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今号より中小企業大学校広島校のメルマガ担当となりました有田です。 
今回は広島校だより 7月号をお送りいたします。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 
https://www.smrj.go.jp/institute/hiroshima/ 
 
■ ＩＮＤＥＸ ■ 
 ◆１－ サテライト・ゼミ in 倉敷（新任管理者研修）の開催が決定しました！ 
 ◆２－ 広島校研修のご案内（2022 年 7月～8 月開講） 
 ◆３－ 中小企業大学校ｗｅｂ校からのお知らせ 
 ◆４－ 中小機構中国本部からのお知らせ 
 ◆５－ その他 
 
 
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 
■ １．サテライト・ゼミ in 倉敷（新任管理者研修）の開催が決定しました！ 
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 
  
中小企業大学校では、大学校施設において実施している研修を「中小企業大 
学校サテライト・ゼミ」として、全国各地の中小企業を支援する機関等と連 
携して校外でも講座を実施しています。 
今回は 10 月に倉敷市内で講座の開催が決まりましたのでご案内いたします。 
  
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
  2022 年 10 月 19 日（水）～2022年 10 月 21日（金）＜3日間＞ 
 
 [22-70] 新任管理者研修（サテライト・ゼミ in倉敷） 
 https://www.smrj.go.jp/institute/hiroshima/training/sme/2022/ki772s0000004kz0.html 
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 【研修の概要】 
  管理者に求められる役割について理解した上で、管理者として必要とな 
  るマネジメントの知識・スキルを学び、自身のリーダーシップ（目標） 
  を設定し、その実現に向けたアクションプランの策定に取り組みます。 
 
 【会場】倉敷商工会館 会議室４・５ 
     （岡山県倉敷市白楽町 249-5） 
 
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
■その他の今後開催予定のサテライト・ゼミについてはこちらをご覧ください。 
 https://www.smrj.go.jp/institute/hiroshima/news/2022/ucigs5000000795h.html 
 
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 
■ ２．広島校研修のご案内（2022 年 7 月～8月開講） 
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 
 
 広島校で実施を予定している講座をご紹介いたします。 
 研修の実施にあたっては、ご来校される方々に安心して研修を受講してい 
 だけるよう、感染症対策を実施してまいります。 
 
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
  2022 年 7月 27日（水）～29日（金）＜3日間＞ 
 
 [22-23] 成果につながる営業のプロセス管理と育成法 
 https://www.smrj.go.jp/institute/hiroshima/training/sme/2022/pcgpup0000005xl9.html 
 
 【研修の概要】 
 適時適切な指導や評価を可能とする営業活動のプロセス管理手法やプロセ 
 ス評価と業績評価とのバランスはどうあるべきかを学ぶとともに、経験の 
 浅い営業メンバーを早期に戦力化する具体的な育成方法について、ケース 
 スタディやロールプレイングを交えながら自社に応用できる力を養います。 
 
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
  2022 年 7月 28日（木）～29日（金）、8月 25日（木）～26 日（金）＜全 4日間＞ 
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 [22-24] 物流業の業務改善講座 
 https://www.smrj.go.jp/institute/hiroshima/training/sme/2022/pcgpup0000004ynl.html 
 
 【研修の概要】 
 運送業の方におすすめの研修です。 
 物流業が直面する以上のような経営環境・課題を踏まえ、コスト・収益の 
 見直しやデジタル活用等による業務改善の進め方について理解するととも 
 に、その成果を自社の業務プロセス等の改善に活かした計画策定を通じて、 
 実践的に学びます。 
 
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
  2022 年 8月 4 日（木）～5日（金）、9月 15 日（木）～16 日（金）＜全 4日間＞ 
 
 [22-25] 実践で学ぶ！営業計画のつくり方 
 https://www.smrj.go.jp/institute/hiroshima/training/sme/2022/pcgpup0000005xo9.html 
 
 【研修の概要】 
 営業部門の管理者におすすめの研修です。 
 マーケティングの基本と営業戦略・営業計画の立て方を理解した上で、 
 インターバル期間に収集した情報を活用し、自社の営業計画の立案とその 
 マネジメントの実践方法、組織的な営業活動の進め方などを学びます。 
 
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
  2022 年 8月 17日（水）～19日（金）＜3日間＞ 
 
 [22-26] 人材育成の考え方・進め方 
 
https://www.smrj.go.jp/institute/hiroshima/training/sme/2022/pcgpup0000005m1a.html 
 
 【研修の概要】 
 中小企業が限られた人材を大切に育てるための視点や手法を理解し、強い 
 組織を作り上げるための人材育成の進め方について、演習や事例を交えて 
 学んだ上で、自社の人材育成プランの立案に取り組みます。 
 
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
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  2022 年 8月 22日（月）～23日（火）＜2日間＞ 
 
 [22-27] デジタル活用の考え方・進め方（広島駅前開催） 
 https://www.smrj.go.jp/institute/hiroshima/training/sme/2022/ucigs50000006bs1.html 
 
 【研修の概要】 
 製造業における IoT や AI などのデジタルツールの活用と今後の技術動向を 
 理解した上で、生産現場への導入の仕方とその効果について学びます。 
 また、先進的に取り組む中小企業の事例を通して、自社でのデジタルツー 
 ル活用の今後を検討します。 
 
 【会場】広島グランドインテリジェントホテル 2階 芙蓉の間 
     広島県広島市南区京橋町 1-4（広島駅南口から徒歩約 3分） 
 
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
  2022 年 8月 24日（水）～25日（木）＜2日間＞ 
 
 [22-28] 健康経営の考え方・進め方（広島市内開催） 
 
https://www.smrj.go.jp/institute/hiroshima/training/sme/2022/pcgpup0000005m4f.html 
 
 【研修の概要】 
 雇用を取り巻く最新事情と働き方の変化を理解した上で、働きやすい職場 
 環境づくりや健康増進、メンタルヘルスケアの重要性について事例を通し 
 て学びます。また、メンタルヘルスケア実践に必要なコミュニケーション 
 や社員自らが行うストレスへの対処法を体得し、自社での今後の取り組み 
 を検討します。 
 
  ※「健康経営」は、NPO 法人健康経営研究会の登録商標です。 
 
 【会場】ＲＣＣ文化センター ７－１２会議室 
     広島市中区橋本町 5-11（広島駅南口から徒歩約 10 分） 
 
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
■その他の広島校研修情報はこちらをご覧ください。 
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 https://www.smrj.go.jp/institute/hiroshima/training/sme/2022/index.html 
 
 
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 
■ ３．中小企業大学校ｗｅｂ校からのお知らせ 
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
┃■中小企業大学校のオンライン研修「WEBee Campus（ウェビーキャンパス）」 
┃                 https://webeecampus.smrj.go.jp/ 
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
中小企業大学校 web 校では、中小企業のための少人数制オンライン研修 
【WEBee Campus】を運営しております！ 
研修は 1回 3 時間。講師と対話しながらの実践的な演習を自宅や職場から受講 
できます。 
広島校の研修と合わせて、オンラインでの研修もぜひご活用ください！ 
 
今回は 8、9月に開講するオススメのコースをご紹介します！ 
 
■□□おすすめコース【１】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
［コースNo.67］事業再構築の視点で考える事業戦略 
☆内容☆ 
 コロナ禍で事業が大きな影響を受ける中、既存事業の見直しにより 
 ニューノーマル時代に適合させる「事業再構築」の取り組みが求められて 
 います。 
 この研修では「新分野展開」や「事業展開」の可能性を考える手順につい 
 てケーススタディを交えて学びます。 
 
☆こんな方にオススメ☆ 
 ・コロナ禍を契機に自社の事業を再定義したい方 
 ・ニューノーマルへの変化に適合した事業戦略を検討したい方 
 
☆開催期間☆ 
 ▽8/3（水曜）～8/24（水曜）14:00～17:00［計 4 回、12 時間コース］ 
 https://webeecampus.smrj.go.jp/courses/220067/ 
 

https://www.smrj.go.jp/institute/hiroshima/training/sme/2022/index.html
https://www.smrj.go.jp/institute/hiroshima/training/sme/2022/index.html
https://webeecampus.smrj.go.jp/courses/220067/
https://webeecampus.smrj.go.jp/courses/220067/


■■□おすすめコース【２】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
［コースNo.54・55］リモート・マネジメント力強化講座 
☆内容☆ 
 ウィズコロナ時代の新しい働き方の中で管理者に求められるリモート・ 
 マネジメントについて、仕事の割り当てと進捗管理、チーム内のコミュニ 
 ケーションを円滑に行うためのオンライン活用方法などを実践的に学びます。 
 
☆こんな方にオススメ☆ 
 ・リモートワーク、出社勤務併用の働き方を前提とした職場管理のあり方 
  や仕事の割り当て進捗管理方法について学びたい方 
 ・合意形成や意思決定を効果的に行う生産性の高いオンライン会議を開催 
  したい方 
 
☆開催期間☆ 
 午前・午後の２コースのうち、ご都合の合う時間帯のコースをお選びください。 
 ▽ 8/4（木曜）～8/26（金曜） 9:30～12:30 ［計 4 回、12時間コース］ 
 https://webeecampus.smrj.go.jp/courses/220054/ 
 ▽ 8/4（木曜）～8/26（金曜）14:00～17:00 ［計 4 回、12時間コース］ 
 https://webeecampus.smrj.go.jp/courses/220055/ 
 
 
■■■おすすめコース【３】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
［コースNo.108］効果的な展示会・商談会用営業ツールのつくり方【午前】 
☆内容☆ 
 商談相手に購買意欲をかきたてるための準備や、訴求力の高い展示方法、 
 強みを伝える営業ツール作成のコツなどを学びます。 
 さらに、展示会や商談会で自社製品や技術をアピールする営業ツールを 
 作成したうえで、商談を念願においたプレゼンテーションの演習にも取り 
 組みます。 
 
☆こんな方にオススメ☆ 
 ・訴求力の高い展示方法を身につけ、強みを伝える営業ツールを作成したい方 
 ・顧客のニーズを捉えた、効果的なプレゼンテーションをしたい方 
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☆開催期間☆ 
 ▽9/1（木曜）～9/21（水曜） 9:30～12:30［計 4 回、12 時間コース］ 
 https://webeecampus.smrj.go.jp/courses/220108/ 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
※いずれのコースも先着順となりますので、お早めにお申込みください 
 
 
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 
■ ４．中小機構中国本部からのお知らせ 
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
┃■岡山大インキュベータ（中小機構の中四国唯一のインキュベータ） 
┃ 入居企業の募集！（岡山大学・津島キャンパス内に、貸研究室を持ちませんか！） 
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
岡山大インキュベータ（岡山市北区）では、新技術・新製品の開発に取り組 
むベンチャー企業等に、賃貸でラボ仕様の居室を提供しています。 
当施設には、インキュベーションマネージャーが常駐し、入居企業と岡山大 
学や地元企業とのマッチングなど、様々な支援を行っています。 
現在、入居企業の募集を行っていますので、お気軽にお問合せ下さい。 
 
詳細はこちらから 
 https://www.smrj.go.jp/incubation/od-plus/room/index.html 
 
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
┃■中小機構中国本部 7 月の経営アドバイス 
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
「中小機構 中国本部」では、経営上の課題を相談出来るアドバイスコーナ 
ーを設け、経験豊富な専門家が相談に応じています。 
中小機構中国本部(広島)と岡山大インキュベータ（岡山）に開設している他、 
オンラインでのご相談も可能な場合がございますので、お気軽にご連絡下さい。 
 
お申込み・詳細はこちらから 
 https://www.smrj.go.jp/regional_hq/chugoku/sme/consulting/index.html 
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★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
┃■ビジネスマッチングシステム『J-GoodTech』登録企業の募集 
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
J-GoodTech(ジェグテック)は、国(経済産業省)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] 
会員登録いただきますと、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、是非ご利用ください！ 
 
ジェグテックの詳細や会員登録の申込手続きについては、以下先をご覧下さい。 
 https://www.smrj.go.jp/regional_hq/chugoku/sme/jgoodtech/index.html 
 
 
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 
■ ５．その他 
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
┃■広島弁護士会からのお知らせ 
┃ 『モメない！損しない！事業承継のコツ 
┃   （ひまわりほっと講演・無料相談会）』を実施します。 
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
『モメない！損しない！事業承継のコツ（ひまわりほっと講演・無料相談会）』 
 日時：2022年 7 月 22日（金）13:00～16:10 
 場所：会場受講（広島弁護士会館）/ オンライン（Zoom） 
 内容：事業者の方を対象に、実務に長けた弁護士と税理士が対談形式で事 
    業承継のコツを伝授等するとともに、事業承継に関する無料相談会 
    を実施します。 
    事業承継を検討されているものの、何から始めればよいか分からな 
    い方、円滑な事業承継を実現したい方など、お気軽にご参加ください。 
    お申し込み、詳細は以下のサイトをご覧ください。 
 
    https://www.hiroben.or.jp/event_post/2326/ 
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★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
┃■公益財団法人広島市産業振興センターからのお知らせ【１】 
┃ 令和４年度「いい店ひろしま顕彰事業」審査対象店舗の募集 
┃    <いい店ひろしま顕彰事業実行委員会> 
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 https://www.assist.ipc.city.hiroshima.jp/iimise/index.html 
  
 いい店ひろしま顕彰事業実行委員会では、店舗演出や接客などが優秀で、 
 地域に根づき親しまれている小売店舗を「いい店ひろしま」として表彰 
 します。 
 表彰店舗は、実行委員会（実施主体）のホームページや広報紙へ掲載し 
 幅広くＰＲします。 
 
・実施主体：（公財）広島市産業振興センター/広島商工会議所/広島市/ 
       広島市商工会連絡協議会 
 
・対象店舗：広島市内の中小企業者が営む小売店舗（飲食・サービス業の 
      店舗は対象外）で、次のいずれにも該当する店舗 
 
      1.店舗が広島市内に立地していること 
      2.市税を滞納していないこと 
      3.平成 30年度から平成 31 年度までに表彰を受けていないこと 
      4.事業開始（開店）から 1 年以上経過していること（応募締切 
       時点）など 
 
・募  集：応募申込書に必要事項を記入のうえ、店舗の写真（外観と内装 
      部分各１枚）を添付し、応募受付先に郵送又は持参 
      ※応募申込書は、広島市各区役所、広島商工会議所、広島市内 
       各商工会で配布するほか、広島市中小企業支援センターホー 
       ムページからもダウンロードできる。 
 
・募集期間：令和 4 年 6月 15 日（水）～7月 29日（金）17 時 15分必着 
 
・審  査：審査は市民等投票、1 次（当財団等の職員等）、2次（学識経験者等 
      の専門審査員）で実施 
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・表  彰：1.表彰店数  10 店舗程度 
      2.表彰方法 表彰状及び記念品の贈呈 
      3.表彰時期  令和 5年 1月（予定） 
 
・問合せ先：いい店ひろしま顕彰事業実行委員会事務局 
     （公財）広島市産業振興センター中小企業支援センター 
 
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
┃■公益財団法人広島市産業振興センターからのお知らせ【２】 
┃ オンラインセミナー「お客様が思わず手に取ってしまうマーケティングセミナー 
┃ ～行動経済学で売上アップを実現！～」受講者募集！ 
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
すぐに活用できる具体的なマーケティング手法を、近年注目を集め既に多くの 
場面で応用されている行動経済学の理論の活用事例をもとに学ぶ。 
  
・日 時 令和 4年 9 月 8 日（木）14:00～16:00 
・形 式 オンラインセミナー（Ｚｏｏｍを使用）  
・講 師 今井 進太郎 氏（グローカルマーケティング株式会社代表取締役） 
・受講料 1,000 円（銀行振込） 
・詳細ページ 
 https://www.assist.ipc.city.hiroshima.jp/seminar/post-116.html 
 
・申込方法 広島市中小企業支援センターホームページから申し込む 
・申込期間 7 月 15 日（金）～8月 29日（月） 
・問合せ先 
  （公財）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 
 
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 
 
■「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。 
 https://www.smrj.go.jp/institute/hiroshima/contact.html 
 
******************************************************************** 
 編集・発行：中小企業大学校 広島校 
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