネーター） 工学院大学（電子工学科）卒
経歴︓電気・音響業界 カメラ業界 自動車部品業界等を経験、最後は化粧品業界、生産技術一筋です。（営業経験はあります。）
日本能率協会認定のＣＰＥ－ＭＥを取得

受講料について

●受講申込時に請求させていただきます。 支払いは、 銀行振込とさせていただきます。 MRO スキルアップ研修は、 地域の中小企業のみなさまの便宜を図り､材料費､資
料代、 交通費などを勘案した最低限の受講料を設定しています。 大変恐縮ながら、 振込手数料につきましては、 受講者様にご負担をお願いします。
●キャンセル料︓開催日 1 週間までは受講料全額を返還します。 1 週間以内の場合は全額を頂戴します。 キャンセルの連絡は、 必ずメール･FAX など記録の残る手段
でお願いします。
注）1 週間︓MRO（当財団）の 6 勤務日前 17 時までとします。

●問い合わせ申し込み先︓一般財団法人地域産学官連携ものづくり研究機構 tel︓0276-50-2100、fax︓0276-50-2110
E-Mail︓mrokenshu(at)mro.or.jp ※(at) を @ に変えて送信してください。

14. 管理・監督者必見「部下のやる気を高める社員育成講座」受講申込書
ご芳名 ( ふりがな )︓

所属

役職

ご芳名 ( ふりがな )︓

所属

役職

会社名
TEL

住所 〒
FAX

E-Mail

2022 年度 MRO スキルアップ研修開催のご案内

monodzukuri research organization

【共

通】

15.｢プレゼン資料作りの基礎」

プレゼンの意義や目的を理解し「どうしたら自分の伝えたいことをきちんと伝えることができるか︖」というプレゼンの
本質やあるべき姿を具体例で提示し解説します。Microsoft PowerPoint による箇条書き、表、グラフなどの演習で実際の
作業と講評を通して、わかりやすく、訴求力のある資料作りを学んでいただきます。
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主
催︓一般財団法人地域産学官連携ものづくり研究機構
参 加 費︓MRO 賛助会員 4,000 円（一般︓8,000 円 )
会
場︓テクノプラザおおた研修室 太田市本町 29-1 Tel:0276-50-2100 Fax:0276-50-2110
募集人員︓１０名程度。なお、応募人数が少数の場合は研修を中止することがあります。ご了承ください。
日

程

研修内容

9/6( 火 )

１．伝えることの基本広報と宣伝

9:30 ～ 16:30

２．プレゼンテーションとは︖
※下記演習を含みます。

３．伝わるプレゼン資料の作り方

・箇条書きの活用
・見やすい表の作り方
・理解しやすいグラフの作り方
４．プレゼンテーションの考え方
５．事例紹介
６．演習（実際にプレゼンテーションを作成し、発表する。講師はもちろん参加者相互で講評）

※受講者は、Microsoft PowerPoint インストール済みのノートパソコンをご持参ください。

●HP から直接お申し込みができます
＊講師プロフィール
湯本敬一（ＭＲＯコーディネーター）東京教育大学 ( 工業デザイン ) 卒
経歴︓㈱内田洋行技術センター、サンデン㈱デザイン課プロダクトデザイン、グラフィックデザイン、ＣＩ、マネジメント（子会社代表取締役他）
群馬大学プロダクトデザイン非常勤講師、関東学園大学非常勤講師、NPO 産業観光学習館理事

受講料について

●受講申込時に請求させていただきます。 支払いは、 銀行振込とさせていただきます。 MRO スキルアップ研修は、 地域の中小企業のみなさまの便宜を図り､材料費､資
料代、 交通費などを勘案した最低限の受講料を設定しています。 大変恐縮ながら、 振込手数料につきましては、 受講者様にご負担をお願いします。
●キャンセル料︓開催日 1 週間までは受講料全額を返還します。 1 週間以内の場合は全額を頂戴します。 キャンセルの連絡は、 必ずメール･FAX など記録の残る手段
でお願いします。
注）1 週間︓MRO（当財団）の 6 勤務日前 17 時までとします。

●問い合わせ申し込み先︓一般財団法人地域産学官連携ものづくり研究機構 tel︓0276-50-2100、fax︓0276-50-2110
E-Mail︓mrokenshu(at)mro.or.jp ※(at) を @ に変えて送信してください。

15.「プレゼン資料作りの基礎」受講申込書
ご芳名 ( ふりがな )︓

所属

役職

ご芳名 ( ふりがな )︓

所属

役職

会社名
TEL

住所 〒
FAX

E-Mail

2022 年度 MRO スキルアップ研修開催のご案内

monodzukuri research organization

【生産管理】

16．生産性を上げる流れるものづくりのすすめ方

ものづくりのモノと情報の流れから、生産性向上のポイントは流し方であることを解説し、モノが停滞する主因を改善する方法を
学び、「仕事の流れ」を演習を交えて学びます。
ものづくりの基本的な仕組みから理解し、流れるものづくりが生産性向上のポイントであること習得します。
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主
催︓一般財団法人地域産学官連携ものづくり研究機構
参 加 費︓MRO 賛助会員 4,000 円（一般︓8,000 円 )
会
場︓テクノプラザおおた研修室 太田市本町 29-1 Tel:0276-50-2100 Fax:0276-50-2110
募集人員︓１５名程度。なお、応募人数が少数の場合は研修を中止することがあります。ご了承ください。
日

程

9/7( 水 )

研修内容
１．ものづくりの仕事の流れ

・受注から出荷までモノと情報の流れ
・各部門の役割・機能
・現場でモノが流れるしくみ

２．現場の現状の課題

・現場をコントロールする管理機能
・生産性と QCD の関係
・原価に含まれるムダ

３．仕事の流れを改善

・改善活動のすすめ
・問題解決手法と効果判定
・トヨタ生産方式に学ぶ流れの進め方

9:30 ～ 16:00

※各項目に演習を入れて学習します。参加者に応じて内容を変更する場合があります。

●HP から直接お申し込みができます
＊講師プロフィール
古澤秀明（ＭＲＯコーディネーター） 群馬大学工業短期大（電気工学）卒
経歴︓サンデン㈱生産本部、工機工場、製造本部、品質本部、ＳＴＱＭ本部、サンワテック㈱技術部
群馬ものづくり現場新人研修（H28 年～）、群馬ものづくり改善インストラクタースクール（Ｈ28 年～）講師

受講料について

●受講申込時に請求させていただきます。 支払いは、 銀行振込とさせていただきます。 MRO スキルアップ研修は、 地域の中小企業のみなさまの便宜を図り､材料費､資
料代、 交通費などを勘案した最低限の受講料を設定しています。 大変恐縮ながら、 振込手数料につきましては、 受講者様にご負担をお願いします。
●キャンセル料︓開催日 1 週間までは受講料全額を返還します。 1 週間以内の場合は全額を頂戴します。 キャンセルの連絡は、 必ずメール･FAX など記録の残る手段
でお願いします。
注）1 週間︓MRO（当財団）の 6 勤務日前 17 時までとします。

●問い合わせ申し込み先︓一般財団法人地域産学官連携ものづくり研究機構 tel︓0276-50-2100、fax︓0276-50-2110
E-Mail︓mrokenshu(at)mro.or.jp ※(at) を @ に変えて送信してください。

16．生産性を上げる流れるものづくりのすすめ方受講申込書
ご芳名 ( ふりがな )︓

所属

役職

ご芳名 ( ふりがな )︓

所属

役職

会社名
TEL

住所 〒
FAX

E-Mail

2022 年度 MRO スキルアップ研修開催のご案内

monodzukuri research organization

【問題解決･業務改善】

17. 現場力を高める IE 手法Ⅰ
「演習で身につくカイゼン活動」

生産効率カイゼン担当者の育成及びスキルアップを目的とした講座です。カイゼン活動を有効的かつ効率的に進める知識・技術・手法に
《IE＝インダストリアル・エンジニアリング》があり、その考え方を身に付けていただきます。
カイゼン活動とはものづくりに携わる全ての人が知恵を出し合い、付加価値を生み出す生産方法やノウハウを考え、それを実践し維持し
ていく活動が重要です。
IE の考え方、カイゼンの基本 Step、カイゼン技術を演習で習得し、「元気で活力ある現場作り」を目指すキーマン育成講座です。
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主
催︓一般財団法人地域産学官連携ものづくり研究機構
参 加 費︓MRO 賛助会員 6,000 円（一般︓12,000 円 )
会
場︓テクノプラザおおた研修室 太田市本町 29-1 Tel:0276-50-2100 Fax:0276-50-2110
募集人員︓１５名程度。なお、応募人数が少数の場合は研修を中止することがあります。ご了承ください。
日

程（2 日間コース）

9/9( 金 )
9:00 ～ 16:30

9/16( 金 )
9:00 ～ 16:30

研修内容
1．IE 手法の説明
①タイムスタディー（稼働分析）
②フロープロセスチャート（工程分析）
③MM チャート（人と機械の作業分析）

・演習（動画でタイムスタディーに挑戦）
・演習（例題に挑戦）
・演習（動画を見て作業改善に挑戦）

2．IE によるカイゼンの考え方説明
・ムダの構造とムダの方程式
・カイゼンの考え方と手法
①動作経済の原則
②カイゼンの 4 原則・ECRS について

・演習（動画を見てムダを発見しカイゼン案を提案）

3．総合演習
・模擬組立でカイゼン手法を経験する
・ブレーンストーミングの説明
・結果発表とブレーンストーミングを実施

＊講師プロフィール
●HP から直接お申し込みができます
高橋智昭（ＭＲＯコーディネーター） 工学院大学（電子工学科）卒
経歴︓電気・音響業界 カメラ業界 自動車部品業界等を経験、最後は化粧品業界、生産技術一筋です。（営業経験はあります。）
日本能率協会認定のＣＰＥ－ＭＥを取得

受講料について

●受講申込時に請求させていただきます。 支払いは、 銀行振込とさせていただきます。 MRO スキルアップ研修は、 地域の中小企業のみなさまの便宜を図り､材料費､資
料代、 交通費などを勘案した最低限の受講料を設定しています。 大変恐縮ながら、 振込手数料につきましては、 受講者様にご負担をお願いします。
●キャンセル料︓開催日 1 週間までは受講料全額を返還します。 1 週間以内の場合は全額を頂戴します。 キャンセルの連絡は、 必ずメール･FAX など記録の残る手段
でお願いします。
注）1 週間︓MRO（当財団）の 6 勤務日前 17 時までとします。

●問い合わせ申し込み先︓一般財団法人地域産学官連携ものづくり研究機構 tel︓0276-50-2100、fax︓0276-50-2110
E-Mail︓mrokenshu(at)mro.or.jp ※(at) を @ に変えて送信してください。

17. 現場力を高める IE 手法Ⅰ「演習で身に付くカイゼン活動」受講申込書
ご芳名 ( ふりがな )︓

所属

役職

ご芳名 ( ふりがな )︓

所属

役職

会社名
TEL

住所 〒
FAX

E-Mail

2022 年度 MRO スキルアップ研修開催のご案内

monodzukuri research organization

【共

通】

18.「初めての PowerPoint
（入門コース）」

PowerPoint はあまり使ったことがないという方向けの講座です。文字入力、図形作成、各種設定値の変更方法を説明します。
最後に演習として簡単な「プレゼンテーション資料」を作成していただきます。
なお、本講座は PowerPoint の操作方法に関する講座です。分かりやすく、訴求力あるプレゼンテーション資料の作成方法を
学びたい場合は『プレゼン資料作りの基礎』、『プレゼン資料作りの実践』を受講してください。
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主
催︓一般財団法人地域産学官連携ものづくり研究機構
参 加 費︓MRO 賛助会員 8,000 円（一般︓16,000 円 )
会
場︓テクノプラザおおた研修室 太田市本町 29-1 Tel:0276-50-2100 Fax:0276-50-2110
募集人員︓１０名程度。なお、応募人数が少数の場合は研修を中止することがあります。ご了承ください。
日

程（3 日間コース）

9/14（水）
9/21（水）
9/28（水）
10:00 ～ 16:30

研修内容
1.Windows の基礎

用語、基本操作

2.PowerPoint の起動と初期設定

PowerPoint の起動、画面構成と各部の名称、オプション設定、
クイックアクセスツールバーの設定、…

3.PowerPoint の基本操作

文字入力、図形作成、表作成、デザインの設定、
スライドマスターの設定、数式の入力、写真・画像の貼り付け、…

4. 文字・線・図形の変更

大きさ、色、太さ、種類、グループ化、…

5. 演習︓プレゼンテーション資料の作成
※すべて実習形式で行いますので、PowerPoint2016 以降のバージョンの PowerPoint がインストー
ルされているノートパソコンをご持参ください（説明には Microsoft 365 を使用します。）。
＊講師プロフィール
横堀 勉（MRO コーディネーター）長岡技術科学大学大学院（電子機器工学専攻）修了
経歴 : 沖電気工業㈱、専門分野︓電子機器の放熱技術、熱流体シミュレーション、伝熱工学

●HP から直接お申し込みができます

受講料について

●受講申込時に請求させていただきます。 支払いは、 銀行振込とさせていただきます。 MRO スキルアップ研修は、 地域の中小企業のみなさまの便宜を図り､材料費､資
料代、 交通費などを勘案した最低限の受講料を設定しています。 大変恐縮ながら、 振込手数料につきましては、 受講者様にご負担をお願いします。
●キャンセル料︓開催日 1 週間までは受講料全額を返還します。 1 週間以内の場合は全額を頂戴します。 キャンセルの連絡は、 必ずメール･FAX など記録の残る手段
でお願いします。
注）1 週間︓MRO（当財団）の 6 勤務日前 17 時までとします。

●問い合わせ申し込み先︓一般財団法人地域産学官連携ものづくり研究機構 tel︓0276-50-2100、fax︓0276-50-2110
E-Mail︓mrokenshu(at)mro.or.jp ※(at) を @ に変えて送信してください。

18．「初めての PowerPoint（入門コース）
」受講申込書
ご芳名 ( ふりがな )︓

所属

役職

ご芳名 ( ふりがな )︓

所属

役職

会社名
TEL

住所 〒
FAX

E-Mail

2022 年度 MRO スキルアップ研修開催のご案内

monodzukuri research organization

【品質管理】

19．
「ものづくりの品質管理入門」

「品質とは」の基本から品質管理の役割を解説し、品質問題への対処のしかたを、「QC７つ道具」を使って問題解決する改善の
すすめ方を講義と演習を通して体験します。
ものづくりの品質管理の考え方を理解し、QC７つ道具を使って課題への対処ができる知識と技能を習得します。
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主
催︓一般財団法人地域産学官連携ものづくり研究機構
参 加 費︓MRO 賛助会員 4,000 円（一般︓8,000 円 )
会
場︓テクノプラザおおた研修室 太田市本町 29-1 Tel:0276-50-2100 Fax:0276-50-2110
募集人員︓１５名程度。なお、応募人数が少数の場合は研修を中止することがあります。ご了承ください。
日

程

研修内容

10/7( 金 )

１．ものづくりの品質管理の考え方
・品質管理とは
・品質管理活動の基本
・検査の必要性

9:30 ～ 16:00

２．QC７つ道具を使い込む
・QC７つ道具とは
・QC7 つ道具の使い方
３．QC 的問題解決の進め方
・問題解決の QC ストーリー
・QC ストーリーを使ったサークル活動
※各項目に演習を入れて学習します。

＊講師プロフィール
●HP から直接お申し込みができます
古澤秀明（ＭＲＯコーディネーター） 群馬大学工業短期大（電気工学）卒
経歴︓サンデン㈱生産本部、工機工場、製造本部、品質本部、ＳＴＱＭ本部、サンワテック㈱技術部
群馬ものづくり現場新人研修（H28 年～）、群馬ものづくり改善インストラクタースクール（Ｈ28 年～）講師

受講料について

●受講申込時に請求させていただきます。 支払いは、 銀行振込とさせていただきます。 MRO スキルアップ研修は、 地域の中小企業のみなさまの便宜を図り､材料費､資
料代、 交通費などを勘案した最低限の受講料を設定しています。 大変恐縮ながら、 振込手数料につきましては、 受講者様にご負担をお願いします。
●キャンセル料︓開催日 1 週間までは受講料全額を返還します。 1 週間以内の場合は全額を頂戴します。 キャンセルの連絡は、 必ずメール･FAX など記録の残る手段
でお願いします。
注）1 週間︓MRO（当財団）の 6 勤務日前 17 時までとします。

●問い合わせ申し込み先︓一般財団法人地域産学官連携ものづくり研究機構 tel︓0276-50-2100、fax︓0276-50-2110
E-Mail︓mrokenshu(at)mro.or.jp ※(at) を @ に変えて送信してください。

19．「ものづくりの品質管理入門」受講申込書
ご芳名 ( ふりがな )︓

所属

役職

ご芳名 ( ふりがな )︓

所属

役職

会社名
TEL

住所 〒
FAX

E-Mail

2022 年度 MRO スキルアップ研修開催のご案内

【共

通】

20.｢プレゼン資料作りの実践」
monodzukuri research organization

（演習で資料と発表をスキルアップ）

これまでのプレゼンテーション研修受講済の方、および本年の「プレゼン資料作りの基礎」を受講済み、または同等の
スキルをお持ちの方を対象に、演習で資料作りおよび発表のスキルアップを図ります。2 回の演習と評価でプレゼンの
改善を体験し、わかりやすく、訴求力のある資料作りと良い話し方、発表を学んでいただきます。
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主
催︓一般財団法人地域産学官連携ものづくり研究機構
参 加 費︓MRO 賛助会員 4,000 円（一般︓8,000 円 )
会
場︓テクノプラザおおた研修室 太田市本町 29-1 Tel:0276-50-2100 Fax:0276-50-2110
募集人員︓１0 名程度。なお、応募人数が少数の場合は研修を中止することがあります。ご了承ください。
日

程

研修内容

10/11( 火 )

1. 伝わるプレゼン資料の作り方（おさらい）

9:30 ～ 16:30

2. 第 1 回演習
3. 第 1 回演習の発表と講評
4. 説得力あるプレゼン文章
5. 話し方のヒント
6. 第 2 回演習（第 1 回の演習の改善）
7. 第 2 回演習の発表と講評
※演習のテーマは、こちらで用意するテーマあるいは参加者の企業のテーマから選びます。
※受講者は、Microsoft PowerPoint インストール済みのノートパソコンをご持参ください。

●HP から直接お申し込みができます
＊講師プロフィール
湯本敬一（ＭＲＯコーディネーター、東京教育大学 ( 工業デザイン ) 卒
経歴︓㈱内田洋行技術センター、サンデン㈱デザイン課プロダクトデザイン、グラフィックデザイン、ＣＩ、マネジメント（子会社代表取締役他）
群馬大学プロダクトデザイン非常勤講師、関東学園大学非常勤講師、NPO 産業観光学習館理事

受講料について

●受講申込時に請求させていただきます。 支払いは、 銀行振込とさせていただきます。 MRO スキルアップ研修は、 地域の中小企業のみなさまの便宜を図り､材料費､資
料代、 交通費などを勘案した最低限の受講料を設定しています。 大変恐縮ながら、 振込手数料につきましては、 受講者様にご負担をお願いします。
●キャンセル料︓開催日 1 週間までは受講料全額を返還します。 1 週間以内の場合は全額を頂戴します。 キャンセルの連絡は、 必ずメール･FAX など記録の残る手段
でお願いします。
注）1 週間︓MRO（当財団）の 6 勤務日前 17 時までとします。

●問い合わせ申し込み先︓一般財団法人地域産学官連携ものづくり研究機構 tel︓0276-50-2100、fax︓0276-50-2110
E-Mail︓mrokenshu(at)mro.or.jp ※(at) を @ に変えて送信してください。

20.「プレゼン資料作りの実践」（演習で資料と発表をスキルアップ）受講申込書
ご芳名 ( ふりがな )︓

所属

役職

ご芳名 ( ふりがな )︓

所属

役職

会社名
TEL

住所 〒
FAX

E-Mail

2022 年度 MRO スキルアップ研修開催のご案内

monodzukuri research organization

【共

通】

21. 現場を活性化するキーマン
「WIN・WIN で業務を進めるリーダー育成講座」

組織のパワーを引き出しましょう。問題解決時に出てくる葛藤（コンフリクト）をどのように活かすか、また、ロジカル・コミュニ
ケーションとは何かを考え、ロールプレイングで体験しファシリテーターのスキルを身に付けます。現代のように環境変化が著しく
早くなった時代に企業が生き残るための意思決定しかも企業関係者のコンセンサスを得る決定方法の立役者の重要性を学び、社内に
そのような重要なキーマンを育成します。

Point!
を引き出す

●組織のパワー

します !!

キーマンを育成

主
催︓一般財団法人地域産学官連携ものづくり研究機構
参 加 費︓MRO 賛助会員 6,000 円（一般︓12,000 円 )
会
場︓テクノプラザおおた研修室 太田市本町 29-1 Tel:0276-50-2100 Fax:0276-50-2110
募集人員︓１５名程度。なお、応募人数が少数の場合は研修を中止することがあります。ご了承ください。
日

程（2 日間コース）

10/14（金）
9:00 ～ 16:30

10/21（金）
9:00 ～ 16:30

研修内容

0．プロローグ・チーム活動

①アイスブレーク
②プロローグ・事例の会議ついて協議

1．社員の意識改革

①協働促進マネジメント ・茹でガエルシンドローム
・演習・自分の【茹でガエル度】をチェック

2．課題・問題とは何か

①課題の構造
②コンフリクト（対立）の原因
③共感と Anger（怒り）Control
演習・様々な状況でのコミュニケーション

3．ファシリテーター
というキーマン

①ファシリテーターとは
②ファシリテーターの役割

4．チームのモチベーションを
高める

①エンパワーメント・コミュニケーション
②質問の仕方

5．総合演習・ファシリテーションの実践と発表

＊講師プロフィール
●HP から直接お申し込みができます
高橋智昭（ＭＲＯコーディネーター） 工学院大学（電子工学科）卒
経歴︓電気・音響業界 カメラ業界 自動車部品業界等を経験、最後は化粧品業界、生産技術一筋です。（営業経験はあります。）
日本能率協会認定のＣＰＥ－ＭＥを取得

受講料について

●受講申込時に請求させていただきます。 支払いは、 銀行振込とさせていただきます。 MRO スキルアップ研修は、 地域の中小企業のみなさまの便宜を図り､材料費､資
料代、 交通費などを勘案した最低限の受講料を設定しています。 大変恐縮ながら、 振込手数料につきましては、 受講者様にご負担をお願いします。
●キャンセル料︓開催日 1 週間までは受講料全額を返還します。 1 週間以内の場合は全額を頂戴します。 キャンセルの連絡は、 必ずメール･FAX など記録の残る手段
でお願いします。
注）1 週間︓MRO（当財団）の 6 勤務日前 17 時までとします。

●問い合わせ申し込み先︓一般財団法人地域産学官連携ものづくり研究機構 tel︓0276-50-2100、fax︓0276-50-2110
E-Mail︓mrokenshu(at)mro.or.jp ※(at) を @ に変えて送信してください。

21. 現場を活性化するキーマン「WIN・WIN で業務を進めるリーダー育成講座」受講申込書
ご芳名 ( ふりがな )︓

所属

役職

ご芳名 ( ふりがな )︓

所属

役職

会社名
TEL

住所 〒
FAX

E-Mail

2022 年度 MRO スキルアップ研修開催のご案内

monodzukuri research organization

【生産管理】

22.「 現場監督者必携
改善活動と原価基礎知識」

改善活動を実施する真意を各自考えていただき、原価的に数値で実施する（実施した）改善活動の効果を算出できる
ように、原価についての基礎知識を解説および事例演習により学習します。改善活動を実施する真意を理解した上で、
改善活動における効果 ( 利益 ) を自身で算出・把握し、自社への更なる有効的な改善活動に役立てていただきます。
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主
催︓一般財団法人地域産学官連携ものづくり研究機構
参 加 費︓MRO 賛助会員 4,000 円（一般︓8,000 円 )
会
場︓テクノプラザおおた研修室 太田市本町 29-1 Tel:0276-50-2100 Fax:0276-50-2110
募集人員︓１５名程度。なお、応募人数が少数の場合は研修を中止することがあります。ご了承ください。
日

程

10/17( 月 )

研修内容
【解説】

9:00 ～ 16:30

１）改善活動

・何のために改善活動をするのか︖
・改善活動のポイント

２）原価基礎知識

・原価とは
・直接費、間接費とは
・固定費、変動費とは
・賃率、配賦基準とは
・標準時間、標準原価とは
・損益分岐点とは

※参加の方は、電卓を
ご用意ください。

【事例演習】 １）演習課題にグループで取組む
２）グループ毎に成果発表
３）解答と解説

●HP から直接お申し込みができます
＊講師プロフィール
折井正満（ＭＲＯコーディネーター、群馬ものづくりインストラクター）工学院大学（化学工学科）卒
経歴︓三洋電機㈱半導体事業本部ＨＩＣ事業部 ㈱池田硝子工業所，プロセス技術、製造技術、生産管理、経営企画、事業戦略、
作業工数削減、ＭＯＳ（Microsoft Oﬃce Specialist）
Ｅxcel2010

受講料について

●受講申込時に請求させていただきます。 支払いは、 銀行振込とさせていただきます。 MRO スキルアップ研修は、 地域の中小企業のみなさまの便宜を図り､材料費､資
料代、 交通費などを勘案した最低限の受講料を設定しています。 大変恐縮ながら、 振込手数料につきましては、 受講者様にご負担をお願いします。
●キャンセル料︓開催日 1 週間までは受講料全額を返還します。 1 週間以内の場合は全額を頂戴します。 キャンセルの連絡は、 必ずメール･FAX など記録の残る手段
でお願いします。
注）1 週間︓MRO（当財団）の 6 勤務日前 17 時までとします。

●問い合わせ申し込み先︓一般財団法人地域産学官連携ものづくり研究機構 tel︓0276-50-2100、fax︓0276-50-2110
E-Mail︓mrokenshu(at)mro.or.jp ※(at) を @ に変えて送信してください。

22.「現場監督者必携 改善活動と原価基礎知識」受講申込書
ご芳名 ( ふりがな )︓

所属

役職

ご芳名 ( ふりがな )︓

所属

役職

会社名
TEL

住所 〒
FAX

E-Mail

2022 年度 MRO スキルアップ研修開催のご案内

monodzukuri research organization

【共

通】

23.「アイデア発想法の実践研修」

新しい企画や課題・問題解決のアイデア発想に苦労されている企業様も多いと思います。この研修は若手を対象に、アイデア発想法
を用いたミーティング形式でアイデア出しを行い、アイデア発想法の使い方、アイデアミーティングの進め方を、実践を通して学びます。
（ブレインストーミング、６３５法、マトリックス法など）
・アイデア発想の思考パターンを理解する。
・アイデア発想法の種類と特徴を理解し、テーマに合わせて選定する。
・アイデアミーティングの進め方を学ぶ。 ⇒ アイデアミーティングのリーダーを育成する。
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主
催︓一般財団法人地域産学官連携ものづくり研究機構
参 加 費︓MRO 賛助会員 6,000 円（一般︓12,000 円 )
会
場︓テクノプラザおおた研修室 太田市本町 29-1 Tel:0276-50-2100 Fax:0276-50-2110
募集人員︓１５名程度。なお、応募人数が少数の場合は研修を中止することがあります。ご了承ください。
日

程（２日間コース）

研修内容

10/26（水）
9:00 ～ 16:30

１．アイデア発想の基本について
テーマに関連する知識、経験を広く多角的に結び付けてイメージアップする。
２．アイデアミーティングの進め方について
テーマ内容（目的、データなど）について、参加者と共有し、参加意識を高める。
基本ルールは、批判厳禁、自由奔放、質より量、便乗歓迎 ＆ 明るく楽しく。
３．アイデア発想法の種類と特徴について
テーマ例でアイデア発想法の実践・理解
ブレインストーミング、 ６３５法、マトリックス法、 収束（グルーピング）
４．各メンバーがアイデアミーティングのテーマを準備する。
テーマ、目的、関連データなど （次回まで）

11/2（水）
9:00 ～ 16:30

５．各メンバー準備のテーマ内容を発表
６．アイデア発想法の実践
メンバーの準備したテーマから数テーマ選定し、メンバーがリーダーでアイデア出しを実践する。
※６「アイデア発想法の実践」で使用するテーマ内容、アイデアは参加者に対しては公開することを前提として下さい。

＊講師プロフィール
村山 惠司郎（MRO コーディネーター）群馬大学（機械工学科）卒

●HP から直接お申し込みができます
経歴 : マックス㈱開発本部（商品の研究・開発）、品質保証、生産技術

受講料について

●受講申込時に請求させていただきます。 支払いは、 銀行振込とさせていただきます。 MRO スキルアップ研修は、 地域の中小企業のみなさまの便宜を図り､材料費､資
料代、 交通費などを勘案した最低限の受講料を設定しています。 大変恐縮ながら、 振込手数料につきましては、 受講者様にご負担をお願いします。
●キャンセル料︓開催日 1 週間までは受講料全額を返還します。 1 週間以内の場合は全額を頂戴します。 キャンセルの連絡は、 必ずメール･FAX など記録の残る手段
でお願いします。
注）1 週間︓MRO（当財団）の 6 勤務日前 17 時までとします。

●問い合わせ申し込み先︓一般財団法人地域産学官連携ものづくり研究機構 tel︓0276-50-2100、fax︓0276-50-2110
E-Mail︓mrokenshu(at)mro.or.jp ※(at) を @ に変えて送信してください。

23．「アイデア発想法の実践研修」受講申込書
ご芳名 ( ふりがな )︓

所属

役職

ご芳名 ( ふりがな )︓

所属

役職

会社名
TEL

住所 〒
FAX

E-Mail

2022 年度 MRO スキルアップ研修開催のご案内

monodzukuri research organization

【共

通】

24.「Excel 初めての表作成
（入門コース）」Web セミナー

Zoom を使用した Web セミナーです。会社、ご自宅等で受講できます。文字や数字の入力はできるが Excel はあまり使ったことが
ないというレベルの方向けの Excel の講座です。文字や数式の入力方法、罫線の作成、文字やセルの色の設定方法等の表作成に必須
の機能、簡単な関数の使用方法を説明し、最後に演習として「表」を作成していただきます。
表計算ソフトである Excel のもっとも基本的な利用方法である表作成ができるようになります。また、基本機能や基本的な操作方法
を学ぶことによって応用力が付き、他の機能も理解しやすくなります。
主
催︓一般財団法人地域産学官連携ものづくり研究機構
参 加 費︓MRO 賛助会員 6,000 円（一般︓12,000 円 )
会
場︓会社、ご自宅などお好きな場所で受講できます。
募集人員︓５名程度。なお、応募人数が少数の場合は研修を中止することがあります。ご了承ください。
日

程（2 日間コース）

11/9（水）
11/16（水）
9:30 ～ 17:00

研修内容
0.Zoom の基本操作

音量調整、音声・画像の On/Oﬀ、チャット、画面共有、…

1.Windows の基礎

用語、基本操作

2.Excel の起動と初期設定

Excel の起動、画面構成と各部の名称、オプション設定、…

3.Excel の基本操作

文字・数字の入力、数式（四則演算）の入力、複数セルの選択、…

4. 関数

合計、平均、最大、最小の関数の入力

5. セルの書式設定

フォント、罫線、線幅、線の種類、色、…

6. 演習︓表作成
※すべて実習形式で行いますので、Excel2016 以降のバージョンの Excel がインストールされている
ノートパソコンをご持参ください（説明には Microsoft 365 を使用します。）。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 受講環境 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
・ Zoom の接続方法を記した説明書および使用テキストを事前に郵送します。
・ 研修初日に Zoom の基本操作を説明します。
・ パソコンによっては音声がよく聞き取れない場合があります。 その場合はイヤホンを使用してください。
事前に動画等で音声の状況を確認されることをお勧めします。
・ マイクをご用意ください（必須）。 質疑応答や講師からの確認は基本的に音声会話で行います（チャットも併用します）。
・ 可能であればカメラをご用意ください（必須ではありません）。 できるだけ対面式の研修と同様な環境にしたいと考えておりますので、
可能であれば画像での参加もお願い致します。 なお、 画像で参加される場合は背景に社外秘の情報等が含まれないように充分ご注意ください。
・ デュアルモニター（パソコン１台にモニター２台を接続）、 またはパソコン２台（１台を視聴用、 もう１台を Excel 操作用）で受講されると
操作がスムーズになります。 Zoom による講師側の画面の表示と、 受講者の方が操作される Excel の画面の２つを同時に表示する場面が多いため、
デュアルモニターまたはパソコン２台での受講をお勧めします。
・ 複数の方で受講される場合はマイクや Zoom 視聴用のモニターは共用していただいて結構です。
＊講師プロフィール
横堀 勉（MRO コーディネーター）長岡技術科学大学大学院（電子機器工学専攻）修了
経歴 : 沖電気工業㈱、専門分野︓電子機器の放熱技術、熱流体シミュレーション、伝熱工学

●HP から直接お申し込みができます

受講料について

●受講申込時に請求させていただきます。 支払いは、 銀行振込とさせていただきます。 MRO スキルアップ研修は、 地域の中小企業のみなさまの便宜を図り､材料費､資
料代、 交通費などを勘案した最低限の受講料を設定しています。 大変恐縮ながら、 振込手数料につきましては、 受講者様にご負担をお願いします。
●キャンセル料︓開催日 1 週間までは受講料全額を返還します。 1 週間以内の場合は全額を頂戴します。 キャンセルの連絡は、 必ずメール･FAX など記録の残る手段
でお願いします。
注）1 週間︓MRO（当財団）の 6 勤務日前 17 時までとします。

●問い合わせ申し込み先︓一般財団法人地域産学官連携ものづくり研究機構 tel︓0276-50-2100、fax︓0276-50-2110
E-Mail︓mrokenshu(at)mro.or.jp ※(at) を @ に変えて送信してください。

24．「Excel 初めての表作成編（入門コース）」Web セミナー受講申込書
ご芳名 ( ふりがな )︓

所属

役職

ご芳名 ( ふりがな )︓

所属

役職

会社名
TEL

住所 〒
FAX

E-Mail

2022 年度 MRO スキルアップ研修開催のご案内

【問題解決･業務改善】

25. 現場力を高める IE 手法Ⅱ

「標準時間設定の最強ツール MOST で企業競争力強化」

monodzukuri research organization

標準時間の設定法としてタイムスタディーがあります。しかしこの手法は測定者の熟練度と経験に左右されます。そこで開発されたのが
PTS( 既定時間標準 ) 法です。DWF,MTM 等の考え方がありますが、現在最強の手法《Basic・MOST》の考え方と使い方を演習を通して
習得していただきます。より効率の良い工程設計や改善、原価計算や、生産管理に標準時間は極めて重要です。その標準時間の設定方法
として世界レベルで認められている MOST（Maynard Operation Sequence Technique）について、時間測定を中心とした演習でその
優位性を理解していただきます。

Point!

準時間設
標
ル
ベ
レ
の世界
●MOST
解する。
理
で
習
演
を
定と優位性
主
催︓一般財団法人地域産学官連携ものづくり研究機構
参 加 費︓MRO 賛助会員 6,000 円（一般︓12,000 円 )
会
場︓テクノプラザおおた研修室 太田市本町 29-1 Tel:0276-50-2100 Fax:0276-50-2110
募集人員︓１５名程度。なお、応募人数が少数の場合は研修を中止することがあります。ご了承ください。
日

程（2 日間コース）

11/11( 金 )

研修内容

9:00 ～ 16:30

1．IE 手法の説明
①サーブリック記号について
②タイムスタディーの実際
③レイティングの考え方

11/18( 金 )

2．MOST の概念

9:00 ～ 16:30

3．MOST のシステム
4．Basic MOST
①普通移動シーケンス
②制限移動シーケンス
③工具使用シーケンス
④作業測定法の適用
総合演習

・演習Ⅰ サーブリック記号で工程を見える化する
・演習Ⅱ 動画を見てタイムスタディー
・演習Ⅲ 動画を見てレイテングを経験する

・演習Ⅳ Basic MOST で机上計算

動画を見て改善の実際

＊講師プロフィール
●HP から直接お申し込みができます
高橋智昭（ＭＲＯコーディネーター） 工学院大学（電子工学科）卒
経歴︓電気・音響業界 カメラ業界 自動車部品業界等を経験、最後は化粧品業界、生産技術一筋です。（営業経験はあります。）
日本能率協会認定のＣＰＥ－ＭＥを取得

受講料について

●受講申込時に請求させていただきます。 支払いは、 銀行振込とさせていただきます。 MRO スキルアップ研修は、 地域の中小企業のみなさまの便宜を図り､材料費､資
料代、 交通費などを勘案した最低限の受講料を設定しています。 大変恐縮ながら、 振込手数料につきましては、 受講者様にご負担をお願いします。
●キャンセル料︓開催日 1 週間までは受講料全額を返還します。 1 週間以内の場合は全額を頂戴します。 キャンセルの連絡は、 必ずメール･FAX など記録の残る手段
でお願いします。
注）1 週間︓MRO（当財団）の 6 勤務日前 17 時までとします。

●問い合わせ申し込み先︓一般財団法人地域産学官連携ものづくり研究機構 tel︓0276-50-2100、fax︓0276-50-2110
E-Mail︓mrokenshu(at)mro.or.jp ※(at) を @ に変えて送信してください。

25. 現場力を高める IE 手法Ⅱ「標準時間設定の最強ツール MOST で企業競争力強化」受講申込書
ご芳名 ( ふりがな )︓

所属

役職

ご芳名 ( ふりがな )︓

所属

役職

会社名
TEL

住所 〒
FAX

E-Mail

2022 年度 MRO スキルアップ研修開催のご案内

monodzukuri research organization

【技術 / 技能】

26. やさしく学べ、仕事に役立つ
「機械図面の見方 & 読図のコツ」
＊＊簡単サンプルによる計測～作図演習＊＊

第三角法、各図示法、寸法、幾何公差、表面粗さなどの機械図面の基礎を経験豊富な講師が丁寧で分かりやすく解説します。
また関連加工法や寸法測定も学び、ISO 準拠の 2020 年最新 JIS にも言及した有意義な講座です。
演習では簡単部品の実測～作図で習得を実感でき、図面が苦手な初心者も「機械図面を読み取る力」が驚くほど身につきます。

Point!

●「図面を読み

主
催︓一般財団法人地域産学官連携ものづくり研究機構
参 加 費︓MRO 賛助会員 10,000 円（一般︓20,000 円 )※テキスト代別途
テキスト︓「初心者のための機械製図」森北出版株式会社 2,750 円（税込）
会
場︓テクノプラザおおた研修室 太田市本町 29-1
Tel:0276-50-2100 Fax:0276-50-2110
募集人員︓１５名程度。なお、応募人数が少数の場合は研修を中止する
ことがあります。ご了承ください。

取る力」を演
習
でしっかり身
に付ける !!

日

程（4 日間コース）

研修内容

11/15（火）
9:30 ～ 16:30

【第 1 回】 1. なぜ「ものづくり」に図面が必要なのか︓図面の目的、種類、ルールと関連規格、図面の様式、線の種類と用途

11/22（火）
9:30 ～ 16:30

【第 2 回】 1. ホームワーク課題のグループ討議︓

11/29（火）
9:30 ～ 16:30

【第 3 回】 1. 各種機械要素の図示法︓軸関係、ベアリング 等

12/6（火）
9:30 ～ 16:30

2. もの（立体）を図面（平面）に表すルールを知る︓投影法、第三角法の展開と理解、三面図（事例）
3. 図面から立体（もの）をイメージする︓読図のコツ、見方のポイント
【演習】課題図（三面図）から立体図形を読み解く練習
※ホームワーク課題
4. 補助となる図法を学ぶ︓補助投影図、断面図、図形の省略法、特殊図法
5. 寸法表示を読み取る︓寸法補助記号の意味、面取り、穴の寸法、座ぐり 等
6. 材料記号
2. 寸法公差・はめあい公差︓記号で表すはめあい公差
3. 幾何公差を理解する
4. 表面粗さを読み取る︓図示記号と表示の意味
5. 各種機械要素の図示法︓ねじ 他

【演習】公差算出方法と表し方

2. 独立の原則、包絡の条件、最大実体公差 他
3. 溶接概要︓各種溶接法、溶接記号 等
4. 加工方案︓関連加工方案 等
【演習】 振返り復習︓課題図による「間違い探し」問題

他

【第 ４回】 1. 総合質疑応答 【演習】 簡単作図演習︓ サンプル部品のスケッチ～寸法計測～図面作成
2. 成果発表︓相互質疑応答、 解説

＊講師プロフィール
蓼沼愛一郎（ＭＲＯコーディネーター）群馬大学 ( 化学工学科 ) 卒
●HP から直接お申し込みができます
経歴︓小倉クラッチ㈱技術本部、研究開発、生産技術、営業技術、品質管理の各部。
商品開発～市場拡販まで。現場改善および品質管理全般。群馬県中小企業サポーター認定
竹内光男（ＭＲＯコーディネーター、群馬県能力開発協会 人材育成コーディネーター）群馬大学 ( 機械工学科 ) 卒
経歴 : マックス㈱生産技術、品質保証、生産工程～実用化の仕組み作り、企業内小集団活動と組織活性化

受講料について

●受講申込時に請求させていただきます。 支払いは、 銀行振込とさせていただきます。 MRO スキルアップ研修は、 地域の中小企業のみなさまの便宜を図り､材料費､資
料代、 交通費などを勘案した最低限の受講料を設定しています。 大変恐縮ながら、 振込手数料につきましては、 受講者様にご負担をお願いします。
●キャンセル料︓開催日 1 週間までは受講料全額を返還します。 1 週間以内の場合は全額を頂戴します。 キャンセルの連絡は、 必ずメール･FAX など記録の残る手段
でお願いします。
注）1 週間︓MRO（当財団）の 6 勤務日前 17 時までとします。

●問い合わせ申し込み先︓一般財団法人地域産学官連携ものづくり研究機構 tel︓0276-50-2100、fax︓0276-50-2110
E-Mail︓mrokenshu(at)mro.or.jp ※(at) を @ に変えて送信してください。

26. やさしく学べ、仕事に役立つ「機械図面の見方＆読図のコツ」受講申込書
ご芳名 ( ふりがな )︓

所属

役職

ご芳名 ( ふりがな )︓

所属

役職

会社名
TEL

住所 〒
FAX

E-Mail

2022 年度 MRO スキルアップ研修開催のご案内

monodzukuri research organization

【共

通】

27.Excel による業務効率の向上
（中級コース 技術系）Web セミナー

Zoom を使用した Web セミナーです。会社、ご自宅等で受講できます。表作成はできる、簡単な計算や関数は使えるという方向け
の Excel の講座です。Windows と Excel の便利機能、各種関数、グラフの使用方法を説明し、項目ごとに演習を行います。
第１日目と第２日目は『中級コース 事務系』と同日開催となります。第３日目の関数やグラフは技術部門で主に使用される機能を
中心に説明します。Excel には様々な機能があります。本講座では多くの機能のうち、便利機能や関数、グラフを習得していただく
ことにより、業務の効率化に応用できるようになります。
主
催︓一般財団法人地域産学官連携ものづくり研究機構
参 加 費︓MRO 賛助会員 8,000 円（一般︓16,000 円 )
会
場︓会社、ご自宅などお好きな場所で受講できます。
募集人員︓５名程度。なお、応募人数が少数の場合は研修を中止することがあります。ご了承ください。
日

程（3 日間コース）

12/1（水）
12/8（水）
12/15（水）
9:30 ～ 17:00

研修内容

第１日目、第２日目
0.Zoom の基本操作
1.Windows の基礎
2.Excel の基礎、オプション設定
3.Windows、Excel の便利機能
4. 関数

音量調整、音声・画像の On/Oﬀ、チャット、画面共有、…
用語、基本操作
用語、基本操作、オプション設定、…
ショートカットキー、セルの書式設定、各種便利機能、…
日付／時刻、文字列操作、統計、論理

第３日目
5. 関数
6. グラフ

数学／三角、統計、エンジニアリング関数
グラフの作成（棒グラフ、円グラフ、折れ線グラフ、散布図）、
各パラメータ設定

※すべて実習形式で行いますので、Excel2016 以降のバージョンの Excel がインストールされている
ノートパソコンをご持参ください（説明には Microsoft 365 を使用します。）。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 受講環境 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
・ Zoom の接続方法を記した説明書および使用テキストを事前に郵送します。
・ 研修初日に Zoom の基本操作を説明します。
・ パソコンによっては音声がよく聞き取れない場合があります。 その場合はイヤホンを使用してください。
事前に動画等で音声の状況を確認されることをお勧めします。
・ マイクをご用意ください（必須）。 質疑応答や講師からの確認は基本的に音声会話で行います（チャットも併用します）。
・ 可能であればカメラをご用意ください（必須ではありません）。 できるだけ対面式の研修と同様な環境にしたいと考えておりますので、
可能であれば画像での参加もお願い致します。 なお、 画像で参加される場合は背景に社外秘の情報等が含まれないように充分ご注意ください。
・ デュアルモニター（パソコン１台にモニター２台を接続）、 またはパソコン２台 (１台を視聴用、 もう１台を Excel 操作用 ) で受講されると
操作がスムーズになります。 Zoom による講師側の画面の表示と、 受講者の方が操作される Excel の画面の２つを同時に表示する場面が多いため、
デュアルモニターまたはパソコン２台での受講をお勧めします。
・ 複数の方で受講される場合はマイクや Zoom 視聴用のモニターは共用していただいて結構です。
＊講師プロフィール
横堀 勉（MRO コーディネーター）長岡技術科学大学大学院（電子機器工学専攻）修了
経歴 : 沖電気工業㈱、専門分野︓電子機器の放熱技術、熱流体シミュレーション、伝熱工学

●HP から直接お申し込みができます

受講料について

●受講申込時に請求させていただきます。 支払いは、 銀行振込とさせていただきます。 MRO スキルアップ研修は、 地域の中小企業のみなさまの便宜を図り､材料費､資
料代、 交通費などを勘案した最低限の受講料を設定しています。 大変恐縮ながら、 振込手数料につきましては、 受講者様にご負担をお願いします。
●キャンセル料︓開催日 1 週間までは受講料全額を返還します。 1 週間以内の場合は全額を頂戴します。 キャンセルの連絡は、 必ずメール･FAX など記録の残る手段
でお願いします。
注）1 週間︓MRO（当財団）の 6 勤務日前 17 時までとします。

●問い合わせ申し込み先︓一般財団法人地域産学官連携ものづくり研究機構 tel︓0276-50-2100、fax︓0276-50-2110
E-Mail︓mrokenshu(at)mro.or.jp ※(at) を @ に変えて送信してください。

27．Excel による業務効率の向上（中級コース 技術系）Web セミナー受講申込書
ご芳名 ( ふりがな )︓

所属

役職

ご芳名 ( ふりがな )︓

所属

役職

会社名
TEL

住所 〒
FAX

E-Mail

2022 年度 MRO スキルアップ研修開催のご案内

monodzukuri research organization

【共

通】

28.Excel による業務効率の向上
（中級コース 事務系）Web セミナー

Zoom を使用した Web セミナーです。会社、ご自宅等で受講できます。表作成はできる、簡単な計算や関数は使えるという方向け
の Excel の講座です。Windows と Excel の便利機能、各種関数、グラフ、ピボットテーブルの使用方法を説明し、項目ごとに演習
を行います。第１日目と第２日目は『中級コース 技術系』と同日開催となります。第３日目のグラフは事務部門で主に使用される
機能を中心に説明します。Excel には様々な機能があります。本講座では多くの機能のうち、便利機能や関数、グラフ、ピボットテ
ーブルを習得していただくことにより、業務の効率化に応用できるようになります。
主
催︓一般財団法人地域産学官連携ものづくり研究機構
参 加 費︓MRO 賛助会員 8,000 円（一般︓16,000 円 )
会
場︓会社、ご自宅などお好きな場所で受講できます。
募集人員︓5 名程度。なお、応募人数が少数の場合は研修を中止することがあります。ご了承ください。
日

程（3 日間コース）

12/1（木）
12/8（木）
12/22（木）
9:30 ～ 17:00

研修内容

第１日目、第２日目
0.Zoom の基本操作
1.Windows の基礎
2.Excel の基礎、オプション設定
3.Windows、Excel の便利機能
4. 関数

音量調整、音声・画像の On/Oﬀ、チャット、画面共有、…
用語、基本操作
用語、基本操作、オプション設定、…
ショートカットキー、セルの書式設定、各種便利機能、…
日付／時刻、文字列操作、統計、論理

第３日目
5. グラフ

グラフの作成（棒グラフ、円グラフ、折れ線グラフ）、
各パラメータ設定
ピボットテーブルの準備、使用方法

6. ピボットテーブル

※すべて実習形式で行いますので、Excel2016 以降のバージョンの Excel がインストールされている
ノートパソコンをご持参ください（説明には Microsoft 365 を使用します。）。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 受講環境 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
・ Zoom の接続方法を記した説明書および使用テキストを事前に郵送します。
・ 研修初日に Zoom の基本操作を説明します。
・ パソコンによっては音声がよく聞き取れない場合があります。 その場合はイヤホンを使用してください。
・ 事前に動画等で音声の状況を確認されることをお勧めします。
マイクをご用意ください（必須）。 質疑応答や講師からの確認は基本的に音声会話で行います（チャットも併用します）。
・ 可能であればカメラをご用意ください（必須ではありません）。 できるだけ対面式の研修と同様な環境にしたいと考えておりますので、
可能であれば画像での参加もお願い致します。 なお、 画像で参加される場合は背景に社外秘の情報等が含まれないように充分ご注意ください。
・ デュアルモニター（パソコン１台にモニター２台を接続）、 またはパソコン２台（１台を視聴用、 もう１台を Excel 操作用）で受講されると
操作がスムーズになります。 Zoom による講師側の画面の表示と、 受講者の方が操作される Excel の画面の２つを同時に表示する場面が多いため、
デュアルモニターまたはパソコン２台での受講をお勧めします。
・ 複数の方で受講される場合はマイクや Zoom 視聴用のモニターは共用していただいて結構です。
＊講師プロフィール
横堀 勉（MRO コーディネーター）長岡技術科学大学大学院（電子機器工学専攻）修了
経歴 : 沖電気工業㈱、専門分野︓電子機器の放熱技術、熱流体シミュレーション、伝熱工学

●HP から直接お申し込みができます

受講料について

●受講申込時に請求させていただきます。 支払いは、 銀行振込とさせていただきます。 MRO スキルアップ研修は、 地域の中小企業のみなさまの便宜を図り､材料費､資
料代、 交通費などを勘案した最低限の受講料を設定しています。 大変恐縮ながら、 振込手数料につきましては、 受講者様にご負担をお願いします。
●キャンセル料︓開催日 1 週間までは受講料全額を返還します。 1 週間以内の場合は全額を頂戴します。 キャンセルの連絡は、 必ずメール･FAX など記録の残る手段
でお願いします。
注）1 週間︓MRO（当財団）の 6 勤務日前 17 時までとします。

●問い合わせ申し込み先︓一般財団法人地域産学官連携ものづくり研究機構 tel︓0276-50-2100、fax︓0276-50-2110
E-Mail︓mrokenshu(at)mro.or.jp ※(at) を @ に変えて送信してください。

28．Excel による業務効率の向上（中級コース 事務系）Web セミナー受講申込書
ご芳名 ( ふりがな )︓

所属

役職

ご芳名 ( ふりがな )︓

所属

役職

会社名
TEL

住所 〒
FAX

E-Mail

2022 年度 MRO スキルアップ研修開催のご案内

monodzukuri research organization

【技術 / 技能】

29．
「 現場力を
もっと高めるための治具設計」

本講座では、間違った治具設計をしないよう、治具設計の基礎を解りやすく解説するとともに、簡単な計算式で設計計算できるよう、その手法を
解説します。また、治具設計における「陥りやすい過ち」と､「治具設計の勘所」などについて例示し、基礎知識を深めていただきます。治具設計
技術者としてベテランの技術者と同様にＱ・Ｃ・Ｄ（品質・コスト・納期）を重視した設計が可能になります。また､講座の中で各社の治具に関する
悩み事項についてケースワークとして議論し､解決策のヒントを見出すとともに、治具設計に関する理解を深めます。

Point!
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主
催︓一般財団法人地域産学官連携ものづくり研究機構
参 加 費︓MRO 賛助会員 6,000 円（一般︓12,000 円 )
会
場︓テクノプラザおおた研修室 太田市本町 29-1 Tel:0276-50-2100 Fax:0276-50-2110
募集人員︓１５名程度。なお、応募人数が少数の場合は研修を中止することがあります。ご了承ください。
日

程（2 日間コース）

研修内容

12/2( 金 )

１．商品化における治具設計のポジション

12/9( 金 )

２．治具設計技術者の基礎知識

（１）位置決めと自由度（基準定めの基本的方法）
（２）平面と穴で基準定めする場合の計算
（３）治具を用いて加工した場合に起こる誤差の概念
（４）治具の取付要素の構造
（５）締付機構の構造

３．治具設計の勘所

（１）治具設計のアイデア（例または応用例、事例）
（２）治具設計の勘所
a．治具部品は作るより買うほうが安い
b．ひとつでも多くのメカを頭に入れよ
c．方法は一つではない（最適な方法、具体策）
d．陥りやすい過ちと対処法

10:00 ～ 16:00

４．素材加工要素の種類概要と各種加工方案
５．各社の困りごとに関して、改善策の討議
＊講師プロフィール
●HP から直接お申し込みができます
酒庭秀康（ＭＲＯコーディネーター）新潟大学大学院（工学研究科機械工学専攻）修了
経歴 : 三洋電機㈱コンプレッサ事業部 技術開発、生産技術、㈱ぐんま産業高度化センター 技術相談、機械工学全般ほかに著作「現場で役立つモノづ
くりのための治具設計」（日刊工業新聞社刊）、斎藤勝政、渡邊強 共著「ベテラン技術者が教える機械加工現場ノウハウ 100 選」（日刊工業新聞社刊）
竹内光男（ＭＲＯコーディネーター、群馬県能力開発協会 人材育成コーディネーター）群馬大学 ( 機械工学科 ) 卒
経歴 : マックス㈱生産技術、品質保証、生産工程～実用化の仕組み作り、企業内小集団活動と組織活性化

受講料について

●受講申込時に請求させていただきます。 支払いは、 銀行振込とさせていただきます。 MRO スキルアップ研修は、 地域の中小企業のみなさまの便宜を図り､材料費､資
料代、 交通費などを勘案した最低限の受講料を設定しています。 大変恐縮ながら、 振込手数料につきましては、 受講者様にご負担をお願いします。
●キャンセル料︓開催日 1 週間までは受講料全額を返還します。 1 週間以内の場合は全額を頂戴します。 キャンセルの連絡は、 必ずメール･FAX など記録の残る手段
でお願いします。
注）1 週間︓MRO（当財団）の 6 勤務日前 17 時までとします。

●問い合わせ申し込み先︓一般財団法人地域産学官連携ものづくり研究機構 tel︓0276-50-2100、fax︓0276-50-2110
E-Mail︓mrokenshu(at)mro.or.jp ※(at) を @ に変えて送信してください。

29．
「 現場力をもっと高めるための治具設計」受講申込書
ご芳名 ( ふりがな )︓

所属

役職

ご芳名 ( ふりがな )︓

所属

役職

会社名
TEL

住所 〒
FAX

E-Mail

2022 年度 MRO スキルアップ研修開催のご案内

monodzukuri research organization

【共

通】

30. 管理職のための
「組織を伸ばすマネジメント講座」

マネジメントとは何かを解説し、人を育てるエンパワーメントコミュニケーションや業務管理の極意と言われるタイムマネジメント
を学びます。また、部下のやる気スイッチの入れ方などを演習を通して学びます。企業の３大インフラとは、ヒト・モノ・カネです
がこのインフラを強化し育てるのは経営者だけではなく管理職にも必要なスキルです。本講座では出来る管理職とはどのような人材
かを考えます。

Point!
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主
催︓一般財団法人地域産学官連携ものづくり研究機構
参 加 費︓MRO 賛助会員 6,000 円（一般︓12,000 円 )
会
場︓テクノプラザおおた研修室 太田市本町 29-1 Tel:0276-50-2100 Fax:0276-50-2110
募集人員︓１５名程度。なお、応募人数が少数の場合は研修を中止することがあります。ご了承ください。
日

程（2 日間コース）

12/7( 水 )
9:00 ～ 16:30

研修内容
【第 1 回】

Ⅰ. 組織のあるべき姿とは
Ⅱ. やる気とは何か

Ⅲ. コーチング
Ⅳ. 演習でやる気について考える
12/14( 水 )

【第 2 回】

9:00 ～ 16:30

・組織感覚の形成
・やる気のある人とない人の違い
・やる気くじき
・やる気の引き出し方
・部下を育てるコーチング理論

Ⅰ. やる気を引き出すエンパワーメントコミュニケーション
・エンパワーメントとは何か
・エンパワーメントコミュニケーションの極意
・質問の技術
Ⅱ. 組織力を高めるタイムマネジメント ・タイムマネジメントと生産性の関係
・豊かさマインドとは
Ⅲ. 総合演習

＊講師プロフィール
●HP から直接お申し込みができます
高橋智昭（ＭＲＯコーディネーター） 工学院大学（電子工学科）卒
経歴︓電気・音響業界 カメラ業界 自動車部品業界等を経験、最後は化粧品業界、生産技術一筋です。（営業経験はあります。）
日本能率協会認定のＣＰＥ－ＭＥを取得

受講料について

●受講申込時に請求させていただきます。 支払いは、 銀行振込とさせていただきます。 MRO スキルアップ研修は、 地域の中小企業のみなさまの便宜を図り､材料費､資
料代、 交通費などを勘案した最低限の受講料を設定しています。 大変恐縮ながら、 振込手数料につきましては、 受講者様にご負担をお願いします。
●キャンセル料︓開催日 1 週間までは受講料全額を返還します。 1 週間以内の場合は全額を頂戴します。 キャンセルの連絡は、 必ずメール･FAX など記録の残る手段
でお願いします。
注）1 週間︓MRO（当財団）の 6 勤務日前 17 時までとします。

●問い合わせ申し込み先︓一般財団法人地域産学官連携ものづくり研究機構 tel︓0276-50-2100、fax︓0276-50-2110
E-Mail︓mrokenshu(at)mro.or.jp ※(at) を @ に変えて送信してください。

30. 管理職のための「組織を伸ばすマネジメント講座」受講申込書
ご芳名 ( ふりがな )︓

所属

役職

ご芳名 ( ふりがな )︓

所属

役職

会社名
TEL

住所 〒
FAX

E-Mail

2022 年度 MRO スキルアップ研修開催のご案内

monodzukuri research organization

【共

通】

31.「初めての PowerPoint
（入門コース）」Web セミナー

Zoom を使用した Web セミナーです。会社、ご自宅等で受講できます。PowerPoint はあまり使ったことがないという方向けの講座
です。文字入力、図形作成、各種設定値の変更方法を説明します。最後に演習として簡単な「プレゼンテーション資料」を作成してい
ただきます。なお、本講座は PowerPoint の操作方法に関する講座です。分かりやすく、訴求力あるプレゼンテーション資料の作成方
法を学びたい場合は『プレゼン資料作りの基礎』、『プレゼン資料作りの実践』を受講してください。
主
催︓一般財団法人地域産学官連携ものづくり研究機構
参 加 費︓MRO 賛助会員 8,000 円（一般︓16,000 円 )
会
場︓会社、ご自宅などお好きな場所で受講できます。
募集人員︓５名程度。なお、応募人数が少数の場合は研修を中止することがあります。ご了承ください。
日

程（3 日間コース）

2023 年
1/18（水）
1/25（水）
2/1（木水
9:30 ～ 17:00

研修内容
0.Zoom の基本操作

音量調整、音声・画像の On/Oﬀ、チャット、画面共有、…

1.Windows の基礎

用語、基本操作

2.PowerPoint の起動と初期設定

PowerPoint の起動、画面構成と各部の名称、オプション設定、
クイックアクセスツールバーの設定、…

3.PowerPoint の基本操作

文字入力、図形作成、表作成、デザインの設定、
スライドマスターの設定、数式の入力、写真・画像の貼り付け、…

4. 文字・線・図形の変更

大きさ、色、太さ、種類、グループ化、…

5. 演習︓プレゼンテーション資料の作成
※すべて実習形式で行いますので、PowerPoint2016 以降のバージョンの PowerPoint がインストー
ルされているノートパソコンをご持参ください（説明には Microsoft 365 を使用します。）。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 受講環境 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
・ Zoom の接続方法を記した説明書および使用テキストを事前に郵送します。
・ 研修初日に Zoom の基本操作を説明します。
・ パソコンによっては音声がよく聞き取れない場合があります。 その場合はイヤホンを使用してください。
事前に動画等で音声の状況を確認されることをお勧めします。
・ マイクをご用意ください（必須）。 質疑応答や講師からの確認は基本的に音声会話で行います（チャットも併用します）。
・ 可能であればカメラをご用意ください（必須ではありません）。 できるだけ対面式の研修と同様な環境にしたいと考えておりますので、
可能であれば画像での参加もお願い致します。 なお、 画像で参加される場合は背景に社外秘の情報等が含まれないように充分ご注意ください。
・ デュアルモニター（パソコン１台にモニター２台を接続）、 またはパソコン２台（１台を視聴用、 もう１台を Excel 操作用）で受講されると
操作がスムーズになります。 Zoom による講師側の画面の表示と、 受講者の方が操作される Excel の画面の２つを同時に表示する場面が多いため、
デュアルモニターまたはパソコン２台での受講をお勧めします。
・ 複数の方で受講される場合はマイクや Zoom 視聴用のモニターは共用していただいて結構です。
＊講師プロフィール
横堀 勉（MRO コーディネーター）長岡技術科学大学大学院（電子機器工学専攻）修了
経歴 : 沖電気工業㈱、専門分野︓電子機器の放熱技術、熱流体シミュレーション、伝熱工学

●HP から直接お申し込みができます

受講料について

●受講申込時に請求させていただきます。 支払いは、 銀行振込とさせていただきます。 MRO スキルアップ研修は、 地域の中小企業のみなさまの便宜を図り､材料費､資
料代、 交通費などを勘案した最低限の受講料を設定しています。 大変恐縮ながら、 振込手数料につきましては、 受講者様にご負担をお願いします。
●キャンセル料︓開催日 1 週間までは受講料全額を返還します。 1 週間以内の場合は全額を頂戴します。 キャンセルの連絡は、 必ずメール･FAX など記録の残る手段
でお願いします。
注）1 週間︓MRO（当財団）の 6 勤務日前 17 時までとします。

●問い合わせ申し込み先︓一般財団法人地域産学官連携ものづくり研究機構 tel︓0276-50-2100、fax︓0276-50-2110
E-Mail︓mrokenshu(at)mro.or.jp ※(at) を @ に変えて送信してください。

31．「初めての PowerPoint（入門コース）
」Web セミナー受講申込書
ご芳名 ( ふりがな )︓

所属

役職

ご芳名 ( ふりがな )︓

所属

役職

会社名
TEL

住所 〒
FAX

E-Mail

2022 年度 MRO スキルアップ研修開催のご案内

monodzukuri research organization

【問題解決・業務改善】

32. 企業の意識改革「あらゆる課題と
リスクに備える FMEA 簡単理解講座」

FMEA とは故障モード解析と訳され、理解されていますが、実は企業内のあらゆる活動で応用できることを説明します。リスクの
考え方とリスクヘッジについて説明し、社員の意識改革につながるように演習を通して、自ら考える力の向上を目指します。
企業内の多くの課題に FMEA の考え方を導入することで、解決までのスピードアップを図ることができます。特にリスクに対する
的確な判断と対策は、企業にとって大きな財産であることを意識し、活用することを理解していただきます。

Point!
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催︓一般財団法人地域産学官連携ものづくり研究機構
参 加 費︓MRO 賛助会員 6,000 円（一般︓12,000 円 )
会
場︓テクノプラザおおた研修室 太田市本町 29-1 Tel:0276-50-2100 Fax:0276-50-2110
募集人員︓１５名程度。なお、応募人数が少数の場合は研修を中止することがあります。ご了承ください。
日

程（2 日間コース）

2023 年
1/20（金）
9:00 ～ 16:30

1/27（金）
9:00 ～ 16:30

研修内容

1．ＦＭＥＡについて
①ＦＭＥＡの一般的な種類
②リスクとは何か
③演習・ＦＭＥＡの応用とリスク係数の設定

2．模擬組立でＦＭＥＡミーティング
①模擬組立を実施
②模擬組立の結果から、工程展開の為のＦＭＥＡ
③リスク表の作成とチーム毎の発表
④ライン作業者対応を実施
⑤発生した問題をリスク評価しカイゼンする
⑥結果発表

・設計ＦＭＥＡと工程ＦＭＥＡ
・リスク評価の為のパラメータ
・5ＳとＦＭＥＡ
・カイゼンとＦＭＥＡ
・ポカミスとＦＭＥＡ

・リスク内容についてブレーンストーミング
・観察し発生した問題を視える化する

＊講師プロフィール
●HP から直接お申し込みができます
高橋智昭（ＭＲＯコーディネーター） 工学院大学（電子工学科）卒
経歴︓電気・音響業界 カメラ業界 自動車部品業界等を経験、最後は化粧品業界、生産技術一筋です。（営業経験はあります。）
日本能率協会認定のＣＰＥ－ＭＥを取得

受講料について

●受講申込時に請求させていただきます。 支払いは、 銀行振込とさせていただきます。 MRO スキルアップ研修は、 地域の中小企業のみなさまの便宜を図り､材料費､資
料代、 交通費などを勘案した最低限の受講料を設定しています。 大変恐縮ながら、 振込手数料につきましては、 受講者様にご負担をお願いします。
●キャンセル料︓開催日 1 週間までは受講料全額を返還します。 1 週間以内の場合は全額を頂戴します。 キャンセルの連絡は、 必ずメール･FAX など記録の残る手段
でお願いします。
注）1 週間︓MRO（当財団）の 6 勤務日前 17 時までとします。

●問い合わせ申し込み先︓一般財団法人地域産学官連携ものづくり研究機構 tel︓0276-50-2100、fax︓0276-50-2110
E-Mail︓mrokenshu(at)mro.or.jp ※(at) を @ に変えて送信してください。

32. 企業の意識改革「あらゆる課題とリスクに備える FMEA 簡単理解講座」受講申込書
ご芳名 ( ふりがな )︓

所属

役職

ご芳名 ( ふりがな )︓

所属

役職

会社名
TEL

住所 〒
FAX

E-Mail

2022 年度 MRO スキルアップ研修開催のご案内

monodzukuri research organization

【問題解決･業務改善】

33. 企業内で活用できる
「様々な問題解決手法」解説と演習

日常的に発生するさまざまな問題について、多くの大手企業の問題解決手法を参考にし、業務内で発生する課題や問題の原因と解決手法
について解説します。社員の現場力を高めるための手法について演習を交えて考える力の育成を図ります。具体的な事例で、問題解決の
考え方を経験し、模擬演習では、問題解決の方法をチーム活動を通じて提案し、発表していただきます。

Point!
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催︓一般財団法人地域産学官連携ものづくり研究機構
参 加 費︓MRO 賛助会員 6,000 円（一般︓12,000 円 )
会
場︓テクノプラザおおた研修室 太田市本町 29-1 Tel:0276-50-2100 Fax:0276-50-2110
募集人員︓１５名程度。なお、応募人数が少数の場合は研修を中止することがあります。ご了承ください。
日

程（2 日間コース）

2023
2/10( 金 )
9:00 ～ 16:30
2023
2/17( 金 )
9:00 ～ 16:30

研修内容
1．問題解決とは何か
2．現状把握
3．『図』を使う演習
4．ロジカルシンキング

・問題解決のプロセス
・問題を把握するさまざまな図

・問題の芽を見つける
・図を使って現状を説明する

・ロジカルシンキングの概要

・ロジカルシンキングの練習

5．一流企業の問題解決
6．問題解決の 8 ステップ

・問題解決の基本
・問題の真因を見つける
・問題ありき︕︖対策ありき︕︖
・お客様の立場で考える
7．Innovation とは何か
・Innovation の種類とカイゼン
8．事例によるロジカルシンキングで問題解決演習
・チーム演習によるブレーンストーミング
・問題解決案発表

＊講師プロフィール
●HP から直接お申し込みができます
高橋智昭（ＭＲＯコーディネーター） 工学院大学（電子工学科）卒
経歴︓電気・音響業界 カメラ業界 自動車部品業界等を経験、最後は化粧品業界、生産技術一筋です。（営業経験はあります。）
日本能率協会認定のＣＰＥ－ＭＥを取得

受講料について

●受講申込時に請求させていただきます。 支払いは、 銀行振込とさせていただきます。 MRO スキルアップ研修は、 地域の中小企業のみなさまの便宜を図り､材料費､資
料代、 交通費などを勘案した最低限の受講料を設定しています。 大変恐縮ながら、 振込手数料につきましては、 受講者様にご負担をお願いします。
●キャンセル料︓開催日 1 週間までは受講料全額を返還します。 1 週間以内の場合は全額を頂戴します。 キャンセルの連絡は、 必ずメール･FAX など記録の残る手段
でお願いします。
注）1 週間︓MRO（当財団）の 6 勤務日前 17 時までとします。

●問い合わせ申し込み先︓一般財団法人地域産学官連携ものづくり研究機構 tel︓0276-50-2100、fax︓0276-50-2110
E-Mail︓mrokenshu(at)mro.or.jp ※(at) を @ に変えて送信してください。

33. 企業内で活用できる「様々な問題解決手法」解説と演習受講申込書
ご芳名 ( ふりがな )︓

所属

役職

ご芳名 ( ふりがな )︓

所属

役職

会社名
TEL

住所 〒
FAX

E-Mail

