□□■------------------------------------------------------------□■--------------------------------------------------------------広島校だより(2018 年 3 月号)
------------------------Vol.138／2018.3.7----------------------■□
-------------------------------------------------------------■□□
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 3 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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■ １．ＮＥＷＳ ～ 広島校からのお知らせ ～
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★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃■「工場管理者養成コース」課題研究報告会を開催しました！
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
広島校では「工場管理者養成コース(第 24 期)」の受講者による課題研究報
告会を 2 月 23 日(金)に開催しました。
本コースは、工場管理に必要な知識を体系的に習得し、総合的なマネジメ
ント能力を養成することを目的として、昨年 9 月から全 18 日間の日程で開
催されました。報告会当日は、31 名の受講者が自社工場の改善策と今後の
展望について報告を行い、管理者としての決意を新たにしました。
報告テーマ（一例）
・「作業方法改善による作業効率及び安全性向上」
・
「生産計画見直しによる納期遅延の改善」
・
「予防保全導入による設備停止時間の削減」
◆2018 年度「工場管理者養成コース(第 25 期)」申込受付中！
http://www.smrj.go.jp/institute/hiroshima/training/sme/2018/frr94k000000esvf.html
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃■2018 年度中小企業向け研修のご案内
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2018 年度に広島校で開催する中小企業向け研修をホームページでご案内し
ています。（カリキュラム詳細は随時更新中）
2018 年度は新規コースを多数設定し、みなさまの課題解決に役立つ研修を
取り揃えています。また毎年人気の「新任管理者研修」は 2 回開催します。
オンライン申込も可能ですので、お申し込みお待ちしております。

◆2018 年度中小企業向け研修一覧
http://www.smrj.go.jp/institute/hiroshima/training/sme/2018/index.html
研修パンフレット『研修ガイド 2018』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
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃■J-Net21 特集「企業は人なり。
」
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
中小企業ビジネス支援サイト「J-Net21」では、人材育成や社員教育に関す
るビジネス Q&A などをまとめた特集「企業は人なり。」を 3 月 5 日より掲載
していますので、ご参考としてください。
◆J-Net21 特集「企業は人なり。
」
http://j-net21.smrj.go.jp/tokushu/2018030500.html
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
■ ２．研修のご案内（2018 年 4 月～5 月上旬開催）
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4 月 24 日(火)～4 月 26 日(木) ＜3 日間＞
[18-01] 基本から学ぶ決算書の読み方講座
http://www.smrj.go.jp/institute/hiroshima/training/sme/2018/frr94k000000ecr0.html
【研修の概要】
決算書の仕組みや用語の意味、数字の流れなどを理解した上で、決算書か
ら経営体質や今後の課題などを読み取るポイントについて学びます。
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5 月 8 日(火)～5 月 11 日(金) ＜4 日間＞
[18-02] 新任管理者研修（5 月開催）
http://www.smrj.go.jp/institute/hiroshima/training/sme/2018/frr94k000000ej80.html
【研修の概要】
管理者に求められる役割とマネジメントの原理・原則を多彩な演習を通し
て学び、
「仕事」
「人」両面からのマネジメントスキルを習得します。
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5 月 15 日(火)～5 月 17 日(木) ＜3 日間＞
[18-03] 管理者のリーダーシップ強化講座
http://www.smrj.go.jp/institute/hiroshima/training/sme/2018/frr94k000000ejb7.html
【研修の概要】

組織目標を達成するために管理者に求められるリーダーシップの知識・ス
キルを理解した上で、効果的にリーダーシップを発揮する方法を学びます。
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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■ ３．その他のご案内
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★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃■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/regional_hq/chugoku/sme/jgoodtech/index.html
〔四国地域〕
http://www.smrj.go.jp/regional_hq/shikoku/sme/jgoodtech/index.html
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃■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/regional_hq/chugoku/sme/consulting/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。3 月の相談会は次のとおりです。
3 月 12 日(月)
3 月 19 日(月)
3 月 20 日(火)
3 月 22 日(木)
3 月 26 日(月)

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

製造業
貿易実務
貿易実務
製造業
ブランディング構築

http://www.smrj.go.jp/regional_hq/chugoku/sme/overseas_consulting/index.html
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃■広島市産業振興センターからのお知らせ
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【平成 30 年度見本市等出展助成金（前期）の募集について】

広島市内の中小企業者が、見本市・展示会その他中小企業者の販路拡大に
つながる事業に出展する際に必要な経費の一部を助成します。
◆助成対象者
広島市内に主たる事業所を有する中小企業者又は中小企業者が構成員と
なっている組合・研究開発グループ
◆助成対象事業
新技術・新製品の研究開発や創意工夫により実用化・商品化したものを
平成 30 年 4 月下旬から 9 月 30 日までに開催される見本市等に出展する事業
◆助成対象経費
助成対象事業に要する経費のうち、「小間料」「会場整備費」
「カタロ
グ等作成費」
「会場でのアンケート調査費」
「出品物運送費」
◆助成の内容
助成率：助成対象経費の 2 分の 1 以内

助成限度額：20 万円以下

◆申込期間：平成 30 年 2 月 15 日(木)～3 月 9 日(金)
詳細・募集案内ページ
http://www.assist.ipc.city.hiroshima.jp/mihonichi.html
＜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
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
■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
********************************************************************
編集・発行：中小企業大学校 広島校
〒733-0834 広島県広島市西区草津新町 1-21-5
TEL 082-278-4955 FAX 082-278-7201
********************************************************************

