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中小企業大学校広島校メルマガ担当の仁藤（にとう）です。
広島校だより 2 月号をお送りさせていただきます。どうぞご覧ください。
中小企業大学校広島校ホームページ
http://www.smrj.go.jp/institute/hiroshima
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★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃■広島校中小企業者向け研修『研修ガイド 2018』発送のご案内
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
広島校の 2018 年度研修パンフレット『研修ガイド 2018』を、1 月下旬より
受講企業のみなさまへ順次お送りしております。引き続き、人材育成の一
環として当校をご活用くださいますよう、お願い申し上げます。
なお、ホームページにも 2018 年度の研修情報を掲載しております。オンラ
イン申込も可能ですので、皆様のお申し込みをお待ちしております。
◆2018 年度中小企業者向け研修一覧
http://www.smrj.go.jp/institute/hiroshima/training/sme/2018/index.html
（カリキュラム詳細、講師プロフィールは随時更新します）
別途研修ガイドの送付をご希望される場合は、下記フォームから、件名に
「研修ガイド 2018 希望」
、内容欄に送付先住所や必要部数をご記入の上、
ご請求をお願いいたします。
◆資料請求・お問合せフォーム
http://www.smrj.go.jp/institute/hiroshima/contact.html
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃■「経営管理者養成コース」課題研究報告会を開催しました！
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
広島校では、
「経営管理者養成コース(第 28 期)」の受講者による課題研究
報告会を 1 月 19 日(金)に開催しました。
本コースは、企業経営に必要なマネジメント能力を総合的に養成すること

を目的として昨年 7 月から全 28 日間の日程で開催され、その集大成として、
受講者が自社課題解決の具体策を立案し、レポートにまとめます。
報告会では、派遣元企業の方からも見守られるなか、全 20 名の受講者が報
告を行い、7 ヶ月間の研修の成果と、自社の将来への想いを語りました。
報告テーマ（一例）
・「生産性向上による収益性の改善」
・
「人材採用と育成戦略」
・
「海外市場における事業展開」
◆2018 年度「経営管理者養成コース(第 29 期)」申込受付中！
http://www.smrj.go.jp/institute/hiroshima/training/sme/2018/frr94k000000esmr.html
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃■ビジネスマッチングシステム『ジェグテック』登録企業募集のご案内！
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
『J-GoodTech(ジェグテック)』は、国の機関である中小機構が運営する日本
の中小企業と国内大手企業、海外企業、中小企業同士をつなぐＢtoＢ(企業
間取引)向けのマッチングシステムです。
【登録無料】
会員登録いただくと、全国の大手企業や中小企業、海外企業からニーズ情
報を受けることができ、また、自社のニーズを発信することもできます。
貴社の販路開拓のため、ぜひご利用ください。
◆ジェグテックの詳細や会員登録はこちら
〔中国地域〕http://www.smrj.go.jp/chugoku/manage/101752.html
〔四国地域〕http://www.smrj.go.jp/shikoku/manage/consult/101676.html
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■ ２．研修のご案内（2018 年 3 月開催）
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3 月 2 日(金)～3 日(土) ＜2 日間＞
[17-39] 経営トップセミナー これからの中小企業経営
～社員の才能とやる気を引き出す組織づくりの進め方！～
http://www.smrj.go.jp/institute/hiroshima/training/sme/2017/frr94k0000005l1o.html
【研修の概要】
これからの時代に必要な最強の組織づくりの進め方と実行する際のポイン
トについて、様々な企業経営者の取り組み事例からその理念と経営ノウハ
ウを学び、経営にお役立ていただきます。
【事例企業】
○有限会社おづつみ園 代表取締役社長 尾堤 宏 氏
伝統を守りながら革新を続ける地域密着企業が実践する経営術
○セリオ株式会社 代表取締役社長 壹岐 敬 氏
「社員の幸福の実現」を明言する経営者の改革への決意と実践
○東海バネ工業株式会社 代表取締役社長 渡辺 良機 氏
ニッチトップ企業の従業員の成長と企業の成長を実現するの経営

★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3 月 5 日(月)～3 月 6 日(火) ＜2 日間＞
[17-32] 管理者の経営感覚養成講座 ～ビジネスゲームで学ぶ企業経営～
http://www.smrj.go.jp/institute/hiroshima/training/sme/2017/frr94k0000007xnh.html
【研修の概要】
ビジネスゲームによる模擬企業経営を行うことで経営活動の流れを体感す
るとともに、様々な場面での経営判断の視点や経営管理手法を学びます。
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3 月 7 日(水)～8 日(木) ＜2 日間＞
[17-40] 顧客も従業員も幸せにするサービスを学ぶ
http://www.smrj.go.jp/institute/hiroshima/training/sme/2017/frr94k0000003qlq.html
【研修の概要】
サービスや顧客満足の本質を理解し、サービスの分析・評価・品質改善や、
サービスの現場の知恵や工夫を組織の力に変えるための手法を学びます。
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■2017 年度の広島校研修情報はこちらをご覧ください。
http://www.smrj.go.jp/institute/hiroshima/training/sme/2017/index.html
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■ ３．その他のご案内
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★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃■中小機構中国本部からのお知らせ
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【経営アドバイス・窓口相談】
経営上の課題を相談できるアドバイスコーナーを中小機構中国本部と岡山
大インキュベータに設け、経験豊富な専門家が相談に応じています。
http://www.smrj.go.jp/chugoku/manage/window/index.html
-----------------------------------------------------------------【海外ビジネス定期相談会】
中小企業の皆様の海外ビジネスに関するお悩みについて相談できる相談会
を開催します。2 月の相談会は次のとおりです。
2 月 13 日(火)
2 月 19 日(月)
2 月 20 日(火)
2 月 21 日(水)
2 月 26 日(月)

中小機構中国本部(広島)
中小機構中国本部(広島)
福山商工会議所
岡山大インキュベータ
中小機構中国本部(広島)

製造業
貿易実務
貿易実務
貿易実務
ブランディング構築

http://www.smrj.go.jp/chugoku/manage/window/exceptional/034215.html
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃■広島市産業振興センターからのお知らせ
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2017 年度「いい店ひろしま顕彰事業」受賞店舗の決定について】
「いい店ひろしま顕彰事業」では、店舗演出、接客、ユニバーサルデザイン
対応等の基本的な商業機能が優秀と認められ、地域に根づき親しまれてい
る広島市内の小売店舗を顕彰しています。この度、2017 年度の受賞店舗が
決定しました。
◆2017 年度受賞店舗（7 店舗）
http://www.assist.ipc.city.hiroshima.jp/iimise/H29-iimise-vol_10.pdf
「いい店ひろしま顕彰事業」詳細ページ
http://www.assist.ipc.city.hiroshima.jp/iimise/
＜お問い合わせ先＞
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公益財団法人広島市産業振興センター（中小企業支援センター）
TEL： 082-278-8032 E-mail： assist@ipc.city.hiroshima.jp
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃■2018 年度「中国地域質感色感研究会」新規参加企業募集！
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ちゅうごく産業創造センターでは、
「中国地域質感色感研究会」において
感性に富み付加価値の高い魅力的な商品・サービスの開発を目指す企業を
支援しています。
この度、2018 年度の新規参加企業を募集しています。私たちと一緒に課題
を解決しませんか？
◆「中国地域質感色感研究会」で解決が期待できる課題（一例）
○質感・色感・風合い・肌触り・快適性などに優れ、感性に富む新しい
商品やサービスを開発したい
○顧客から得たアンケート情報を科学的に分析し、顧客の嗜好傾向や特
徴などを解析して、より良いサービスにつなげたい
◆募集期間：2018 年 2 月 15 日(木)まで
応募条件・詳細ページ
http://ciicz.jp/kenkyu/kobo/h30shitsu.html
＜お問い合わせ先＞
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公益財団法人ちゅうごく産業創造センター 担当：産業部 益尾
TEL： 082-241-9941 E-mail： zdmasuo@pnet.gr.energia.co.jp
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
■当メールを、お知り合いの方などに転送し広めていただけると幸いです。
皆様のご受講を心よりお待ちしております。
■「広島校だより」の 配信解除・お問い合わせはこちらからお願いします。

http://www.smrj.go.jp/institute/hiroshima/contact.html
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