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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 9 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 ～
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃■早めの準備で強い会社を引き継ぐ！～事業承継研修のご案内～
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
広島校では、経営者や後継者の方を対象として事業承継をスムーズに進め
るための研修「中小企業の事業承継の進め方」を開講します。
◆日程：平成 28 年 10 月 18 日(火)～平成 28 年 10 月 20 日(木) ＜3 日間＞
◆講師：城所 弘明 氏（城所会計事務所所長 公認会計士・税理士）
◆研修内容
経営トップが事業承継を考え始めた時に行うべきこと、財務・税務・法務
の相続対策の具体的な方法、事業承継計画作成の勘所など、円滑な事業
承継のポイントを学びます。
コース詳細
http://www.smrj.go.jp/inst/hiroshima/list/details2016/093471.html
【関連情報】
-----------------------------------------------------------------＜経営者のための事業承継セミナー(47 都道府県で開催)＞
中小機構では、経営者交代時に活用できる支援施策や事業引継ぎ支援セン
ターの取組みをご紹介する「経営者のための事業承継セミナー」を、中国
四国地域を含む全国 47 都道府県で 9 月下旬から開催します。

詳細・申込ページ
https://28jss.smrj.go.jp/
-----------------------------------------------------------------＜事業承継に関する相談窓口＞
中小機構中国本部では、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。9 月の相談会は次のとおりです。
9 月 15 日(木) 16 日(金) 20 日(火) 27 日(火)
http://www.smrj.go.jp/chugoku/manage/window/exceptional/059988.html
-----------------------------------------------------------------＜事業承継 Q&A＞
中小企業のためのポータルサイト J-Net21 では、中小企業の皆様から寄せ
られる事業承継に関するご質問に、わかりやすくお答えしています。
http://j-net21.smrj.go.jp/well/qa/strategy06/index.html
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
■ ２．研修のご案内（2016 年 10 月開催）
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
10 月 11 日(火)～13 日(木) ＜3 日間＞
[16-24] キャッシュフロー経営を実現するための財務管理手法
～キャッシュフローが現場を変え、強くする！～
http://www.smrj.go.jp/inst/hiroshima/list/details2016/093458.html
【研修のポイント】キャッシュフローをベースに自社の経営改善・体質
強化を図ることを目標に「経営のための会計」を実践的に学びます。
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
10 月 17 日(月)～19 日(水) ＜3 日間＞
[16-26] 中小企業の人事・労務管理の実務
～基礎から学ぶ人事労務管理～
http://www.smrj.go.jp/inst/hiroshima/list/details2016/093460.html
【研修のポイント】採用から退職までの基礎知識や人事管理において発生
する諸問題に対処するための法律知識を、最新の情報を交えて学びます。
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
10 月 25 日(火)～27 日(木) ＜3 日間＞
[16-53] 女性人材の活躍推進ためのキャリアアップ講座
http://www.smrj.go.jp/inst/hiroshima/list/details2016/093472.html

【研修のポイント】各界で活躍中の女性の方を講師に迎え、その体験談や
考え方をローモデルとして、自身のキャリアアッププランを作成します。
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■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
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★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃■中小機構中国本部からのお知らせ
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【中小企業越境 EC マーケティング支援事業に係る補助金‐第 2 期募集‐】
中小機構では、TPP 交渉参加国を主たる対象として新たに越境 EC サイトを出
店又は構築する者に対して、その出店又は構築等に要する経費の一部を補助
する事業を実施します。
◆補助経費
１．越境 EC サイト出店・制作費用
(出店初期費用、サイト制作費、翻訳費、コンテンツ制作費)
２．越境 EC サイトプロモーション費用
◆補助額：補助対象経費の 2/3 以内、上限 100 万円
詳細・申込ページ
http://crossborder.smrj.go.jp/subsidy.html
-----------------------------------------------------------------【「NIPPON QUALITY in FOODEX JAPAN 2017」出展者募集】
中小機構では、
「FOODEX JAPAN 2017」に『NIPPON QUALITY』ブースを出
展し、これから海外展開を目指す中小企業の皆さまや、さらなる海外販路
開拓に取り組む中小企業の皆さまに向け、海外ビジネスの機会を提供する
とともに、万全の支援体制で海外販路開拓をサポートします。
◆開催概要
日程：平成 29 年 3 月 7 日(火)～3 月 10 日(金)
会場：幕張メッセ国際展示場
FOODEX JAPAN 2017 輸出食品～MADE IN/BY JAPAN～ゾーン
◆募集期間：平成 28 年 9 月 16 日(金)締切
詳細・申込ページ
http://nipponquality.smrj.go.jp/foodex/apply/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。9 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) 9 月 9 日(金) 13 日(火) 20 日(火) 26 日(月)
◆岡山会場(岡山商工会議所)
9 月 20 日(火)
◆米子会場(米子商工会議所)
9 月 21 日(水)
http://www.smrj.go.jp/chugoku/manage/window/exceptional/034215.html
-----------------------------------------------------------------【技術・ものづくりに関する相談窓口】
産業技術総合研究所中国センターと連携して、中小企業の皆様の研究開発
・ものづくりにアドバイスを行う相談窓口を開設します。
◆お申込みの都度、相談日を調整します
http://www.smrj.go.jp/chugoku/manage/window/exceptional/059998.html
-----------------------------------------------------------------【金融に関する相談窓口】
日本政策金融公庫広島支店国民生活事業と連携して融資に関する相談窓口
を開設します。
◆お申込みの都度、相談日を調整します
http://www.smrj.go.jp/chugoku/manage/window/exceptional/060006.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。9 月の相談会は次のとおりです。
◆9 月 15 日(木) 16 日(金) 20 日(火)
http://www.smrj.go.jp/chugoku/manage/window/exceptional/035583.html
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃■「印日商工会議所訪問団によるセミナー・交流会」参加企業募集
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
インド南東部に位置するタミル・ナドゥ州チェンナイに本拠を置く印日商
工会議所一行が、インドの投資環境の紹介と日本企業とのビジネス交流を
目的に来日します。
タミル・ナドゥ州は、製造業を中心とした産業基盤が整っているほか、港
湾を有しており、東南アジア各地へのアクセスが容易です。現地企業と直
接交流できる機会ですので、ぜひご活用ください。
◆日程：平成 28 年 9 月 30 日(金) 13:30～15:30
◆会場：リーガロイヤルホテル広島 3 階「音戸」
◆参加費：無料

詳細・申込ページ
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/77/ijcci0930.html
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃■「岡山県しんきん合同ビジネス交流会 フリー商談会」参加企業募集
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
岡山県しんきん合同ビジネス交流会は、
『岡山の元気がここに集合！』を
キャッチフレーズに、企業同士による“商談”と相談機関等との“相談”
を通じて、参加企業の「事業価値の向上」に寄与し、岡山の経済活性化な
らびに地方創生の一助となることを目的として開催します。
◆日程：平成 28 年 9 月 14 日(水) 10:00～16:00
◆会場：コンベックス岡山
詳細ページ
http://shinkin-business.jp/bm12/gaiyou.html
また、交流会では、自社 PR ブースを持たない企業で PR ブース出展企業と自
由に商談いただける「フリー商談会」を開催します。(13:00～15:55)
「フリー商談会」詳細・申込ページ
http://shinkin-business.jp/bm12/freeshodankai.html
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃■「第 15 回ビジネスフェア中四国 2017」出展者募集のご案内
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
中四国地域の製造業者や卸・小売業者の方々を対象とするビジネスマッチ
ングフェア（消費財見本市・商談会）を開催します。
会場には域内をはじめ首都圏や海外を含む多くのバイヤーの来場し、また、
経営相談等に応じる個別相談コーナーがあります。
◆開催概要
日程：平成 29 年 2 月 3 日(金)～2 月 4 日(土)
会場：広島市中小企業会館総合展示館
◆出展申込：平成 28 年 9 月 23 日(金)締切
詳細・申込ページ
http://www.city.hiroshima.lg.jp/keizai/conv/fair/
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃■よろず支援拠点相談会のご案内
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆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/2016/08/-818.html
◆島根県よろず支援拠点 相談会
http://www.joho-shimane.or.jp/org/manage/yorozu/261
◆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/9161/
広島県よろず支援拠点 出張相談会 (三次会場)
https://www.hiwave.or.jp/event/9168/
広島県よろず支援拠点 出張相談会 (三原会場)
https://www.hiwave.or.jp/event/9190/
◆山口県よろず支援拠点 出張相談会
http://yg-yorozu.jp/index.php
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
■ ４．コラム
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
「家内のホコリと家内のシワ」
最近、グリーン上でのパッティングラインが、めっきり読めなくなってきま
した。視力が落ちて来たせいなのか、微妙な凹凸や、長いスケールでの傾斜
の度合い等が読み難くなってきたのです。打った球の落ちどころを、明確に
見極めることも難しくなってきています。白内障かな、とも思いますが、そ
うではなさそうなので、安心はしているのですが・・・。
白内障は、目の一部を構成する水晶体が白っぽく濁ってしまい、視界が暗く
なったり、白っぽく霞んで見えたり、夜間に光が眩しく見えたりする、等の
症状が出る目の病気です。
水晶体は光学系の凸レンズの役目をしています。直径が 9mm 程度、厚さが 4mm
程度の大きさで、近くを見る時は毛様体筋が収縮し、毛様体小帯（水晶体に
繋がっている細い線維）が弛緩することで厚くなります。逆に、遠くを見る
時は毛様体筋が弛緩し、毛様体小帯が引っ張られることで薄くなります。こ
のように、レンズの厚さを変化させて、遠近にピントを合わせることが出来
るようになっています。
本来透明なはずの、この水晶体が濁ってしまうと、水晶体内で光が散乱する
ために、目が霞む、明るいところで眩しくて物が見えにくい、眼鏡をかけて
も見えにくい、等の症状が現れ、結果として視力低下が起きます。
同じ白内障でも、水晶体のどの部分が濁るかによって、症状も違ってきます。
水晶体の表面（光が入る側）が濁る場合は、視力は保たれたままで眩しさと
霞を訴える人が多いのですが、水晶体の後側（眼球の奥に近い部分）が濁る
場合は、視力が低下する症状が出ることが多いそうです。
水晶体の濁りは、水晶体を構成するタンパク質の変性によるものです。この
ようになってしまうのは、加齢によるものが多く（95%以上）
、ある種の老
化現象とも言えます。その他、過度に紫外線を浴びること、ステロイド剤の
長期服用、糖尿病からの併発、等でも引き起こされる、と言われています。
白内障の治療は薬か手術ですが、前者は予防と症状の進行抑制のためで、以
前のような視力が回復するものではありません。後者は日常生活に支障が出
るようになった場合に、以前の視力に戻そうとする目的で行われるものです。
白内障の手術は、濁った水晶体を取り除き、人工の水晶体（眼内レンズ、一
般的にはアクリル素材）に置き換えるというものです。目の一部をえぐり取

られそうで、一見怖そうに思えますが、白内障の手術は年間で 140 万症例もの
件数があり、外科的手術の中ではポピュラーな部類の手術です。手術時間は、
普通 10 分～20 分程度です。日帰り手術が 45%程度、数日の入院手術が 55%程度
の実態となっています。
手術後には、普通は視界が眩しく感じられるようになります。眼内レンズの
方が、水晶体よりも光の透過量が多くなるからです。また、水晶体は、その
人の意志によって、その焦点をコントロールしてピントを調整出来ますが
（遠くでも近くでもピントを合わせて見ることが出来る）
、人工レンズでは
それが出来ません。単焦点眼内レンズを入れた場合では、近くがよく見える
ようなレンズでは、逆に遠くが見えにくく、遠くがよく見えるようなレンズ
では、近くが見えにくくなります。多焦点眼内レンズを入れた場合は、遠く
も近くもピントが合った状態で見ることが出来ます。ただ、治療費が高額で、
保険も適用されません。
ゴルフ仲間に、白内障の手術を受けた者が、何人かいます。パッティングが
手術前と比べて良くなったかというと、そんなに良くなっているようには思
えません。元々、上手な人は、手術後も上手だし、下手な人は、やっぱり下
手です。一方、ショットした後のボールの落ちどころは、しっかりと見えて
いるようです。
「球、どこに行きましたか？」「バンカーに入りましたか？」
「グリーンに載りましたか？」等の、目がよく見えないことから生じる疑問
文を、手術後の彼らから聞くことは、ほとんどなくなりました。
手術を受けた後の旦那の口から出る最初のセリフは、いつも同じです。一つ
は、
「家の中に、こんなにホコリが溜まっていたのか。」です。もう一つは、
「お前の顔には、そんなにシワがあったのか。」です。どちらのセリフも、
奥様にとっては、何ともキツーイ一発ですね。旦那の目は、はっきり見える
よりは、少し曇っていた方が、何事も恙なくいきそうですね。
しかし、日常生活において、視力低下で支障が出て来たと思われたら、早目
に検診を受け、場合によっては手術を受けることをお勧めします。ただし、
くれぐれも手術後の本音のセリフは、奥様には絶対に言わないように、お願
い致します。
中小機構中国本部

チーフアドバイザー（技術担当）山本茂之

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
■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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