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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 8 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/inst/hiroshima/
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■ １．ＮＥＷＳ ～ 広島校からのお知らせ ～
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★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃■受講料助成制度のご案内
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
広島校の研修を受講するにあたり、国の助成制度の他、地方自治体・商工
会議所・商工会等においても受講料助成制度を設けている場合があります。
今年度より新たに制度を創設した自治体もありますので、研修を受講され
る前に確認し、ぜひご活用ください。
http://www.smrj.go.jp/inst/hiroshima/aid/000657.html
※詳細は各実施主体にお問い合わせください。
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃■「営業管理者養成コース(第 15 期)」受講者募集中！
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
広島校は、営業管理者として必要な知識を体系的に学び、業績向上に向け
て主体的にマネジメントができる管理者を養成する「営業管理者養成コー
ス」を開講します。
◆日程：平成 28 年 10 月 4 日(火)～平成 29 年 1 月 13 日(金)
＜3 日間×4 回・全 12 日間＞
◆講師：山崎
川上
藤田
鮫島

良一（山崎マーケティングコミュニケーション 代表）
正人（株式会社流通プランニング研究所 代表取締役）
悠久雄（有限会社ウェーブ 経営コンサルタント）
宗哉（株式会社鮫島宗哉事務所 代表取締役）

◆カリキュラム構成
○営業管理者の役割と必要な基礎知識 ○営業戦略の策定
○営業活動計画の策定と改善 ○部下の指導育成 ○ゼミナール
コース詳細
http://www.smrj.go.jp/inst/hiroshima/list/details2016/093457.html
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■ ２．研修のご案内（2016 年 9 月開催）
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9 月 27 日(火)～29 日(木) ＜3 日間＞
[16-21] 成果を上げる実践的仕事管理術
～プロジェクトマネジメントの技法により段取り力を強化する～
http://www.smrj.go.jp/inst/hiroshima/list/details2016/093455.html
【研修のポイント】プロジェクトマネジメントに基づいた管理技術を学び、
あらゆる局面で応用の利く仕事の効率的・効果的な進め方を身に付けます。
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9 月 28 日(水)～30 日(金) ＜3 日間＞
[16-22] リードタイム短縮のための生産管理手法
～工程改善のための具体的な方策を探る～
http://www.smrj.go.jp/inst/hiroshima/list/details2016/093456.html
【研修のポイント】適切な納期の実現を目指して生産計画から統制に至る
工程管理手法を学び、自社演習により実践的な工程改善手法を習得します。
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■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/inst/hiroshima/list/details2016/index.html
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■ ３．その他のご案内
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃■「新価値創造展 2016」でチャンスを掴む！【出展募集中】
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
中小機構は、日本全国のやる気のある中小企業の販路開拓を応援するため、
ビジネスマッチングの機会となる「新価値創造展 2016」を開催します。展
示会を通して、新たな販路を開拓しませんか？
◆出展のメリット
○ウェブ展示会にも同時出展 ○海外とつながる！ ○安価な出展料設定
◆開催概要
日程：平成 28 年 10 月 31 日(月)～11 月 2 日(水)

会場：東京ビッグサイト 東 2・3 ホール
出展申込：平成 28 年 8 月 25 日(木) ※第 3 次締切
詳細・申込ページ
http://shinkachi.smrj.go.jp/tokyo/2016/outline/
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃■中小機構中国本部からのお知らせ
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【「タイビジネス商談会＠岡山」のご案内】
中小機構は、タイ投資委員会本部産業連携促進ユニットと共催で、タイビ
ビジネス商談会を開催します。
タイ企業との商談会の他、中小機構及びタイ投資委員会の相談デスクも設
置しております。全席に通訳が配置されており、日本語での商談が可能で
す。タイへの進出、連携をご検討の方はこの機会にぜひご参加ください。
◆日時：平成 28 年 9 月 15 日(木) 10:00～13:10
◆場所：おかやま未来ホール (イオンモール岡山 5 階)
詳細・申込ページ
http://www.smrj.go.jp/ceo/ceo-thai/
※福岡会場(9 月 13 日)、姫路会場(9 月 16 日)へのお申込みも可能です
お問い合わせ先 タイビジネス商談会運営事務局
TEL： 03-6416-8670／080-9286-6818 E-mail： ceo-thai@shinnwa.jp
-----------------------------------------------------------------【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。8 月の相談会は次のとおりです。
◆広島会場(中小機構中国本部) 8 月 5 日(金) 9 日(火) 23 日(火)
◆福山会場(福山商工会議所)
8 月 17 日(水)
◆岡山会場(岡山大インキュ)
8 月 18 日(木)
http://www.smrj.go.jp/chugoku/manage/window/exceptional/034215.html
-----------------------------------------------------------------【事業承継に関する相談窓口】
事業承継にお悩みの中小企業の皆様のための相談窓口を開設します。8 月
の相談会は次のとおりです。
◆8 月 4 日(木) 8 日(月) 10 日(水) 16 日(火) 23 日(火)
http://www.smrj.go.jp/chugoku/manage/window/exceptional/059988.html
-----------------------------------------------------------------【エンジェル税制に関する相談窓口】
エンジェル税制による資金調達を検討中のベンチャー企業の皆様への支援

として、税理士、公認会計士がキャッシュフロー計算書作成のアドバイス
を行う相談窓口を開設します。8 月の相談会は次のとおりです。
◆8 月 4 日(木) 10 日(水) 16 日(火)
http://www.smrj.go.jp/chugoku/manage/window/exceptional/035583.html
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃■「ラオス・ベトナム投資セミナー」(広島会場)のご案内
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
日本貿易振興機構(JETRO)は、企業の投資先として注目を集めるベトナム
およびラオスの経済ビジネス環境を紹介する投資セミナーを開催します。
◆日時：平成 28 年 9 月 13 日(火) 13:30～16:00
◆場所：中小機構中国本部

会議室

申込・詳細ページ
https://www.jetro.go.jp/events/bda/0aba461abbc218cd.html
※福岡会場(9 月 5 日)へのお申込みも可能です
お問い合わせ先 日本貿易振興機構(JETRO)ビジネス展開支援課
TEL： 03-3582-5235 E-mail： bda@jetro.go.jp
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃■広島市産業振興センターからのお知らせ
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【「目からウロコ！イメージで理解できる 決算書の見方」受講者募集】
財務分析の知識は、ビジネスパーソンにとって、理解しておきたい知識の
ひとつです。このセミナーでは、会社の通信簿ともいえる決算書の見方に
ついて学びます。また、演習を行うことで、より実践的な財務分析の手法
を学んでいきます。
◆日時：平成 28 年 8 月 23 日(火) 10:30～16:30
◆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：熊野 留美子 氏（熊野税理士事務所所長）
申込・詳細ページ
http://www.assist.ipc.city.hiroshima.jp/seminar/post-24.html
-----------------------------------------------------------------【「創業アカデミー1」受講者募集】
「7 人のプロが教える 起業するために知っておくべきこと」
創業のための基本的な考え方と事業内容を具体化する手法、マーケティン
グ、財務の基礎等について講義と演習を行います。
◆日時：平成 28 年 9 月 25 日、10 月 2 日、10 月 16 日、10 月 23 日
（全 4 回・いずれも 9:30～16:30）
◆会場：広島市立中央図書館 3 階セミナー室（広島市中区基町 3-1）

◆講師：西原
古土
藤田
田岡
川上
上田
石原

裕 氏（株式会社創研）
慎一 氏（ふるど印刷）
悠久雄 氏（有限会社ウェーブ）
美江 氏（一般社団法人ひろしまドリームマップ協会）
正人 氏（株式会社流通プランニング研究所）
真一 氏（上田経営コンサルティング事務所）
正人 氏（税理士法人広島パートナーズ）

詳細ページ
http://www.assist.ipc.city.hiroshima.jp/seminar/post-25.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 FAX： 082-278-8570
E-mail： assist@ipc.city.hiroshima.jp
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃■岡山県よろず支援拠点セミナーのご案内
┃ 「AMAZON 輸出～あなたの HP はブランド認定に耐えられますか？」
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆日時：平成 28 年 8 月 23 日(火) 13:30～15:30
◆場所：テクノサポート岡山

研修室（岡山市北区芳賀 5301）

◆対象者：amazon を利用して海外販売を考えている岡山県内中小企業･小規
模事業者及びウェブデザイン会社やオンライン販売を行ってい
る企業、また今後オンライン販売を予定している企業等
申込・詳細ページ
http://www.optic.or.jp/yorozu/?cat=3
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃■山口県よろず支援拠点ミニセミナーのご案内
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本セミナーでは、普段相談対応を行っている専門スタッフが、得意分野か
ら中小企業に有益なテーマを取り上げて解説します。
◆日程・会場 ※いずれも 14:00～16:00
8 月 9 日(火)：防府会場（デザインプラザ HOFU）
8 月 23 日(火)：萩会場（萩市民館）
9 月 13 日(火)：宇部会場（山口県産業技術センター）
9 月 27 日(火)：柳井会場（柳井市文化福祉会館）
◆内容：1．山口県よろず支援拠点の現状と計画について
2．経営革新計画のメリットと作成方法について
3．融資の交渉を円滑に進める方法
4．質疑応答
申込・詳細ページ
http://yg-yorozu.jp/index.php/sminars/sminars-21-21-2-21-2-23/
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

┃■よろず支援拠点出張相談会のご案内
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆鳥取県よろず支援拠点 ビジネス情報相談会 (鳥取県立図書館連携)
http://www.library.pref.tottori.jp/event/2016/07/-721.html
◆岡山県よろず支援拠点 出前よろず支援拠点
http://www.optic.or.jp/yorozu/?page_id=385
◆広島県よろず支援拠点 福山サテライト
https://www.hiwave.or.jp/news/8849/
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
■ ４．コラム
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
「下町ロケットの弁護士と話してみませんか」
前回、前々回とグローバル化、オープンイノベーションの話題を続けて情報
提供しました。しかしながらどれも WEB 動画や冊子から学ぼうというもので、
直接専門家の話を聞くよりは伝わりにくい。そこで今回は直接対話する機会
を頂きました。
特許庁は、知的財産活用企業のすそ野を広げること、また出願人等ユーザー
の利便性向上などの知的財産に関する施策を推進することを目的として、広
島を皮切りに九州、近畿、中部の各拠点都市において、「巡回特許庁」を開
催いたします。
◆「巡回特許庁 in ひろしま」 開催期間：平成 28 年 8 月 29 日(月)～31 日(水)
申込・詳細ページ
http://www.jiii.or.jp/h28_jyunkai/chugoku
この「巡回特許庁 in ひろしま」では、セミナーやテレビ面接審査のデモン
ストレーション、模擬審判廷による口頭審理の実演、今すぐ活用したい各種
施策・事業の PR 展示等、様々なイベントを実施します。
注目は、8 月 30 日(火)14:30～17:30 の予定で開催される、知的財産をビジネス
に活用する方法をテーマとするセミナーです。
セミナーでは、中小ベンチャー企業が抱える様々な知的財産の問題・課題に
対して事例を交えて対処法や支援施策等を紹介する動画：知財 WEB セミナー
『もうけの花道』の制作の思いや使い方についての、制作者から直接伝える
パネルディスカッションを行います。知財 WEB セミナー『もうけの花道』は、
様々なビジネスリスクに対応する活用カリキュラムの編集を進めており、例
えば、展示会に出るときの抑えるべきポイントや必要な準備などを、関連す
るいくつかの映像を体系立てて閲覧者が学び、社内研修や社員教育に教材と
して活用しやすくするための準備を進めています。
『もうけの花道』
http://www.chugoku.meti.go.jp/ip/seminar.html
この教材をいち早く披露するとともに、ビジネスにつながる活用方法や制作
秘話を、楽しくお役に立つよう、本コラム執筆者の桑原が講演させていただ
きます。そしてこのセミナーのパネルディスカッションでは、直木賞を受賞

しテレビドラマにもなった『下町ロケット』のストーリー中で、知財戦争に
打ち勝つ神谷弁護士のモデルとなった弁理士の鮫島正洋氏をお招きして、漫
談させていただきます。ぜひぜひご参加ください。
【知財活用セミナー・パネルディスカッション】※参加無料／要予約
◆日時：平成 28 年 8 月 30 日(火) 14:30～17:30

◆定員：200 名

◆会場：リーガロイヤルホテル広島 3 階「宮島」(広島市中区基町 6-78)
◆テーマ：知的財産をビジネスに活用する方法
◆内容：社会が多様化し、グローバル化が加速するなかで、特許権をはじ
めとする知財の活用の仕方も変わりつつあります。
「経営戦略」
や「技術開発戦略」と結びついた「攻めの特許」を持つことの意
味、そしてビジネスに活かす方策を明らかにします。
◆プログラム
○中国地域における知財施策等の現状報告
○『もうけの花道』コンテンツ紹介
○基調講演
テーマ：下町ロケットの弁護士が語る～ビジネスに活かす知的財産～
講師 ：鮫島 正洋 氏（内田・鮫島法律事務所代表パートナー弁護士）
○パネルディスカッション
テーマ：関係者がホンネで語る!『もうけの花道』制作マル秘エピソード
内容 ：『もうけの花道』関係者が一同に会し動画の企画から制作まで
の知られざる裏話を公開します。事業概要や動画視聴のポイン
ト、今後の展望など関係者が制作にかける熱い想いを語ります。
○知財関係者交流会(講師との対話) ※参加費：3,000 円／要予約
8 月末は、ビジネスリスク対策に役立つ知財情報で暑気払い。ぜひご来場くだ
さい。
ビジネスは知財と共に。
中小機構中国本部

チーフアドバイザー（知財担当）桑原良弘

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
■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/inst/hiroshima/form/003995.html
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