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彩都ヒルズクラブ通信
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△
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
彩都ヒルズクラブ通信：会員様同士の活発な情報交換のために、月に 1 回
お届けしております。
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★
第 8 回一般社団法人彩都ヒルズクラブ社員総会を開催いたします！！
【日程】2014 年 6 月 25 日（水）
14：00～14：20

社員総会

14：30～15：30

総会特別講演：当クラブ副理事長

15：30～16：30

彩都 LSP 10 周年記念 プレゼンテーション大会

森下竜一

（大阪大学大学院医学系研究科 教授）
彩都で成長した企業によるプレゼンテーション
（ジーンデザイン、ジェイテック）
新規入居企業・立地企業によるプレゼンテーション
（クマリフト、ソフセラ、BioLegend Japan、BMT ハイブリッド）
16：30～17：30
【場所】

交流会

彩都バイオヒルズセンター2 階

会議室

ご案内を先週金曜日発送しています。お手数で恐縮ですが、ご出欠票のご返信、
宜しくお願いいたします。
☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆
☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆
【ホームページアドレス変更のお知らせ】
2014 年 5 月 1 日（木）より、彩都ヒルズクラブのドメインを変更するため、ホーム
ページアドレスなどが変わりました。
一般向け HP： http://www.saitohills.com
会員専用サイト HP：https://www.saitohills.com/member/home.html
お問い合わせメールアドレス：info@saitohills.com
☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆
★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★
会員様の活動報告を本メルマガに掲載させていただく事が可能です。
ご希望の会員様は会員企業様の宣伝広告を含めた活動内容等（事業提携の希望や
新製品の開発や販売）を 500～1,000 字程度でご紹介させていただきます。
ルールは「他社の誹謗中傷はしない」、「公序良俗には反しない」だけです。
ご希望の方は事務局までご連絡下さい。
事務局

連絡先：info@saitohills.com

☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆
+-+ ＣＯＮＴＥＮＴＳ +-+
【1】会員エッセイ
【2】助成金・イベント・セミナー等のお知らせ（各種団体の案内転載・再掲含む）
【3】編集後記
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【1】会員エッセイ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
私は彩都友紘会病院で開設当初より勤務し、現在、医療技術部と検診センター
を担当しております福西です。どうぞよろしくお願い申し上げます。
彩都友紘会病院は、2007 年 8 月にこの彩都の地で診療を開始しました。友紘会
グループとしては、初のがん治療を目的とした大阪府認可のがん診療拠点病院
です。
がん治療を目的とした病院は他にもありますが、当時民間では西日本初の取り
組みでした。
死因のトップである「がん」で苦しむ、いわゆる「がん難民」といわれる多く
の患者様を救うことが彩都友紘会病院に課せられた任務であります。
当院では、がんの治療はもとよりがんの進行で苦しむ患者様の痛みを和らげ、
少しでもがんとの闘いに向かう気持ちを支援するための緩和ケア病棟も備え、
さらに「できるだけ切らずにがんを治療する」をコンセプトに放射線治療、
化学療法、血管内治療そして温熱治療を行っています。放射線治療装置はこの
病院のメイン
ともいえる治療戦略のための重要な装置であることから、当院クラスの病院
では珍しく 2 機の装置を導入しています。この放射線治療装置では IMRT（強度
変調放射線療法）や IGRT（画像誘導放射線治療）といった高度な照射も行って
おります。
また、温熱治療はその名称の通り、体を温めることで治療を行う特殊な治療法
です。
この治療のみでは治療効果は弱いですが、副作用は全く無く化学療法や放射線
治療と併用することでそれらの治療効果を促進させることができます。その他、
自己免疫力のアップや、痛みを和らげる緩和効果もあり、がんの集学的治療の
1 つとして重要な役割を担っています。
そしてもう 1 つ当院には重要な役割があります。
検診によるがんの早期発見です。進行したがんの治療は高度な治療技術と長い
時間を要し、場合によっては治療が出来ない場合もあります。その反面、初期
のがんほど軽微な治療が可能となります。自覚症状がない場合でもある程度の
間隔でがん診療中心の人間ドックを受診して頂くことで、初期のがんを発見し
完治に繋げたいと願っております。
そこで、当院の人間ドックの特徴を 2 つご紹介しておきます。
1 つ目は、当院は病院診療用に導入された高度な医療機器を人間ドックに併用し、
放射線科専門医が綿密な画像読影を行っていることです。そのためレベルの高い
診断と詳細な結果報告書をお渡しできるようになっております。その反面、１日
の受診者数は診療の妨げとならないよう数名となっています。少数の受診者の
方々を丁寧に診察する事が当院人間ドックのコンセプトです。
またもう 1 つはがんの専門病院で行う人間ドックであることです。つまりもし
不幸にもがんが見つかった場合には、速やかに治療に繋げることが可能です。
手間な医療機関への紹介や、検査データ・画像の持ち運びは不要です。
最後に、当院は総合病院ではありませんので、重度な外傷・骨折あるいは心臓・
脳血管障害などの循環器系疾患などは診療できません。それ以外の内科系疾患は
対応できる場合がありますのでお電話にてお問い合わせ頂ければご回答します。
彩都友紘会病院は、今年 9 月に設立 8 年目を迎えます。開設時にはまばらだった
彩都の町並みにも多くの建物が立ち並び、彩都西駅には通勤・通学の人々も増え
てまいりました。
自然との調和が美しいこの町で、がんの診断・治療にスタッフ全員が連携・協力
しあいながらより質の高い診療の実現を目指します。

今後ともよろしくお願い申し上げます。
彩都友紘会病院（大阪府茨木市彩都あさぎ 7-2-18）
医療技術部長・健診センター部長
tel:072-641-6898(代)

画像診断部

福西

康修
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【2】公募・イベント・セミナー等のお知らせ《再掲含む》
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◇◇◇公募・募集情報（再掲含む）◇◇◇
◇大阪大学蛋白質研究所「NMR 装置群平成 26 年度第 2 回利用課題募集のお知らせ」
[期間]平成 26 年 6 月 20 日（金曜日）
[詳細]http://nmrfacility.info
◇第 48 回(平成 26 年度)グッドカンパニー大賞候補企業の推薦受付を開始《再掲》
[期間]～6 月 20 日(金)
[詳細]http://www.chusho.meti.go.jp/soudan/2014/140311good.htm
◇平成 26 年度『ものづくりイノベーション支援プロジェクト』募集《再掲》
[詳細]http://www.pref.osaka.lg.jp/mono/sangakukan/innovation-p26.html
◇京都企業グリーンイノベーション市場参入支援事業《再掲》
[詳細]http://www.kyoto-eco.jp/support/2014/innovation/
[期間]～6 月 20 日（金）
◇平成 26 年度中小企業外国出願支援事業補助金《再掲》
[詳細]http://www.shigaplaza.or.jp/gaikokusyutsugan-h26/
[期間]～6 月 20 日（金）
◇平成 26 年度「文理融合・文系産学連携促進事業」
[詳細]http://sangakukou.kyoto.jp/projects/bunri/26entry/
[期間]～6 月 23 日（月）
◇産学共創基礎基盤研究プログラム平成 26 年度研究課題公募《再掲》
[詳細]http://www.jst.go.jp/kyousou/kadaikoubo.html
[期間]～6 月 23 日（月）正午
◇「大阪市イノベーション創出支援補助金」提案募集等について《再掲》
[詳細]http://www.city.osaka.lg.jp/hodoshiryo/keizaisenryaku/0000265320.html
[期間]～平成 26 年 6 月 23 日（月）17:00
◇第 38 回 IAG ベンチャーサポート発表会募集受付中！！《再掲》
[期間]～6 月 23 日
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?kLi_1epBz_ZA_hmp
◇戦略的創造研究推進事業（社会技術研究開発）平成 26 年度提案募集
「研究開発成果実装支援プログラム」
[期間]～平成 26 年 06 月 25 日
[詳細]http://www.ristex.jp/examin/suggestion.html

◇滋賀県低炭素化技術開発・実証化補助金にかかる開発計画の 2 次募集
[詳細]http://www.pref.shiga.lg.jp/hodo/e-shinbun/fd00/20140605.html
[期間]～6 月 27 日（金）
◇NEDO「医療情報の高度利用による医療システムの研究開発」に係る公募
[期間]～6 月 27 日（金曜日）
[詳細]http://www.nedo.go.jp/koubo/EK2_100025.html
◇平成 26 年度中小企業新商品購入制度
[詳細]http://www.pref.osaka.lg.jp/keieishien/shinsyohin/h26shinshouhin.html
[期間]～6 月 30 日（月）
◇平成 26 年度「シーズ発掘事業（ものづくり中小企業・小規模事業者等
連携事業創造促進事業の内数）」に係る補助金交付先の公募
[詳細]http://j-net21.smrj.go.jp/t/145461/headline/support/186445.shtml
◇中小機構 平成 25 年度補正予算

創業補助金（創業促進補助金）《再掲》

[期間]平成 26 年 6 月 30 日まで
[詳細]http://www.smrj.go.jp/utility/offer/075939.html
◇第 32 回大阪科学賞受賞候補者の推薦募集
[期間]推薦締切日：平成 26 年 7 月 1 日（火）事務局必着
[詳細]http://www.ostec.or.jp/pln/pri/kagaku/frame.html
◇ベルモント・フォーラム：ScenariosofBiodiversityandEcosystemServices 募集
[期間]～平成 26 年 07 月 02 日
[詳細]http://www.jst.go.jp/sicp/announce_belmont_biodiversity2014.html
◇第 17 回 KOBE ドリームキャッチプロジェクト平成 26 年度プラン募集《再掲》
[詳細]http://www.kobe-ipc.or.jp/dreamcatch/entry/index.html
[期間]～7 月 2 日（水）
◇平成 26 年度下請小規模事業者等新分野需要開拓支援事業
[期間]～7 月 4 日（金）17 時
[詳細]http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/2014/140424shitaukekaitaku.htm
◇平成 26 年度下請中小企業・小規模事業者自立化支援対策費補助金《再掲》
[詳細]http://www.kansai.meti.go.jp/2chuusyou/140424jiritsuka26koubo.html
[期間]～7 月 4 日（金）
◇大学発新産業創出拠点プロジェクト（START）プロジェクト支援型の公募《再掲》
[期間]～7 月 7 日
[詳細]http://www.jst.go.jp/start/index.html
◇平成 26 年度京都次世代ものづくり産業雇用創出プロジェクト
ものづくり企業新事業創造「高度人材確保支援事業」二次募集
[詳細]http://www.ki21.jp/kobo/h26/kodojinzai/2nd/
[期間]～7 月 9 日（水）

◇「平成 26 年度分散型電源導入促進事業費補助金（うち自家発設備導入促進
事業）」に係る公募のおしらせ
[期間]～平成 26 年 7 月 10 日（木）17:00 必着（7 月中に採択予定）
[詳細]http://www.mizuho-ir.co.jp/topics/2014/power/index.html
◇中小企業連携プロジェクトを支援します～中小企業活路開拓調査・実現化
事業～
[詳細]http://j-net21.smrj.go.jp/t/145471/headline/support/186833.shtml
◇「農の雇用事業」の募集を開始します（平成 26 年 9 月研修開始分）
[詳細]http://j-net21.smrj.go.jp/t/145461/headline/support/186313.shtml
◇平成 26 年度「京都中小企業技術大賞等」候補募集
[詳細]http://www.ki21.jp/technology/h26/boshu/
[期間]～7 月 15 日（火）
◇大学発ベンチャー表彰～AwardforAcademicStartups～
[詳細]http://www.jst.go.jp/aas/summary.html
[期間]～7 月 16 日（水）
◇ライフサイエンスデータベース統合推進事業「統合化推進プログラム
（統合データ解析トライアル）」平成 26 年度研究開発提案
[期間]～7 月 16 日(水)14 時
[詳細]http://biosciencedbc.jp/funding/fund
◇「キャリア支援企業表彰 2014～人を育て・人が育つ企業表彰～」
[詳細]http://j-net21.smrj.go.jp/t/145471/headline/support/187085.shtml
◇「製品安全対策優良企業表彰」
[期間]～7 月 22 日(火)
[詳細]http://www.ps-award.jp/
◇平成 26 年度「橋渡し研究事業（ものづくり中小企業・小規模事業者等
連携事業創造促進事業の内数）」
[詳細]http://www.kansai.meti.go.jp/5gisin/kobo26/hasiwatasi26koubo.html
[期間]～7 月 22 日（火）
◇池田泉州銀行「第 15 回ニュービジネス助成金」
[詳細]http://www.sihd-bk.jp/fresh_news/0000000560/pdf/fresh.pdf
[期間]～平成 26 年 7 月 22 日
◇海外展開のためのＦ／Ｓ支援事業
[期間]～7 月 31 日（木）17 時必着
[詳細]http://www.smrj.go.jp/keiei/kokusai/fs/boshu.html
◇平成 26 年度発明研究奨励金交付申請
[期間]～7 月 31 日
[詳細]http://www.jsai.org/shoureikin26.html
◇千里ライフサイエンス振興財団 「岸本研究基金研究助成」《再掲》

[期間]平成 26 年 6 月 2 日（月曜日）から 7 月 31 日（木曜日）まで
[詳細]http://www.senri-life.or.jp/grant/grant-1.html
◇ベルモント・フォーラム：ArcticObservingandResearchforSustainability 募集
[期間]～平成 26 年 08 月 01 日
[詳細]http://www.jst.go.jp/sicp/announce_belmont_arctic.html
◇平成 25 年度補正地域商店街活性化事業《再掲》
[期間]～8 月 15 日(金)(17 時必着)
[詳細]http://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/shogyo/2014/140221syoutenkassei.htm
◇平成 25 年度補正商店街まちづくり事業《再掲》
[期間]～8 月 15 日(金)(17 時必着)
[詳細]http://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/shogyo/2014/140221SyoMachi.htm
◇平成 26 年度地域商業自立促進事業《再掲》
[期間]～8 月 15 日(金)17 時必着
[詳細]http://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/shogyo/2014/140221jiritu.htm
◇中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業《再掲》
[詳細]http://www.chuokai.or.jp/shinchin.html
[期間]～9 月 12 日（金）
◇エネルギー使用合理化等事業者支援事業（小規模事業者実証分）《再掲》
[詳細]http://www.chusho.meti.go.jp/koukai/koubo/2014/140507energy.htm
[期間]～9 月 19 日（金）
◇平成 26 年度滋賀県事業用再生可能エネルギー等導入促進事業補助金
[詳細]http://www.pref.shiga.lg.jp/f/eneshin/26saiseihojokin.html
[期間]～11 月 28 日（金）
◇中小企業小さな革新支援事業起業支援型
[詳細]http://www.kyo.or.jp/kyoto/ac/news_098613.html
[期間]～12 月 19 日（金）
◇平成 26 年度京都市中小事業者省エネ・節電設備整備事業補助金《再掲》
[詳細]http://www.kyoto-eco.jp/support/2014/setubi/
[期間]～平成 27 年 1 月 30 日（金）
◇中小事業者等 KES 認証普及促進事業補助金《再掲》
[詳細]http://www.kyoto-eco.jp/support/2014/kes/
[期間]～平成 27 年 3 月 13 日（金）
◇ NEDO 案件
・平成 26 年度「地域における支援ニーズの分析及び効果的な広報業務の
あり方に関する情報収集業務」に係る公募について
[詳細]http://www.nedo.go.jp/koubo/KH2_100027.html?from=nedomail
・「有機ケイ素製造プロセスの技術動向及び有機ケイ素部材の開発ニーズ等に
関する検討」に係る公募について（予告）
[詳細]http://www.nedo.go.jp/koubo/EV1_100082.html?from=nedomail

・「工業廃液等の適正処理及び再生・循環利用技術」に係る公募について（予告）
[詳細]http://www.nedo.go.jp/koubo/EV1_100081.html?from=nedomail
・平成 26 年度「地域における支援ニーズの分析及び効果的な広報業務のあり方に
関する情報収集業務」に係る公募について（予告）
[詳細]http://www.nedo.go.jp/koubo/KH1_100027.html?from=nedomail
・（情報更新）起業家・スタートアップ企業支援「NEDO プラットフォーム事業」
における起業家候補（スタートアップイノベーター）に係る公募について（予告）
[詳細]http://www.nedo.go.jp/koubo/CA1_100053.html?from=nedomail
・「ドイツ連邦共和国におけるスマートコミュニティ実証事業」に係る公募（予告）
[詳細]http://www.nedo.go.jp/koubo/AT521_100048.html
・「戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）／次世代パワーエレクトロニクス」
[詳細]http://www.nedo.go.jp/koubo/EF1_100047.html
・「SIP（戦略的イノベーション創造プログラム）／革新的設計生産技術」に係る公募
[詳細]http://www.nedo.go.jp/koubo/CD1_100009.html
・「戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）／インフラの維持管理・更新・
マネジメント技術」
[詳細]http://www.nedo.go.jp/koubo/CD1_100010.html
・「工業廃液等の適正処理及び再生・循環利用技術」に係る公募について（予告）
[詳細]http://www.nedo.go.jp/koubo/EV1_100081.html
・「国際基準化に向けた心毒性評価法確立のための細胞製造・計測技術の開発」
[詳細]http://www.nedo.go.jp/koubo/EK1_100026.html
・「スロベニア共和国におけるスマートコミュニティ実証事業」に係る公募（予告）
[詳細]http://www.nedo.go.jp/koubo/AT521_100050.html
・「地熱発電技術研究開発」に係る公募について
[詳細]http://www.nedo.go.jp/koubo/FF2_100112.html
・「医療情報の高度利用による医療システムの研究開発」に係る公募について
[詳細]http://www.nedo.go.jp/koubo/EK2_100025.html
・「研究開発型ベンチャー支援事業／起業家候補等への事業化促進支援に係る業務の
実施法人」
[詳細]http://www.nedo.go.jp/koubo/CA2_100058.html
◇茨木市各種施策
・茨木市正規雇用促進奨励金
・茨木市障害者雇用奨励金
・茨木市介護・福祉事業所人材確保支援事業補助金
・人材育成事業補助金
・創業促進事業補助制度
・企業立地促進制度（奨励金）
[詳細]茨木市産業環境部商工労政課
〒567-8505

大阪府茨木市駅前三丁目 8 番 13 号茨木市役所本館 7 階

電話：072-620-1620

ファックス：072-627-0289

E-mail

syokorosei@city.ibaraki.lg.jp

◇補助事業申請サポート開始！！《再掲》
～小規模事業者等の皆様の補助金申請をお手伝いします～
[詳細]http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/shokibo/2014/140331shokibo.htm
◇平成 26 年度海外専門家派遣事業（海外向け商品プロデュース支援事業）《再掲》
[詳細]http://www.smrj.go.jp/keiei/kokusai/information/087626.html
◇平成 25 年度補正予算「取引環境改善型需要開拓支援事業（中小企業・

小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業）」《再掲》
[詳細]http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/2014/140314torihiki.htm
◇中小サービス業における海外展開を支援します《再掲》
[詳細]http://www.hidajapan.or.jp/jp/smehosei/index.html
◇公募状況一覧表を掲載しました《再掲》
[詳細]http://www.chusho.meti.go.jp/24fyHosei/140307koubojyoukyou.pdf
◇産前産後休業期間中の保険料免除が始まります／日本年金機構《再掲》
[詳細]http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/000001674194EWe5gfHi.pdf
◇海外人材の確保・定着支援事業への参加企業を募集します《再掲》
[詳細]http://www.japanesedream.jp/

●●●イベントその他情報（再掲含む）●●●
●シェールガス・オイル革命について～日米の黄金時代到来か～【6/19】
[詳細]http://www.smrj.go.jp/incubation/d-egg/seminar/087820.html
●韓日ビジネス商談会 in 大阪【6/19】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/293913/i3jGB0H7ci0D_161039/0619D11140619021.html
●「平成 25 年度ものづくり白書」及び「平成 26 年度税制改正の主要ポイント」説明会【6/20】
[詳細]http://www.kansai.meti.go.jp/3-5sangyo/monozukuri/monozukuri-2014hakusho.html
●平成 26 年度中小事業者のための省エネ・省 CO2 セミナー【6/20】
[詳細]http://www.pref.osaka.lg.jp/hodo/index.php?site=fumin&pageId=16473
●「イノベーションネットアワード 2014 記念フォーラム」開催のご案内【6/20】
[詳細]http://www.innovation-net.jp/event/0620award/20140620award.html
●経営目標が達成できる組織づくり【6/20】《再掲》
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?kFz_1e2EK_Zn_hmp
●出展企業募集！機能性フィルム展 2014【6/20】《再掲》
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?kMH_1eFDd_ZC_hmp
●セミナー＆商談会「第 2 回ザ・ライセンスフェア」
読売巨人軍のロゴや選手肖像を活用して商品開発のチャンス！【6/20】《再掲》
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/290984/9j3F63H7ci0D_161039/0620_brand.html
●平成 26 年度特許電子図書館(IPDL)初心者向け講習会【6/21】
[詳細]http://www.inpit.go.jp/ipdl/info/info20140424.html
●「KCCI 創業塾～あなたの夢とアイデアをカタチに～」を開催します【6/21】《再掲》
[詳細]http://www.kobe-cci.or.jp/pdf/sogyojuku2014.pdf
●アイデアと情熱でスタート！3 年目社長のリアルな起業体験談【6/23】

[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?l4b_1gCFO_10l_hmp
●「ICT の発展がもたらした経営環境の変化に対応するクラウドサービスの最新動向」【6/23】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/293389/c7Wzh5H7ci0D_161039/0623D35140623017.html
●京都市ベンチャービジネスクラブ第 30 回総会記念講演【6/23】
[詳細]http://www.kvbc.jp/schedule/index.html
●インドセミナー～政治経済状況及び投資環境について～【6/24】
[詳細]http://www.kyo.or.jp/kyoto/ac/event_098611.html
●「まちゼミセミナー」のお知らせ【6/24】
[詳細]http://www.ibaraki-cci.or.jp/ihp001.htm
●「中国ビジネス個別無料相談会」【6/24、7/17】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/293559/3EdxBbH7ci0D_161039/0624D11140624018.html
●「海外コンテンツビジネスの留意点と契約書作成のポイント」セミナー【6/24】
[詳細]http://odcc.jp/event/2816
●商品開発支援プロジェクト『おおさか商品計画』入門フォーラム【6/24】
[詳細]http://www.pref.osaka.lg.jp/hodo/index.php?site=fumin&pageId=16638
●ガスクロマトグラフ/ガスクロマトグラフ質量分析装置技術講習会【6/24】
[詳細]http://www.astem.or.jp/whatsnew/event/20140613-13399.html
●製造業のための「引き合いの来るホームページ開設講座」【6/24】《再掲》
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?kQu_1eOSB_ZL_hmp
●商談での価格交渉力・プレゼン能力強化講座【6/24】《再掲》
[詳細]http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/201403/D27140624019.html
●京都府よろず支援拠点～中小企業応援セミナーの開催について～【6/25】
[詳細]http://www.ki21.jp/okyaku/yorozu/seminar/
●起業を始めるためのスケジュールをしっかり掴んで、良いスタートを。【6/25】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?l4d_1gCFO_10l_hmp
●彩都ヒルズクラブ総会特別講演会
＆第 123 回彩都バイオサイエンスセミナー【6/25】《再掲》
[詳細] http://www.saitohills.com/seminar.html
●けいはんな先端ビジネス広報研究会【6/25】《再掲》
[詳細]http://www.kri-p.jp/event_mt/2014/06/0625.html
●外国人留学生人材活用セミナー【6/25】《再掲》
[詳細]https://www.kinki.cci.or.jp/kentei/apply.php?seq=4539
●売れるネットショップづくりのための実践力アップ講座
～企画・コンテンツ・集客～【6/25】《再掲》

[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?kQv_1eOSB_ZL_hmp
●「大阪府よろず支援拠点」オープン記念セミナー【6/26】
[詳細]http://www.mydome.jp/event/detail/879
●人材育成セミナータンパク質の網羅的分析手法技術講習会～ペプチド
マッピングによるタンパク質同定～【6/26】
[詳細]http://www.astem.or.jp/whatsnew/event/20140603-13477.html
●「フェイスブックによる新規顧客の獲得術」【6/26】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/292897/195ycFH7ci0D_161039/0626_93.html
●『IPO オープンセミナー』【6/26】
[詳細]http://www.gyosei-grp.or.jp/seminar/index.html
●現場力向上基礎セミナー＜在庫管理＞その 1 在庫管理の基本と発注方式【6/26】《再掲》
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?kMK_1eFDd_ZC_hmp
●セミナー＆商談会「第 3 回ザ・ライセンスフェア」【6/26】《再掲》
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/290855/f0gVI5H7ci0D_161039/0620_brand.html
●夜間 6 回（週 1 回×6 週、毎木曜）の連続開講「ビジネス英語講座」【6/26】《再掲》
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/290851/EAH8g8H7ci0D_161039/0626D11140626012.html
●10/22（水）・23（木）開催「大阪勧業展 2014」出展者募集のおしらせ【6/27】
[詳細]http://www.osaka.cci.or.jp/kangyo2014/
●「マレーシアの化学産業における投資機会セミナー」【6/27】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/293913/iClSHIH7ci0D_161039/0627D11140627026.html
●カナダデー祝賀会【6/27】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/293913/djgVjDH7ci0D_161039/0627D11140627019.html
●儲かっている会社は「値決め」が上手～脱！繁盛貧乏～【6/27】《再掲》
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?kQw_1eOSB_ZL_hmp
●会社と社員を熱くさせる経営理念と就業規則【6/27】《再掲》
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?kQz_1eOSB_ZL_hmp
●平成 26 年度弁理士の日記念講演会

3Ｄプリンタ技術の新潮流

～温故知新で知財とともに次世代ビジネスに挑む～【6/28】
[詳細]http://www.kjpaa.jp/seminar/35171.html
●S-CubeCafevol.32 シニア起業セミナー～夢に向かって確かな歩みを～【6/28】
[詳細]http://www.s-cube.biz/content/485_content.html
●消費税対策セミナー【6/30】
[詳細]http://www.kyo.or.jp/kyoto/ac/event_098676.html
●「第 4 回インド・日本製薬セミナー/ビジネスマッチング in 大阪」【6/30】

[詳細]http://www.dy-net.or.jp/
●BioJapan2014 出展申し込み【6/30】
[詳細]http://www.ics-expo.jp/biojapan
●「ネット通販で売上と集客を増やす方法」【6/30】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/293766/k4UQiDH7ci0D_161039/0630_95.html
●大阪電気通信大学「3Ｄ造形先端加工センター」見学会開催
～大阪電通大が誇る最新設備を紹介～【7/1】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/293568/cHIvhaH7ci0D_161039/0701_1407zoukei3.html
●利益を生み出す夏のエネルギーコスト削減対策【7/2】
[詳細]http://www.sansokan.jp/events/eve_detail.san?H_A_NO=17350
●拡大する香り市場！「香りの技術・製品展」来場申込開始！【7/2】《再掲》
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?kMP_1eFDd_ZC_hmp
●中小企業のための“使える”事業継続計画（BCP）策定のススメ【7/2】《再掲》
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?kQs_1eOSB_ZL_hmp
●[初級]はじめてのビジネス英語
「＜STEP2＞ビジネス英語コミュニケーション」【7/2】《再掲》
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/291040/1fM_IAH7ci0D_161039/0702D11140702013.html
●～成果を生み出すビジネスマンに必須のメンタルスキル～
「逆境を跳ね返す“タフな心の作り方”講座」【7/2】《再掲》
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/290849/i0drcjH7ci0D_161039/0702D27140702014.html
●「事業承継と経営の革新」【7/3】
[詳細]http://www.kyo.or.jp/kyoto/ac/event_098594.html
●職場の効率が上がる！従業員が活き活き働く組織作り【7/3】
[詳細]http://www.osaka.cci.or.jp/s/chuo/seminar.php?sid=73
●「社長のための事業承継とＭ＆Ａ・入門セミナー」【7/3】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/292408/Ckeu3KH7ci0D_161039/0703D14140703011.html
●「業務の視える化」マニュアル作り基礎講座【7/3】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/291960/Adm9kbH7ci0D_161039/0703D27140703028.html
●安全保障貿易管理説明会のご案内【7/4】
[詳細]http://www.kyo.or.jp/kyoto/ac/event_098556.html
●産業技術総合研究所関西センター「第 18 回分子複合医薬研究会」【7/4】
[詳細]https://unit.aist.go.jp/kansai/mcm/seminar18.html
●「山陰（鳥取・島根）発新技術説明会」～分野は「ライフサイエンス」「材料」
ライセンス・共同研究可能な技術（未公開特許を含む）を発明者自ら発表！～【7/4】
[詳細]http://www.osaka.cci.or.jp/Shoukai/Map_Tel/shozaichi.html

●「IT 活用による経営力強化セミナー」【7/4】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/293169/4HvkgaH7ci0D_161039/070482.html
●若年社員との「雇用ミスマッチ解消」勉強会（全 4 テーマ）
～テーマは「労務リスク対策」、「採用活動法」、「組織風土」、「人事制度」～【7/4】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/292338/dedTDGH7ci0D_161039/0704_4582.html
●管理者になるための意識改革・行動改新を促す「マネジメントの心構えと知識を
学ぶ管理者候補育成研修」【7/4】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/292112/J3KXEKH7ci0D_161039/0704D27140704018.html
●ビジネス局面から見た国際商事仲裁と投資仲裁－その違いと連続性－【7/4】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/293913/Ag7Mf3H7ci0D_161039/0704D11140704017.html
●「第 1 回 PMDA 薬事戦略相談連携センターセミナー」のおしらせ【7/4】
[詳細]http://www.ibri-kobe.org/event/index.html
●シーズ紹介セミナー！複雑熱流体を操る技術【7/4】《再掲》
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?kMI_1eFDd_ZC_hmp
●事業後継者育成カレッジ（全 7 回）～後継者のための事業承継研修～【7/5】
[詳細]http://www.ki21.jp/okyaku/seminar/koukeisyacollege.html
●平成 26 年度知的財産権制度説明会（初心者向け）【7/7】
[詳細]http://www.jpo.go.jp/torikumi/ibento/ibento2/h26_beginner.htm
●千里ライフサイエンス振興財団新適塾（「未来創薬への誘い」シリーズ）
「超高齢社会で期待される DDS 創薬」【7/7】
[詳細]http://www.senri-life.or.jp/shinteki/shintekijuku-top-1.html
●～大和ハウスグループと共同で事業展開や技術開発を進めるチャンス～
「ＭｏＴＴｏＯＳＡＫＡフォーラム（通称：もっと大阪）」With 大和ハウス
グループ【7/7】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/293102/gk6z1KH7ci0D_161039/0707D22140707014.html
●「ベトナム進出勉強会」＆「個別無料相談会」【7/7】《再掲》
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/290786/d55d4JH7ci0D_161039/0707D11140707018.html
●「ホームページ・インターネットの無料サービス活用セミナー」のお知らせ【7/8】
[詳細]http://www.ibaraki-cci.or.jp/ihp001.htm
●驚きの提案でファン客化！お役立ち提案営業講座
～価格競争から脱し「付加価値競争」で勝負！～【7/8】
[詳細]http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/201404/D27140708016.html
●国内・外国特許検索実践講習会【7/8】
[詳細]http://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000167612.html
●その 2 不要在庫削減の為の在庫管理のすすめ方【7/8】《再掲》

[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?kML_1eFDd_ZC_hmp
●ミドル・マネジメントの心得、役割、実務を徹底指南！
「部長・課長実力養成講座」【7/9】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/292726/fAbU9BH7ci0D_161039/0709D27140709013.html
●神戸学院大学公開セミナーを開催します【7/9】
[詳細]http://www.aicc.or.jp/topics/401332/
●ひょうご優良経営賞実践研修「KCCI 経営革新塾（戦略実践コース）」【7/9】《再掲》
[詳細]http://www.kobe-cci.or.jp/pdf/H26keieikakushin.pdf
●「テクノトランスファーin かわさき 2014」への出展者を募集

【7/9】《再掲》

[詳細]http://www.tech-kawasaki.jp/ttk2014/guide.html
●わかりやすい「販促ツールの作り方」セミナー【7/10】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/293413/ecxn02H7ci0D_161039/0710_74.html
●Excel で今日から出来る「ビジネスデータ分析」入門講座
営業や総務、経理等、社内に蓄積しているデータを業務効率化に活かす！【7/11】
[詳細]http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/201404/D27140605063.html
●「できる社員のための論理的思考と問題解決力養成講座」【7/11】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/292022/4k1Qb4H7ci0D_161039/0526D27140711023.html
●ヒューマンストレス産業技術研究会第 27 回講演会
「音声・言語による心理状態の評価とヒューマンインタフェース」【7/11】
[詳細]http://unit.aist.go.jp/hri/stresstech/forum27j.htm
●イスラム経済圏への挑戦セミナー【7/11】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/293913/3KVYcIH7ci0D_161039/0711D11140711015.html
●「医療機器開発・販路開拓マッチング商談会」【7/11】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?l9J_1hcvi_10x_hmp
●ダイバーシティ経営企業フォーラム【7/11】
[詳細]http://www.kansai.meti.go.jp/2sangyokikaku/diversityforum.html
●『作物改良の過去、現在、そして未来へ～交雑育種から遺伝子組換えまで～』【7/12】
[詳細]http://www.kyoto-su.ac.jp/more/2014/305/20140712_sympo.html
●産業技術総合研究所関西センター
「第 1 回産総研サイエンスカフェ in 関西

細胞を扱う近未来ものづくり

細胞を並べる 3D プリンタと細胞をつかむレーザーピンセット」【7/12】
[詳細]https://unit.aist.go.jp/kansai/sci-cafe/
●中小企業や創業者向け公的融資制度説明会・個別相談会【7/14】
[詳細]http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/201405/D13140714010.html
●金融経営相談会のご案内【7/14】

[詳細]http://www.osaka.cci.or.jp/s/chuo/event.php?sid=28
●京都次世代ものづくり産業雇用創出プロジェクト
平成 26 年度高度分析試験機器利用促進・人材育成事業
ガスクロマトグラフィ（GC)分析講習会）（第 1 回～3 回）【7/14】
[詳細]http://www.astem.or.jp/whatsnew/event/20140613-13282.html
●千里ライフサイエンス振興財団新適塾（「脳はおもしろい」シリーズ）
「シナプス刈り込みと神経回路の機能発達」【7/15】
[詳細]http://www.senri-life.or.jp/shinteki/shinteki-nou_omoshiroi.html
●貿易実務セミナー「インコタームズを理解する」【7/15】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/293559/j9Qd1bH7ci0D_161039/0715D11140715013.html
●「定年退職・再雇用」対応実務講座【7/15】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/292252/AAJX5iH7ci0D_161039/0715D27140715014.html
●「税務実務基礎講座全 2 回」(午後 2 日間）～26 年度税制改正も現役税理士が
わかりやすく解説！～【7/16】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/292110/ibTK8AH7ci0D_161039/0716D27140716011.html
●「契約のしくみと法律実務基礎講座」【7/16】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/292215/7f1I5jH7ci0D_161039/0716D27140716028.html
●経営に活かす！財務分析と利益計画【7/17】
[詳細]http://www.smrj.go.jp/inst/kansai/list/details2014/085645.html
●「トラブルを未然に防ぐ！就業規則の見直し方講座」【7/17】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/292341/eASb2BH7ci0D_161039/0717D27140717018.html
●プレゼン・話し方改善トレーニング
～Ｅテレ放映のスピーチレッスン講師が半日講座で登場！～【7/18】
[詳細]http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/201404/D27140718015.html
●第 5 回「医・薬・バイオ分野におけるテラヘルツ技術の新展開」【7/18】
[詳細]http://photonbeam.jp/event/637
●「プレゼンスキル向上セミナー」開催のお知らせ【7/23】
[詳細]http://www.ibaraki-cci.or.jp/ihp001.htm
●外国人留学生対象「インターンシップマッチング会」
～優秀な外国人留学生を採用・活用しよう！～【7/23】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/293186/kCDpk5H7ci0D_161039/0723_260703.html
●～期待を上回る成果を上げ、女性社員の活躍の機会を広げる！～
「女性リーダーの行動革新講座」【7/23】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/292899/BDGJICH7ci0D_161039/0723D27140723019.html
●バイオ企業・林原の真実
～世界的優良企業「林原」はなぜ銀行に潰されたのか？【7/24 開催】

[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?l2I_1giMO_10g_hmp
●新しい市場・売り先の見つけ方講座
～自社の「営業の仕組み」を演習で作成、競合と差別化する方法が見つかる～【7/24】
[詳細]http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/201404/D27140724016.html
●～そのアイデアを“伸びる事業”に！～『経営革新計画』で創る新規事業セミナー【7/24】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/293911/J6QvHBH7ci0D_161039/0724_kkk140724.html
●近畿バイオインダストリー振興会議記念講演会【7/24】《再掲》
[詳細]http://kinkibio.com/
●「バイオ資源の高付加価値化・新利用技術～糖質・脂質の機能性材料としての可能性～」
【7/25】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?kXE_1fPUJ_105_hmp
●「第 9 回けいはんなビジネスメッセ」のおしらせ【7/25】
[詳細]http://www.kri-p.jp/event_mt/2014/07/9th.html
●千里ライフサイエンス振興財団セミナー
「上皮極性シグナル制御とその異常による病態」【7/28】
[詳細]http://www.senri-life.or.jp/seminar-1.html
●組込み総合技術展 EmbeddedTechnologyWest2014 出展社募集中!【7/29】《再掲》
[詳細]https://jasao428.securesites.net/et/ET2013/mailform/contact.html
●「アマゾン徹底対策セミナー」【7/31】《再掲》
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/290785/6Kp8CAH7ci0D_161039/0731D41140731010.html
●「＜出展企業募集＞20・30 代の女性が見て・使って率直な意見をお伝えします!」【8/4】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?l5g_1gKVb_10q_hmp
●勝ち抜く企業のマーケティング戦略【8/5】
[詳細]http://www.smrj.go.jp/inst/kansai/list/details2014/085656.html
●ベンチャーキャンプ 2014【8/5】
[詳細]http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/201406/D22140805024.html
●IT 活用による経営課題解決講座【8/7】
[詳細]http://www.smrj.go.jp/inst/kansai/list/details2014/085678.html
●「台湾国際グリーン産業見本市(TIGIS)」の出展・ビジネスマッチング支援【10/6】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/294009/e4GAdhH7ci0D_161039/1006D22141006017.html
●大阪商工会議所「次世代医療システム産業化フォーラム 2014」参加企業募集
[詳細]http://www.osaka.cci.or.jp/Jigyou/med-device/2014/
●特別試験研究費税額控除制度ガイドラインの公表について【随時】《再掲》
[詳細]http://www.kansai.meti.go.jp/5gisin/zeisei/zeisei.html
●中小ベンチャー企業、小規模企業を対象とした審査請求料・特許料の

軽減措置について【随時】《再掲》
[詳細]http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/chusho_keigen.htm
●外部利用可能な研究機器一覧ポータルサイトをオープン【随時】《再掲》
[詳細]http://www.jfc.go.jp/n/finance/sougyou/pdf/oosakaBSP.pdf
●日本公庫予約相談サービスのご案内【随時】《再掲》
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?khp_1c5vy_YC_hmp
●関西広域連合「医療機器相談窓口」（原則毎週木曜日）【随時】《再掲》
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?khq_1c5vy_YC_hmp
●健康食品開発相談窓口【随時】《再掲》
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?khr_1c5vy_YC_hmp
●海外展開の準備状況を簡単にチェック！

【随時】《再掲》

[詳細]http://j-net21.smrj.go.jp/expand/overseas/selfcheck/
●中小企業技術革新制度（SBIR 制度）について

【随時】《再掲》

[詳細]http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/gijut/2014/140310sbir.htm
●日中シルバー産業連携促進プラットフォーム登録企業募集

【随時】《再掲》

[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/287354/9hIxKIH7ci0D_161039/china10bjp.html
●「中小企業電話相談ナビダイヤル」(0570-064-350)(中小企業庁)
どこに相談したらよいか困っている方から幅広く相談を受け付けます。【随時】《再掲》
[詳細]http://www.chusho.meti.go.jp/earthquake2011/download/110829NDC.pdf
●「経営安定特別相談室」(主要商工会議所、各都道府県の商工会連合会)
経営難の中小企業の方のための無料相談を行っています。

【随時】《再掲》

[詳細]http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/2012/download/taisaku_info-0.pdf
●海外展開のお悩み「ワンストップ」で解決!
中小機構では、中小企業海外展開ワンストップ相談窓口を設置。【随時】《再掲》
[詳細]http://www.smrj.go.jp/keiei/kokusai/063793.html
●介護•福祉、医療関連分野の開発相談窓口 【随時】《再掲》
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?jXH_1amxp_Y4_hmp
●健康関連製品のエビデンス取得支援窓口

【随時】《再掲》

[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?jXI_1amxp_Y4_hmp
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【3】編集後記
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来週 6 月 25 日の彩都ヒルズクラブ総会は、特別講演で話題の日本版 NIH の最新
情報や彩都ライフサイエンスパーク内企業のプレゼンテーションも聞けると
あって例年以上に大盛況となりそうです。事務局では席がご用意できるかなぁ
と嬉しい悲鳴。既に定員を大幅に超えておりますが、会場収容人数最大限まで

受け付ける予定です。ご出欠がまだの会員様はお早目にご連絡くださいませ。
※皆様からのメルマガ掲載記事の投稿・応募、ご意見ご要望などもお待ち申し
上げております。
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