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中小企業大学校広島校のメルマガ担当有田です。 
秋も一段と深まり、広島県を象徴する木のモミジが色づいてきました。 
また、寒さが身にしみる季節となりましたが、皆様お変わりなくお過ごしですか。 
さて、広島校だよりをお送りいたします。どうぞご覧ください。 
 
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 
■ １ － 開講間近です！！お申込みに漏れはありませんか？ 
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 
【No.62】売上向上につなげる Web 活用講座（サテライト・ゼミ in 長門） 
     2022 年 11 月 17 日（木）～18 日（金）＜2 日間＞ 
 https://www.smrj.go.jp/institute/hiroshima/training/sme/2022/ki772s0000001uy3.html 
 
 ＜研修の概要＞ 
 Web サイトを活用した「売れる仕組み」の全体像を理解し、自社の現状を 
 振り返りながら、売上に繋がる Web サイト構築のポイントを学びます。 
 また、Web サイトの効果的な運営方法や営業との連携方法を学び、 
 自社の Web サイトを活用して売上を向上させるための具体的な道筋を考えます。 
 
 ＜会場＞長門市しごとセンター（山口県長門市仙崎 312-1） 
 https://nagato-tsunagu.com/tsunagu 
 
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
【No.42】企業ブランド力強化の考え方・進め方 
     2022 年 11 月 21 日（月）～22 日（火）＜2 日間＞ 
 https://www.smrj.go.jp/institute/hiroshima/training/sme/2022/pcgpup0000005iaa.html 
 
 ＜研修の概要＞ 
 ブランディングの理論と進め方を理解した上で実際に自社のブランディングに 
 取り組むとともに、企業ブランドを新商品開発や人材採用に効果的に活用して 
 いく視点と方法を学びます。 
 
 ＜会場＞中小企業大学校広島校（広島県広島市西区草津新町 1-21-5） 
 https://www.smrj.go.jp/institute/hiroshima/access/index.html 



〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 
■ ２ － サテライト・ゼミのお知らせ（12 月に開講する研修） 
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 
【No.74】ゲームで学ぶ！IT 活用の進め方（サテライト・ゼミ in 鳥取） 
     2022 年 12 月 6 日（火）～7 日（水）＜２日間＞ 
 https://www.smrj.go.jp/institute/hiroshima/training/sme/2022/ki772s0000006e3m.html 
 
 ＜研修の概要＞ 
 最新の技術動向や事例から IT 活用の基本を理解するとともに、ゲーム演習での 
 実践を通して IT 導入プロセスを体感することにより、IT の選択や適正な 
 投資規模の考え方を学んだうえで、自社の IT 活用の検討に取り組みます。 
 
 ＜会場＞鳥取市役所本庁舎（鳥取市幸町 71 番地） 
 https://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1189597043023/index.html 
 
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
【No.65】ゲームで体感しながら学ぶ！！SDGs の考え方・取り組み方（サテライト・ゼミ in 米子） 
     2022 年 12 月 14 日（水）～15 日（木）＜2 日間＞ 
 https://www.smrj.go.jp/institute/hiroshima/training/sme/2022/ki772s000000a5f4.html 
 
 ＜研修の概要＞ 
 SDGs の基本や理念を学べるとともに、その必要性や可能性についてカード 
 ゲームにより体感していただきます。また、自社のありたい姿、解決したい 
 社会課題から、SDGs と事業戦略との結びつきを検討し、企業が持続的に 
 成長する経営のあり方や具体的取り組み策を、演習を交えて考えます。 
 
 ＜会場＞米子商工会議所（米子市加茂町 2-204） 
 https://www.yonago.net/access 
 
 
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 
■ ３ － 中小企業大学校ｗｅｂ校からのお知らせ（12 月に開講する研修） 
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 
 
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 
を実施しております！ 
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！ 
 



■■■おすすめ研修━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
［コース No.64/65］新たな成長テーマの見つけ方・創り方【午前/午後】 
≪内容≫ 
 自社の実態を理解したうえで、これからの市場開拓や製品開発、 
 新事業開発など、自社の新たな柱としての成長テーマについて、経営戦略の 
 基本を学び「成長マトリクス」という手法を活用して検討していきます。 
≪こんな方におすすめ≫ 
 １．経営計画の策定法を学んでみたい方 
 ２．理論を本で読んだことはあるが、使いこなせないと悩んでいる方 
≪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。 
 ▽［コース No.64］2/2（木曜）～2/28（火曜） 9:30～12:30［3 時間×4 回］ 
 https://webeecampus.smrj.go.jp/courses/220064/ 
 ▽［コース No.65］2/2（木曜）～2/28（火曜） 14:00～17:00［3 時間×4 回］ 
 https://webeecampus.smrj.go.jp/courses/220065/ 
 
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 
■ 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！ 
 https://www.smrj.go.jp/incubation/od-plus/room/index.html 
 
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
┃■中小機構中国本部 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！ 
 https://www.smrj.go.jp/regional_hq/chugoku/sme/consulting/index.html 
 
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
┃■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はこちら！ 
 https://www.smrj.go.jp/regional_hq/chugoku/sme/jgoodtech/index.html 
 
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 
■ ５ － 中小機構人材支援部からのお知らせ 
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 
VUCA 時代を乗り越えていく経営陣に向けた研修シリーズ 
  第 4 回 4 つの革命から求められる「トップ営業コミュニケーション」 
 2022 年 11 月 18 日（金）15：00～18：00［3 時間］ 
【研修の概要】 
  デベロッパー勤務時代に見込み客ゼロの大手・上場企業から数百社の新規開拓に 
  成功し、トップセールスを何度も獲得した、株式会社オーシャンズ代表取締役の 
  三井 裕 氏が登壇します。 
  経営者こそ実践すべき、コミュニケーションスキルをご紹介します！！ 
 【受講方法】 
 オンライン受講・見逃し動画受講・リアル会場受講のハイブリッド開催。 
  
  詳細・お申込みはこちら 
 https://www.smrj.go.jp/institute/vuca/ki772s00000036k3.html 
 
 VUCA 時代を乗り越えていく経営陣に向けた研修シリーズについてはこちら 
 https://www.smrj.go.jp/institute/vuca/index.html 
 



〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 
■ ６ － 広島市産業振興センターからのお知らせ 
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
┃■経営セミナー 
┃ 素通りさせない展示会出展 
┃          ～ 商談に結び付くディスプレイ＆デザイン ～ 
┃                         の開催について 
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
価格設定の考え方、設定した価格を実現するための戦略・戦法について 
 
◆対 象 中小企業の経営者・管理者、創業者予定者など 
◆日 時 令和 4 年 12 月 6 日（火曜）14:00～16:00 
◆場 所 合人社ウェンディひと・まちプラザ 北棟５階 研修室Ａ 
◆講 師 川上佳代 氏（有限会社コンセプトワーク 代表取締役） 
◆定 員 25 名（先着順） 
◆受講料 1,000 円 
◆詳細ページ 
 https://www.assist.ipc.city.hiroshima.jp/seminar/post-120.html 
 
(公財）広島市産業振興センター 
中小企業支援センター創業支援担当 児玉 
TEL 082-278-8032  FAX 082-278-8570 
 
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 
 
■中小企業大学校広島校ホームページはこちら 
 https://www.smrj.go.jp/institute/hiroshima/ 
■「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 
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