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中小企業大学校広島校メルマガ担当の渡邊（わたなべ）です。
広島校では、引き続き感染症対策に取り組みながら研修を実施しております。
今回は広島校だより 10 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－ 広島校の新型コロナウイルス感染症対策について
◆２－ 広島校研修のご案内（2021 年 10 月～12 月開講）
◆３－ サテライト・ゼミを開催します！（長門・米子・福山）
◆４－ 中小機構中国本部からのお知らせ
◆５－ その他
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
■ １．広島校の新型コロナウイルス感染症対策について
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
広島校では、受講者の皆様に安心してお過ごしいただけるよう、感染症
対策を実施し、研修を行っております。
詳しくは、下記ページをご覧ください。
（PDF ファイルで校内の様子もご覧いただけます。）
https://www.smrj.go.jp/institute/hiroshima/news/2021/favgos000000xd8h.html
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
■ ２．広島校研修のご案内（2021 年 10～12 月開講）
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
今後、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。
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
10 月 19 日（火）～21 日（木） ＜3 日間＞
[21-35] 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/2021/favgos0000017gqg.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。
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
11 月 2 日（火） ＜1 日間＞

※リモート（ZOOM）受講も可能です！

[21-51] 心理学を活用した組織づくりとお客様づくり
https://www.smrj.go.jp/institute/hiroshima/training/sme/2021/favgos000001p4uf.html
【研修の概要】
仙台校の人気研修を広島校で初開催！手軽に実践できる心理学の手法を
活用した「社員やお客様に愛される組織づくり」を学びます。
本講座については来校が難しい方はオンライン（ZOOM）での受講も可能です。
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
11 月 9 日（火）～10 日（水） ＜2 日間＞ ※島根県松江市開催！
[21-60] ゲームで学ぶ！IT 活用の進め方（島根県開催）
https://www.smrj.go.jp/institute/hiroshima/training/sme/2021/favgos000001obeg.html
【研修の概要】
自社に IT の導入を検討していきたい方、もしくは既に導入しているもの、
IT 活用に課題を抱えている方におすすめの研修です。
IT 導入プロジェクトを模したビジネスゲーム演習を通して、自社での IT の
導入や活用について考えます。
【会場】
テクノアークしまね 本館 4 階 大会議室
（島根県松江市北陵町 1 番地）
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
12 月 2 日（木）～3 日（金）＜2 日間＞
[21-40] デジタル活用の考え方・進め方
https://www.smrj.go.jp/institute/hiroshima/training/sme/2021/favgos0000016o6r.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。
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■その他の広島校研修情報はこちらをご覧ください。
https://www.smrj.go.jp/institute/hiroshima/training/sme/2021/
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
■ ３．サテライト・ゼミを開催します！（長門・米子・福山）
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
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。
広島校では現在、下記コースの開催が決定しており、受講者を募集していま
す。ぜひ受講をご検討ください。
https://www.smrj.go.jp/institute/hiroshima/news/2021/favgos000001kfup.html
・
【山口県長門市開催】
「近未来を見据えた営業活動のためのデータ分析」（10 月 14 日（木）～15（金）
）
・
【鳥取県米子市開催】
「新任管理者研修」
（12 月 7 日（火）～9 日（木））
・
【広島県福山市開催】
「社内を活性化する IT 活用講座」
（2022 年 1 月 12 日（水）～13 日（木）
）
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
■ ４．中小機構中国本部からのお知らせ
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃■ 海外展開オンラインセミナー開催のご案内
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■名称 海外展開オンラインセミナー
「ウィズコロナ時代の海外展開 -企業が知っておくべきニューノーマル戦略-」
■日時 2021 年 11 月 4 日（木）13 時 30 分～16 時 20 分
■形式 Zoom 開催
■対象 海外展開を検討している中小企業、すでに取り組まれている中小企業
■主催 中小企業基盤整備機構中国本部
■共催 岡山商工会議所

■詳細・お申込はこちらから（参加無料）↓
https://www.smrj.go.jp/regional_hq/chugoku/event/2021/favgos000001r50l.html
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃■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、賃貸でラボ仕様の研究室を提供しています。
インキュベーションマネージャーが常駐し、入居者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
Facebook
https://m.facebook.com/smrj.okainc/
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃■中小機構中国本部 10 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
http://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については、以下先をご覧下さい。
http://www.smrj.go.jp/regional_hq/chugoku/sme/jgoodtech/index.html
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
■ ５．その他
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃■公益財団法人広島市産業振興センターからのお知らせ
┃ ～セミナー「
「働き方改革」を超える「働きがい改革」とは？」
┃

の開催について～

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
今回のセミナーでは、働き方の変化に伴い、従業員が働きがいを感じられ
るようにするためにどのような取り組みが必要かについて学びます。
◆対 象 中小企業の経営者・管理者など
◆日 時 令和３年１１月１８日（木）１４：００～１７：００
◆会 場 合人社ウェンディひと・まちプラザ
北棟６階マルチメディアスタジオ
広島市中区袋町６番３６号
※今後の新型コロナウイルス感染拡大状況によっては、オンライン
での開催に変更する可能性もございます。
最新情報はホームページをご確認ください。
◆講 師 寺澤 慎祐 氏（株式会社サンクイット

代表取締役）

◆定 員 ２５名（先着順）
◆受講料 １，０００円
◆申込・詳細ページ
https://www.assist.ipc.city.hiroshima.jp/seminar/post-99.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。
https://www.smrj.go.jp/institute/hiroshima/contact.html
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