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彩都ヒルズクラブ通信
▼△━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ http://www.saitohills.com/ △
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
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。
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆
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
☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆
★彩都ヒルズクラブ 臨時社員総会について★
10/29 臨時社員総会の出欠確認票兼委任状のご提出がまだの会員様はお早めに。
☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆
★【至急！】-150℃ディープフリーザー 寄贈募集しています★
彩都バイオインキュベーション施設では、現在、共同機器室にて施設入居者様に
ご利用頂く-150℃のディープフリーザーについて、寄贈あるいは格安で譲受頂ける
案件を募っております。お心当たりのある方は、バイオ・サイト・キャピタル㈱
までご一報下さい。
連絡先：バイオ・サイト・キャピタル㈱ 荻野・森下・岩橋 TEL：072-640-1060
☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆
---------------------------------------------------------------第136回 彩都バイオサイエンスセミナー in 茨木商工会議所
「元朝ズバッ！コメンテーターが斬る！ライフサイエンスと成長戦略」
---------------------------------------------------------------[日時] 平成２７年１０月２８日（水曜日）
午後１４：３０～１６：００・・・・セミナー
午後１６：００～１７：００・・・・名刺交換会
[場所]茨木商工会議所
（茨木市岩倉町2-150 立命館いばらきフューチャープラザ1F）
[申込] https://www.kinki.cci.or.jp/kentei/apply.php?seq=6621
[詳細] http://www.osaka-bio.jp/index.php?option=com_content&view=article&id=865
---------------------------------------------------------------第137回 彩都バイオサイエンスセミナー
at 産産学ビジネスマッチングフェア in マイドームおおさか
「展示会の落とし穴～中小企業の海外展開支援ガイド～」
---------------------------------------------------------------[日時] 平成２７年１１月１２日（木曜日）
午前１１：００～１２：００・・・・セミナー
[場所]マイドームおおさか3階特設会場
（大阪市中央区本町橋2番5号 マイドームおおさか
産産学ビジネスマッチング会場内）
[申込] https://www.saitohills.com/form.html1

[詳細] http://www.osaka-bio.jp/index.php?option=com_content&view=article&id=868
---------------------------------------------------------------☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆
+-+ ＣＯＮＴＥＮＴＳ +-+
【1】会員様からのご案内
【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
▼△▼△━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】会員様からのご案内
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■彩都（国際文化公園都市）建設推進協議会からのお知らせ
彩都現地見学会のご案内
大阪府と彩都（国際文化公園都市）建設推進協議会では、好評分譲中の西部地区、
現在整備中の中部地区に加え、東部地区における新たな産業拠点の形成に向けた
取り組みなどの最新情報をご紹介する彩都現地見学会を開催します。
当日は、彩都の魅力や大阪の投資インセンティブをわかりやすくご説明します。
また、西部地区はもちろん、中部地区の事業用地等をバスでご案内します！
「彩都」にご興味のある事業者のみなさま、是非、ご参加ください！！
１ 日時
平成２７年１０月２９日（木曜日）午後２時３０分から午後５時００分
２ 場所
彩都
【受付会場：Cube3110 彩都インフォ＊ミュージアム （午後２時より受付開始）
】
大阪府茨木市彩都あさぎ７丁目１番（大阪モノレール「彩都西」駅下車徒歩３分）
３ 対象
企業など
４ プログラム
第１部 セミナー
【 講演１】
「彩都〔西部地区・中部地区・東部地区〕の魅力について（仮題）
」
彩都（国際文化公園都市）建設推進協議会
【講演２】
「大阪の投資インセンティブについて（仮題）
」
大阪府 商工労働部 成長産業振興室
第２部 見学会（バスにて、彩都事業用地（西部地区・中部地区）を見学）
解散（大阪モノレール「彩都西」駅）
５ 定員
３０名
※申込先着順。定員になり次第締め切らせていただきます。
６ 参加費
無 料
７ 申し込み
下記ホームページの申し込みフォーム、またはファックス（06-6210-9296）によりお申し込
みください。
http://www.pref.osaka.lg.jp/annai/moyo/detail.php?recid=15053
８ 主催・後援・協力
主催：大阪府／彩都（国際文化公園都市）建設推進協議会
後援(予定）
：茨木市／箕面市
協力：阪急不動産株式会社／ＵＲ都市機構
※彩都（国際文化公園都市）建設推進協議会とは？
茨木市と箕面市にまたがる彩都の建設にあたり、産学官が協力し合うために

集まった団体です。構成メンバーとして、大阪府、茨木市、箕面市、ＵＲ都市
再生機構、民間事業者及び彩都建設に賛同する様々な機関・団体が参画しています。
詳しくは
http://www.saito.tv/index.html
をご覧ください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【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）◇◇◇
◇ 中小企業開業支援事業費補助金（設備投資に係る経費への補助）二次募集
[詳細]http://www.ki21.jp/kobo/h27/kaigyou/2nd
[期間]～10/23
◇平成27年度「エネルギー・環境新技術先導プログラム」に係る第2回公募
[期間]～10/26
[詳細]http://www.nedo.go.jp/koubo/CA2_100090.html
◇地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム(ＳＡＴＲＥＰＳ)
平成28年度 研究提案募集のお知らせ《再掲》
[詳細]http://www.jst.go.jp/global/koubo.html
[期間]～10/26
◇Japan Venture Awards 2016 応募受付開始！
[期間]～10/29
[詳細]http://j-venture.smrj.go.jp/
◇大阪大学蛋白質研究所NMR装置群「平成27年度第3回利用課題募集のお知らせ」
[期間]～10/30
[詳細]http://nmrfacility.info/use-application
◇第1回 大阪府健康づくりアワード エントリー募集／大阪府《再掲》
[期間]～10/30
[詳細]http://www.pref.osaka.lg.jp/kenkozukuri/award/index.html
◇平成27年度 研究開発助成金(第2回)公募《再掲》
[期間]～10/31
[詳細]http://www.mutech.or.jp/
◇JST マッチングプランナー プログラム「探索試験」2次公募《再掲》
[期間]～11/4
[詳細]http://www.jst.go.jp/mp/index.html
◇平成28年度科学研究費助成事業‐科研費‐（新学術領域研究・特別研究促進費）の公募《再
掲》
[期間]～11/19
[詳細] http://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/hojyo/boshu/1361244.htm
◇滋賀県農畜水産物国内外販路開拓支援事業補助金にかかる2次募集の公募について
[期間]～11/20
[詳細]http://www.pref.shiga.lg.jp/hodo/e-shinbun/gc01/2015092510.html

◇女性起業家応援プロジェクト ビジネスプラン募集開始《再掲》
[詳細]http://www.ledkansai.jp/
[期間] ～11/30
◇大阪国際空港周辺場外用地（産業利用優先用地）が売却されます【申込～12/1】
[詳
細]https://www.city.toyonaka.osaka.jp/machi/sangyoushinkou/kigyoricchi/baikyaku.files
/150915_press.pdf
◇大阪起業家スタートアッパー 第5回ビジネスコンテストエントリー募集《再掲》
[期間]9/25～12/3
[詳細]http://osaka-startupper.jp/contest/#Summary
◇りそな中小企業振興財団 第28回「中小企業優秀新技術・新製品賞」
[期間]～12/7
[詳細]http://www.resona-fdn.or.jp/main/jigyou/shingijutu1.html#27
◇「地域経済活性化に資する放送コンテンツ等海外展開支援事業費補助金」
《再掲》
[期間]～1/31
[詳細]http://e-net.smrj.go.jp/archives/312
◇中小サービス業等海外現地人材研修支援事業【～2/15】
[詳細]http://www.hidajapan.or.jp/jp/smehosei/index.html
◇平成27年度ICTイノベーション創出チャレンジプログラム(I-Challenge!)の技術開発
課題の公募《再掲》
[期間]～3/31
[詳細]http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01tsushin03_02000127.html
◇AMED案件
・「平成28年度 地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム（SATREPS）
」感染症分野
[詳細]http://www.amed.go.jp/koubo/030120150721.html
◇NEDO案件
・「ゼロエミッション石炭火力技術開発プロジェクト／低品位炭利用促進事業／低品位
炭利用促進技術開発」
[詳細]http://www.nedo.go.jp/koubo/EV2_100115.html
・「着床式洋上ウィンドファーム開発支援事業」に係る追加公募
[詳細]http://www.nedo.go.jp/koubo/FF2_100159.html
・「窒化ガリウムパワーデバイスの実用化促進等に関する先導研究」
[詳細]http://www.nedo.go.jp/koubo/EF2_100093.html
・「ゼロエミッション石炭火力技術開発プロジェクト／ゼロエミッション石炭火力
基盤技術開発／次世代ガス化システム技術開発」
[詳細]http://www.nedo.go.jp/koubo/EV2_100113.html
・平成27年度「エネルギー・環境新技術先導プログラム」に係る第2回公募
[詳細]http://www.nedo.go.jp/koubo/CA2_100090.html
・「国際研究開発・実証プロジェクト／コファンド事業／日本－イスラエル研究開発協力事
業」[詳細]http://www.nedo.go.jp/koubo/AT092_100071.html
・「SIP（戦略的イノベーション創造プログラム）／重要インフラ等におけるサイバー
セキュリティの確保」
[詳細]http://www.nedo.go.jp/koubo/EF1_100096.html
・平成27年度「再生可能エネルギー熱利用技術開発」に係る追加公募

[詳細]http://www.nedo.go.jp/koubo/FF1_100162.html
・「次世代構造部材創製・加工技術開発事業の周辺技術・関連課題における小規模
研究開発の実施」
[詳細]http://www.nedo.go.jp/koubo/EF1_100095.html
◇平成27年度版「特別試験研究費税額控除制度ガイドライン」
《再掲》
[詳細]http://e-net.smrj.go.jp/archives/1083
◇中小企業・小規模事業者への資金繰り支援を強化します《再掲》
[詳細]http://e-net.smrj.go.jp/archives/448
◇補助事業の公募状況一覧表を掲載しています《再掲》
[詳細]http://www.chusho.meti.go.jp/hojyokin/2015/koubojyoukyou.pdf
◇JETROが支援する展示会・商談会一覧《再掲》
[詳細]http://www.jetro.go.jp/events/tradefair.html
◇外国出願にかかる費用を助成します！！《再掲》
[詳細]http://www.kansai.meti.go.jp/2tokkyo/02shiensaku/gaikokusyutugan.html
◇「CAPChannel(キャプチャネル)」トライアル参加《再掲》
[詳細]https://www.capchannel.kurs.cce.i.kyoto-u.ac.jp/
◇クラウドファンディングを活用してみませんか《再掲》
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/325385/EDb883H7ci0D_161039/0309_cdf.html
◇出資型新事業創出支援プログラムSUCCESS 随時相談受付中《再掲》
[詳細]http://www.jst.go.jp/entre/
■■茨木市・茨木商工会議所施策関連■■
■特定退職金共済制度のご案内《再掲》
[詳細]http://www.kyo.or.jp/maizuru/02_kyousai/kyosai_tokutai.htm
■茨木市勤労者互助会加入のご案内《再掲》
[詳細]http://www.ibaraki-cci.or.jp/other_business/welfare/index03.html
■茨木市役所 職員等による事業所訪問の申込について《再掲》
[詳細]http://www.city.ibaraki.osaka.jp/business_sangyo/shien/1404716822390.html
■正規雇用促進奨励金制度が変わりました《再掲》
[詳
細]http://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/sangyo/shoukou/menu/rodofukushi/seikikoyo.h
tml
■就労体験事業へご協力いただける事業所を募集しています《再掲》
[詳
細]http://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/sangyo/shoukou/menu/rodofukushi/14285571588
29.html
●●●イベントその他情報（再掲含む）●●●
●平成27年度

イノベーション・マネージャー人材育成セミナー

第6回【10/21】

[詳細]http://www.osaka-cu.ac.jp/ja/research/copy_of_opu_ocu_office
●「大阪勧業展2015」を開催します！【10/21】
[詳細]http://www.osaka.cci.or.jp/kangyo2015/
●「戦略的省エネルギー技術革新プログラム」に関する説明会・個別相談会【10/21】
[詳細]http://www.nedo.go.jp/events/DA_100042.html?from=nedomail
●びわ湖環境ビジネスメッセ2015共催セミナー「進化するバイオテクノロジー」
【10/21】
[詳細]http://www.shiga-bio.jp/
●経営者の経験に学ぶ『マーケティング・ブランディング』と『営業』
【10/22】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?rBW_1Lviv_1cj_hmp
●「ホームページ・SNS徹底活用による顧客獲得術セミナー」
～売上拡大のための最新IT事情を紹介！～【10/22】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/353347/9KIgjKH7ci0D_16103~9/1013_93.html
●「外資系企業に見るビジネストレンド」
【10/22】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/350257/3FpDdgH7ci0D_16103~9/1022_file0000038.html
●＜利益管理1＞利益向上に繋がるコストの見直し方《再掲》
【10/22】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?qTc_1Iu9R_1b1_hmp
●他社事例から自社のカイゼンを考える～田中手帳(株)～《再掲》
【10/22締切】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?reF_1JRlv_1bB_hmp
●「成功事例でわかる効果的な販売ツール実践講座」
《再掲》【10/22】
[詳細]http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/201506/D27151022019.html
●ものづくりからネーミングまで 「売れる商品開発の手法」を体験する【10/23】
[詳細]http://www.yorozu-osaka.jp/2015/0~9/28/yorozu-juku/
●京大桂ベンチャープラザ ビジネス商談会【10/23】
[詳細]http://www.smrj.go.jp/incubation/kkvp/seminar/093014.html
●「第81回東京インターナショナル・ギフト・ショー春2016」にて
ギフト関連商品・飲食品分野商品を取り扱う中小企業者募集【10/23】
[詳細]http://www.smrj.go.jp/giftsmrj/exhibitor/index.html
●「りそなふるさと名物応援フェア」
（近畿経済産業局ふるさと名物普及事業）
【10/23】
[詳細]http://www.resona-gr.co.jp/resonabank/20151023.html
●三島地域「はたらく人のためのお役立ち法律セミナー」 【10/23】
[問合せ]茨木市 産業環境部 商工労政課 電話:072-620-1620 ファックス:072-627-0289
E-mail syokorosei@city.ibaraki.lg.jp
●素材選びで差をつけろ！第3回 新しい素材・加工技術展《再掲》
【10/23】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?qTe_1Iu9R_1b1_hmp
●Web担当者が実制作段階までにやるべきこと《再掲》
【10/23】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?rcI_1JJYO_1bz_hmp

●電話応対スキルアップ講座「クレーム編」
《再掲》
【10/23】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/348337/BKOtIfH7ci0D_161039/1023D27151023016.html
●大阪府・交野市/女性向け起業セミナー
「想いをカタチに輝く生き方 小さく始める起業スタイル」【10/24】
[詳細]http://sougyoshien.com/events/20151024-ladies-startup/
●2015ヒップスター・ハッカー・ハスラーミートアップ 【10/24】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?rzy_1Lchz_1cc_hmp
●高分子系微粒子の基礎と応用のいろいろ ～接着剤、塗料から医療分野まで～《再掲》
【10/26】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?r4b_1IZEa_1be_hmp
●クラウド・ファンディング活用セミナー in 堺【10/27】
[詳細]http://sougyoshien.com/events/20151024-ladies-startup/
●「二大疾病(心臓＆脳)の医療機器で勝ち抜く競争戦略
～血管内治療における技術開発の最前線～」
【10/27】
[詳細]http://www.iprism.osaka-u.ac.jp/center/H27Seminar-research.pdf
●関西スマートエネルギーイニシアティブ ビジネスマッチング会・ニーズ説明会【10/27】
[詳細]http://www.ostec.or.jp/data/news_ostec/20150929-1.html
●「企業経営とリーダーシップ」
」
【10/27】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/349477/A4-W1BH7ci0D_16103~9/1027_98.html
●「打率1割でもホームランを狙え！」
～『市場調査なし！』ー大ヒット商品「テプラ」を生んだキングジムの
「常識にとらわれない発想力」と「組織づくり」の秘密～【10/27】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/349373/fCvcGhH7ci0D_16103~9/1029D13151029011.html
●＜提案力(みせる)編＞女性をファンにする販促のポイント《再掲》
【10/27】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?r4i_1IZEa_1be_hmp
●ワーキングマザー向け「メリハリワークセミナー」
《再掲》【10/27】
[詳細]http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/201507/D27151027014.html
●平成27年度特許法等改正説明会(無料)京都府会場のご案内《再掲》
【10/27】
[詳細]http://kyoto-hatsumei.com/schedule1027.html
●第33回（平成27年度）大阪科学賞表彰式・記念講演（参加無料）のご案内【10/28】
[詳細]http://www.ostec.or.jp/data/news_ostec/20150914-1.html
●うめきた研究会2015 第3回「新しい学びのかたちとうめきた」ご案内【10/28】
[詳細]http://www.apir.or.jp/ja/event/
●『第7回韓国－関西経済フォーラム』開催のご案内【10/28】
[詳
細]http://jpn-osaka.mofa.go.kr/worldlanguage/asia/osa/mission/notice/index.jsp?sp=/we
bmodule/htsboard/template/read/engreadboard.jsp%3FtypeID=16%26boardid=7832%26seqno=72
6161）

●55歳以上のシニア130名にモニター調査ができるイベント《再掲》
【10/28締切】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?r4j_1IZEa_1be_hmp
●第136回 彩都バイオサイエンスセミナー in 茨木商工会議所
ここにビジネスチャンスが眠っている！『ライフサイエンス産業』へ参入しよう！
「元朝ズバッ！コメンテーターが斬る！ライフサイエンスと成長戦略」
《再掲》
【10/28】
[詳細]https://www.kinki.cci.or.jp/kentei/apply.php?seq=6621
●Web・ITプロジェクトにおけるヒト・モノ・カネの考え方《再掲》
【10/28】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?r8J_1JvAa_1bq_hmp
●農工連携による波長変換資材の開発に関する公開シンポジウム
～ものづくり中小企業・小規模事業者連携支援事業の紹介～【10/29】
[詳細]http://www.osakafu-u.ac.jp/other_event/evt20151029_1.html
●「八尾市ものづくり企業 医療・介護分野参入促進事業キックオフセミナー・交流会」
【10/29】
[詳細]http://www.yao-support.net/news/detail.php?pkId=651
●「流通事業者向け製品安全セミナー」を開催【10/29】
[詳細]http://www.irric.co.jp/event/20151013/index.html
●「大創業者祭2015」
【10/29】
[詳細]http://www.kobe-ipc.or.jp/information/detail.asp?cd=1259
●セミナー「自社技術活用における意識改革のススメ！」
【10/29】
[詳細]http://www.krp.co.jp/sks/event/data.php?eid=00116
●彩都現地見学会を開催します【10/29】
[詳細]http://www.pref.osaka.lg.jp/hodo/index.php?site=fumin&pageId=21908
●医薬基盤・健康・栄養研究所 基盤研セミナー「遺伝子破壊細胞ライブラリーの有
害化学物質の検出、創薬、薬の作用機序への応用」
【10/29】
[詳細]http://www.nibio.go.jp/news/2015/0~9/001420.html
●展示商談会「卸売企業ビジネスマッチング」 講演＆展示／参加無料【10/29】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?rzz_1Lchz_1cc_hmp
●＜利益管理2＞キャッシュ増加のポイント“回収”の見直し方《再掲》
【10/29】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?qTd_1Iu9R_1b1_hmp
●「大阪産業大学の研究シーズ紹介」
～新技術や製品開発等について大学へ気軽に相談してみませんか？～【10/30】
[詳細]http://www.m-osaka.com/jp/event/detail.php?id=1997
●女性経営者向けセカンドアップセミナー
「起業したけど、いろいろな悩みに直面！どうすればいいの？」
【10/30】
[詳細]http://sougyoshien.com/events/20151030-ladies-2ndup/
●大阪府・インドネシアビジネスサポートネットワーク（OIBN）発足記念セミナー【10/30】
[詳細]http://www.pref.osaka.lg.jp/keizaikoryu/event/oibn-seminar.html
●『ISO規格改定無料勉強会』開催のご案内【10/30】

[詳細]http://www.npo-iso.jp/npo-iso/Revised_ISO_20151030.html
●あなたの体験が社会を変える！あの「アイデアプロモーター」ついに登壇！
～“なぜ「おかんの味」は最高なのか？～ 【10/30】
[詳細]https://www.kinki.cci.or.jp/kentei/apply.php?seq=6620
●「ICTの発展を支えるディスプレイ・デバイス・電池・スマホの将来」
【10/30】
[詳細]http://www.ryukoku.ac.jp/event/detail.php?id=2013
●『 近畿・四国合同広域商談会 』参加発注メーカー募集のご案内【10/30締切】
[詳細]http://www.ki21.jp/bp2016/godo_shodankai/
●【セミナー】日本で一番大切にしたい会社受賞企業3社が登壇！【10/30】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?rzs_1Lchz_1cc_hmp
●「マイナンバ―制度への対応実務講座」
【10/30】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/352882/hJ5uI5H7ci0D_16103~9/1030D27151030014.html
●第5回 北摂地ヂカラフェスタ in ロハスフェスタ【10/31～11/3】
[詳細]http://skk.citylife-new.com/
●千里ライフサイエンス振興財団 新適塾「試験管内で腎臓を創る」
【11/2】
[詳細]http://www.senri-life.or.jp/shinteki/shintekijuku-nanbyou.html
●「次世代に繋げるために～老舗をうちやぶる、おかみの決断～」
【11/2】
[詳細]http://www.osaka.cci.or.jp/s/chuo/event.php?sid=39
●シンポジウム「関西経済圏の針路」第2回―アジアビジネスの新展開―【11/2】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/35194~9/8jO73CH7ci0D_16103~9/1102D34151102016.html
●しっかり始める！独立・開業 創業スタートアップセミナー【11/3】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?ruH_1KQNw_1c4_hmp
●環境に優しい超臨界流体技術活用セミナー
「超・亜臨界流体技術の最新動向と産業応用」
【11/4】
[詳細]http://www.astem.or.jp/whatsnew/event/20150917-17230.html
●（株）カジテック4代目の会社存続を賭けた新商品販売と海外進出【11/4締】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?rC1_1Lviv_1cj_hmp
●「職場リーダーのためのコミュニケーション力強化講座」
《再掲》
【11/4】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/349069/d7q273H7ci0D_161039/1104D27151104012.html
●「中小企業における知的財産の支援と活用事例」
【11/5】
[詳細]http://www.sansokan.jp/map/
●第2回 茨木まちゼミ勉強会＆報告会【11/5】
[詳細]https://www.kinki.cci.or.jp/kentei/apply.php?seq=6998
●他社とのコラボを成功に導く手法セミナー 【11/5】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?rzc_1Lchz_1cc_hmp
●自社の「やるべきこと」から探る!他社とのコラボを成功に導く手法【11/5】

[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?ro2_1KxbF_1bN_hmp
●「労働・社会保険実務の基礎講座 ＜実践編・秋＞」
【11/5】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/35172~9/EkDO1dH7ci0D_16103~9/1105D27141106033.html
●第36回CBI学会研究講演会
「ゲノミクスからの創薬、診断薬開発及びその背景にある倫理的課題」
《再掲》
【11/5】
[詳細]http://cbi-society.org/home/documents/seminar/2013to16/20151105.html
●JST CREST-PRESTO joint international symposium: Structural Biological Dynamics:
From Molecules to Life with 60 trillion Cells《再掲》
【11/5】
[詳細]http://www.jst.go.jp/kisoken/crest/4rpsympo/index.html
●「HP・SNS徹底活用による顧客獲得術」
《再掲》
【11/5】
[詳細]http://www.osaka.cci.or.jp/s/chuo/seminar.php?sid=117
●起業するなら、アホから学べ「アホたちが作るコンテンツ」
【11/6】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?ruI_1KQNw_1c4_hmp
●「来年からネット通販をはじめたい企業向けのネット通販セミナー」
【11/6】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/353312/6ADRF5H7ci0D_16103~9/1106D41151106012.html
●融資に強い！儲かる経営計画書の作り方【11/6】
[詳細]http://www.ooaana.or.jp/info/seminar/10/
●顧客の本音を引き出す営業トーク実践講座《再掲》
【11/6】
[詳細]http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/201508/D27141008030.html
●第19回 買いまっせ！売れ筋商品発掘市《再掲》
【11/6】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/345219/J7wih3H7ci0D_161039/1106_uresuji.html
●「彩都ライフサイエンスパーク 平成27年度 一般公開」
【11/7】
1．医薬基盤・健康・栄養研究所
[詳細]国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 戦略企画部 TEL:072-641-9832
2．日本赤十字社近畿ブロック血液センター
[詳細]日本赤十字社近畿ブロック血液センター 企画課 TEL:072-643-1017
3．彩都バイオインキュベーション施設
[詳細]バイオ・サイト・キャピタル株式会社 TEL:072-640-1060
●理化学研究所「大阪地区 一般公開」
【11/7】
[詳細]http://www.qbic.riken.jp/japanese/activity/event/OpenDay20151107.html
●起業前から始めたい！出会いを成功に変え、ファン（お客様）にする営業のコツ！【11/9】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?ruJ_1KQNw_1c4_hmp
●「クラウドファンディング ワークショップ」
【11/9】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/352742/HEQvagH7ci0D_16103~9/1109D13151109010.html
●＜原価管理1＞原価管理の基礎～必要性と全体像を学ぶ～《再掲》
【11/9】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?reH_1JRlv_1bB_hmp
●30分で1000文字！ ホームページ、ブログ、広報に使える文章力をつけよう!!《再掲》
【11/11】

[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?rcF_1JJYO_1bz_hmp
●「経営課題がわかる決算書の見方」
【11/10】
[詳細]http://www.osaka.cci.or.jp/s/chuo/seminar.php?sid=118
●「新人・若手社員のためのフォローアップ研修の開催」
【11/10】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/352278/529XbbH7ci0D_16103~9/1110_147.html
●「管理職になるまでに身につけておくべき心構えと3つの能力強化講座」
【11/10】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/351398/kKswkEH7ci0D_16103~9/1110D27141107023.html
●産産学ビジネスマッチングフェア2015with大阪大学【11/11・12】
[詳細]http://www.saito-souken.co.jp/archives/4521
●「若手社員基礎能力向上セミナー」開催のお知らせ【11/11】
[詳細]http://www.ibaraki-cci.or.jp/
●トップのための「引き出してまとめる」技術～ファシリテーション～【11/11】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?rBY_1Lviv_1cj_hmp
●「2015 関西インターナショナル名刺交換会」
【11/11】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/35211~9/jgMJ6EH7ci0D_16103~9/1111D11141111029.html
●「論理的な話し方・指示・報告の仕方講座」
【11/11】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/35227~9/69PS73H7ci0D_16103~9/1111D27151111010.html
●“販路開拓力”強化のための商工会議所＆大阪府施策マル得活用術【11/11】
[詳細]http://www.ooaana.or.jp/info/seminar/21/
●中小企業の人材確保を支援する「人材ニーズ解決フェア」
【11/12】
[詳細]http://www.kobe-cci.or.jp/category/news/event/?id=3779
●「知的資産」経営活用セミナー次世代へつなぐ～事業承継と知的資産経営～【11/12】
[詳細]http://www.chosakai-kinki.jp/d_seminar/d_151112/d_151112.htm
●「機能性素材・食品・化粧品」ビジネスマッチング in 札幌2016」参加企業募集【11/12締】
[詳細]http://www.sapporo-matching.biz/
●全国の地域産品・大阪のギフト商材を集めた「食の商談会」
【11/12】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?rzb_1Lchz_1cc_hmp
●「誰でも簡単に最強営業マンに変わるセールストーク講座」
【11/12】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/349762/FIcXb5H7ci0D_16103~9/1112D27151112024.html
●“人材力”強化のためのマル得人材育成術【11/12】
[詳細]http://www.ooaana.or.jp/info/seminar/22/
●第137回 彩都バイオサイエンスセミナーat 産産学ビジネスマッチングフェア in
マイドームおおさか「展示会の落とし穴～中小企業の海外展開支援ガイド～」
《再掲
【11/12】
[詳細]http://www.osaka-bio.jp/index.php?option=com_content&view=article&id=868
●＜新企画・無料＞あなたの事業を仲間と育てていくために《再掲》
【11/12】

[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?rcO_1JJYO_1bz_hmp
●機械設計とは何か？機械材料と材料強度の基礎知識セミナー《再掲》
【11/12】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?reC_1JRlv_1bB_hmp
●顧客を増やす売れる仕組みづくり実践講座《再掲》
【11/12】
[詳細]http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/201506/D27151112024.html
●サイエンスアゴラ2015(10周年記念年次総会)開催【11/13】
[詳細]http://www.jst.go.jp/csc/scienceagora/
●「知恵産業・経営大会2015」のご案内【11/13】
[詳細]http://www.kyo.or.jp/s/101250/
●押さえておきたい!!海外取引の基本事項【11/13】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?ruK_1KQNw_1c4_hmp
●大手企業・グループに販路を持つ"職域販売企業"に提案したい商材を募集！【11/13締】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?rC7_1Lviv_1cj_hmp
●立命館大学 大阪いばらきキャンパス(OIC)開設記念 文部科学省グローバルアントレプレ
ナー育成促進事業(EDGEプログラム) 立命館大学イノベーション・アーキテクト養成プログラ
ムシンポジウム 「イノベーターの鼓動」
【11/14】
[詳細]http://www.ritsumei.ac.jp/ru_gr/edge/events/article.html/?id=22
●「いばらき異業種交流会」開催のお知らせ《再掲》
【11/16】
[詳細]http://www.ibaraki-cci.or.jp/wp/topics/20150901_1464.html
●＜原価管理2＞原価の把握と低減方法を学ぶ《再掲》
【11/16】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?reI_1JRlv_1bB_hmp
●『 BI合同ビジネスマッチング＆交流会 』 【11/17】
[詳細]http://www.smrj.go.jp/incubation/d-egg/seminar/093177.html
●「処遇を改善してパート社員を戦力化しよう！」
【11/17】
[問合せ]茨木商工会議所 TEL: 072-622-6631 (担当:加藤)
●「大学特許と中小企業のマッチングフェア2015 開催」のご案内【11/17】
[詳細]http://www.niro.or.jp/ac-matching27/
●「業績アップは社員一人一人の気づきから」
【11/17】
[詳細]http://www.osaka.cci.or.jp/s/chuo/seminar.php?sid=120
●「採りたい学生を引き付ける採用戦略 講座」
【11/17】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/352745/fJ9o6eH7ci0D_16103~9/1117D27151117012.html
●のぞみビジネスマッチングフェア2015 【11/18】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?rz8_1Lchz_1cc_hmp
●ＴＶでお馴染み阪神ファン経済学者が語る！これからの日本経済 【11/18】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?rz9_1Lchz_1cc_hmp
●経営者のための契約書入門

～売買・請負契約編～【11/18】

[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?rxN_1Lchz_1cb_hmp
●「変革と挑戦」～ 匠の技、伝えます！ ～【11/18】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/352542/30wy38H7ci0D_16103~9/1118_140.html
●女性社員のキャリアアップ ワンランク上の気配り仕事術講座《再掲》
【11/18】
[詳細]http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/201505/D27151118026.html
●「1日完結ワークショップ」
【11/19締】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?rz7_1Lchz_1cc_hmp
●「IPOセミナー in 大阪」
【11/19】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/353112/g4H-D6H7ci0D_16103~9/1119D22151119028.html
●知財ビジネスマッチング事業オープン交流会【11/20】
[詳細]http://seeds-matching.go.jp/open-matching/
●“共感”が心を動かすプレゼンテーション術【11/20】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?ruL_1KQNw_1c4_hmp
●人生の道筋としてのキャリア論 一次世代（子や孫）に何をアドバイスするのか？【11/20】
[詳細]https://ritsumei-oic.sakura.ne.jp/index.php?mail_form_pk=1441937349
●企業技術者を対象としたPLC制御（初級）～生産ライン模擬装置を使った実習～【11/21】
[詳細]http://www.nara-k.ac.jp/contribution/H27PLC.pdf
●おおさか地域創造ファンド広域支援事業(高度専門サポート)
専門実務セミナー「個別化医療の現状とこれからの展望・課題」
【11/24】
[詳細]http://www.kansai-life-innovation.org/notice/2462/
●特許出願技術動向調査セミナー ～低侵襲医療機器、内視鏡～【11/24】
[詳細]http://www.uic.osaka-u.ac.jp/event/pdf/seminar_151027.pdf
●千里ライフサイエンス振興財団 セミナー「がん免疫療法の進展と将来展望」
【11/25】
[詳細]http://www.senri-life.or.jp/seminar-1.html#seminar-J4
●「「VIETWATER 2015 企業プレゼン＆ネットワーキングカフェ in ハノイ」
【11／25～27】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/352880/GJNPc2H7ci0D_16103~9/1125D22151125012.html
●「下請取引適正化講習会及び違反事例について」開催のご案内《再掲》
【11/25】
[詳細]http://www.mydome.jp/event/detail/1119
●第20回「プロテイン・モール関西」情報交流セミナー【11/30】
[詳細]http://www.pref.osaka.lg.jp/hodo/index.php?site=fumin&pageId=22041
●第3回 西区「暮らしを豊かにするビジネスアイデア」コンテスト【11/30締】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?rCc_1Lviv_1cj_hmp
●シーズ発表！大阪を代表する2つの公設研究所の研究成果を紹介 【12/1】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?rzk_1Lchz_1cc_hmp
●二酸化炭素を原料とした物質・エネルギー変換技術研究会【12/2】
[詳細]http://www.resik.jp/newstopics/information/20151202.html

●＜公的資金活用1＞技術・開発力向上につなげる補助金・助成金活用のすすめ方【12/3】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?rC5_1Lviv_1cj_hmp
●「基礎からわかる契約書実務講座」
【12/3】
[詳細]http://www.osaka.cci.or.jp/s/chuo/seminar.php?sid=119
●黒字化実現のための資金繰り！キャッシュフロー経営のコツ【12/4】
[詳細]http://www.ooaana.or.jp/info/seminar/11/
●「機能性コーティングフェア」参加申込 受付開始！ 【12/8】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?rz5_1Lchz_1cc_hmp
●大阪府立大学・大阪市立大学 合同シーズ発表会 【12/8】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?rz6_1Lchz_1cc_hmp
●「説得力・プレゼン能力強化講座」
【12/8】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/352746/eeXYAbH7ci0D_16103~9/1208D27151208024.html
●＜公的資金活用2＞ものづくり補助金活用の成功のポイント【12/10】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?rC6_1Lviv_1cj_hmp
●第50回 京滋合同特別セミナーのご案内【12/11】
[詳細]http://kyoto-hatsumei.com/schedule1211.html
●「『社会保障・税番号制度(マイナンバー)』対応 実務アドバイス」
《再掲》
【随時】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/347288/i90XafH7ci0D_161039/0826_senmon.html
●医療機器相談窓口のご案内《再掲》
【随時】
[詳細]http://www.kouiki-kansai.jp/contents.php?id=1059
●製品の開発・改良、製造プロセスや品質管理等に科学的な観点からアドバイス
《再掲》
【随時】
・大阪市立工業研究所
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?p13_1AKhU_186_hmp
・大阪府立産業技術総合研究所
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?p14_1AKhU_186_hmp
●窓口(無料)相談で、
「Webマーケティング」の相談対応を始めます！《再掲》
【随時】
[詳細]http://www.smrj.go.jp/kinki/consulting/index.html
●経営、法務、財務から営業、販促まで幅広く対応《再掲》
【随時】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?oK8_1z4eb_17z_hmp
●「食品表示基準及び新たな機能性表示制度に係る説明会」の資料公表《再掲》
【随時】
[詳細]http://www.caa.go.jp/foods/index18.html
●一般貿易証明 ご利用案内(外国産原産地証明書)《再掲》
【随時】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/325749/dczbbfH7ci0D_161039/0310boeki-step2.html
●人事労務・メンタルヘルス対策 専門相談(/～金曜日、面談・電話)《再掲》
【随時】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/325522/9kfA6hH7ci0D_161039/0624_senmon.html
●中国ビジネス支援室無料相談サービス《再掲》
【随時】

[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/299576/JjVIbGH7ci0D_161039/0804_china.html
●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)《再掲》
【随時】
[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!《再掲》
【随時】
[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《再掲》
【随時】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?jXH_1amxp_Y4_hmp
●「医療機器開発支援ネットワーク」構築について《再掲》
【随時】
[詳細]https://www.med-device.jp/net/
●京都産業育成コンソーシアム「医療産業・iPS等再生医療関連産業サイト」
《再掲》
【随時】
[詳細]http://www.kyoto-conso.jp/medical/
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【3】編集後記
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11月7日は、彩都ライフサイエンスパークにて、医薬基盤・健康・栄養研究所様
と、日本赤十字社近畿ブロック血液センター様、そして彩都バイオインキュベー
ション施設の3施設を広く市民の方に開放する「一般公開」デーです。
それに向けて各施設、現在楽しいイベントを色々と企画中！
３施設合同のスタンプラリーも実施します！お近くの方はぜひ遊びに
いらしてください。
※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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