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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 10 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/
■ ＩＮＤＥＸ ■
◆１－ ＮＥＷＳ ～ 広島校からのお知らせ ～
◆２－ 研修のご案内（2018 年 11 月開講）
◆３－ その他のご案内
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■ １．ＮＥＷＳ ～ 広島校からのお知らせ ～
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃■ブランド力アップ・魅力創りのポイント学ぶ！
┃ ～「売れ続ける関係を創る！企業の魅力の伝え方」研修のご案内～
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
広島校では新規コースとして、企業のブランド力や魅力を高めるポイント
を学ぶ研修「売れ続ける関係を創る！企業の魅力の伝え方」を開講します。
ゲスト講師として『たった一杯で幸せになるコーヒー屋』をコンセプトに
ブランド化に成功し、他社とのコラボレーションでも話題の猿田彦珈琲の
大塚社長を迎え、魅力創りのコツと進め方を学びます。
◆日程：2018 年 11 月 2 日(金)～11 月 3 日(土) ＜2 日間＞
◆講師：高木 陽一郎 氏（株式会社ネイキッド・コミュニケーションズ）
大塚 朝之 氏（猿田彦珈琲株式会社）
◆このような方におすすめ！
・自社のブランド力を高めたい方
・お客様や取引先にもっと自社の強みや魅力を伝えたい方
・ブランド化に成功した企業の事例を学びたい方
コース詳細
http://www.smrj.go.jp/institute/hiroshima/training/sme/2018/frr94k000000epog.html
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃■「ビジログ」サービス開始について
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
中小機構では、中小企業の従業員の皆様を対象に、人手不足解消や生産性
向上など目的別に学習できるコンテンツを提供し、さらに学習履歴や成果

を可視化できる人材育成プラットフォーム「ビジログ」を開始しました。
本サービスは無料でご利用いただけます。ぜひご利用ください。
https://busilog.go.jp/
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■ ２．研修のご案内（2018 年 11 月開講）
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
11 月 14 日(水)～11 月 15 日(木)、12 月 11 日(火)～12 月 12 日(水)
＜インターバル研修・全 4 日間＞
[18-33] 実践!工場の現場改善
http://www.smrj.go.jp/institute/hiroshima/training/sme/2018/frr94k000000es5q.html
【研修の概要】
現場管理者に必要な現場改善の基本技法と実践法を理解し、模擬生産現場
での演習と自社課題の解決演習により、実践力を養成します。
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
11 月 15 日(木)～11 月 16 日(金) ＜2 日間＞
[18-34] 近未来を見据えた営業活動のためのデータ分析
http://www.smrj.go.jp/institute/hiroshima/training/sme/2018/frr94k000000ercl.html
【研修の概要】
自社で有する顧客データ・営業活動データの分析手法や、分析結果の活用
方法を習得し、営業活動の効率化と生産性向上を図ります。
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■その他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/2018/index.html
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■ ３．その他のご案内
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃■中小機構中国本部からのお知らせ
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【新たな自分を発見！創業ワークショップ（廿日市市）】
廿日市市との共催により、今後創業を目指している方や、新しいことを始
めたい想いのある方を対象に、全 3 回のワークショップを開催します。
＜第 1 回＞ 10 月 20 日(土) 13:30～16:30 得意技でつながる仲間づくり術
＜第 2 回＞ 10 月 27 日(土) 13:30～16:30 「やりたいこと」のテーマ探し
＜第 3 回＞ 11 月 10 日(土) 13:30～16:30 ビジネスモデルを見つける

◆会場：廿日市市商工保健会館交流プラザ 1 階（廿日市市本町 5-1）
託児所付き
◆定員：30 名

◆参加費：無料

https://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/soshiki/102/30058.html
-----------------------------------------------------------------【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。10 月の相談会は次のとおりです。
10 月 15 日(月) 中小機構中国本部(広島) ブランディング構築
10 月 16 日(火) 福山商工会議所
ブランディング構築
10 月 22 日(月) 中小機構中国本部(広島) 製造業（アジア・欧米）
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
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【「成功事例でわかる効果的な販売促進」受講者募集】
販促に効果を発揮する、広告宣伝に適した各種媒体について、それぞれの
特徴や傾向、上手な活用方法などを具体的に学びます。
◆日時：2018 年 11 月 7 日(水) 13:00～17:00
◆会場：合人社ウェンディひと・まちプラザ（広島市中区袋町 6-36）
◆講師：佐藤 昌弘 氏（株式会社マーケティング・トルネード）
◆定員：40 名

◆受講料：2,000 円

申込・詳細ページ
http://www.assist.ipc.city.hiroshima.jp/seminar/post-56.html
-----------------------------------------------------------------【創業ワンコインセミナー「小さな会社の魅力が伝わる PR 方法」
】
自社の商品・サービスの特徴を整理し、自社に興味を持ってもらうため
の表現方法について、ワークを交えて分かりやすく解説します。
◆日時：2018 年 11 月 21 日(水) 19:00～21:00

◆会場：合人社ウェンディひと・まちプラザ（広島市中区袋町 6-36）
◆講師：吉田 光宏 氏（PRPH 代表）
◆定員：30 名

◆受講料：500 円

申込・詳細ページ
http://www.assist.ipc.city.hiroshima.jp/seminar/post-54.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
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃■平成 30 年度 KANSEI“感性”サロンのご案内
┃ ～感性価値を高めるモノづくり・サービス向上の最新動向・事例紹介～
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
中国地域創造研究センターでは、質感・色感・風合いなどあいまいな感覚
を科学的に分析して、付加価値の高い商品開発やサービス向上を図る取組
みを紹介する「感性サロン」を開催します。
◆日時：2018 年 11 月 5 日(月) 13:30～17:30
◆会場：ホテルセンチュリー21 広島（広島市南区的場町 1-1-25）
詳細ページ
https://crirc.jp/data/event/2018/09/1002/
＜お問い合わせ先＞
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公益財団法人中国地域創造研究センター 産業創造部 益尾
TEL： 082-241-9941 E-mail： masuo@crirc.jp
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■ 平成 30 年 7 月豪雨による災害に関する被災中小企業対策について
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
平成 30 年 7 月豪雨による災害により被害を受けられた皆様に対しまして、
心よりお見舞いを申し上げます。
-----------------------------------------------------------------◆中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業（グループ補助金）
中小企業がグループを形成して復興事業計画を策定し県の認定を受けた場
合に、グループに参加する事業者が行う施設復旧費用の一部を支援します。
【対象地域：岡山県・広島県・愛媛県】
http://www.chusho.meti.go.jp/201807gouu/2018/180830Ghojyo.htm
-----------------------------------------------------------------◆復興支援アドバイザー制度

主にグループ補助金を活用して復旧・復興しようとしている中小企業者に、
様々な分野のアドバイザーを無料で派遣し、事業再建に向けて支援します。
〔中国地域〕中小機構中国本部 復興支援室
〔四国地域〕中小機構四国本部 復興支援室

電話：082-502-6311
電話：087-811-1752

-----------------------------------------------------------------◆その他の支援策（中小企業向け支援策ガイドブック・リーフレット）
中小企業庁では、平成 30 年 7 月豪雨に対する中小企業向け支援策を府県別に
まとめたガイドブックやリーフレットを作成しています。
http://www.chusho.meti.go.jp/201807gouu/index.html

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
■「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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