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彩都ヒルズクラブ通信
▼△━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ http://www.saitohills.com/ △
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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。
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆
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
☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆
---------------------------------------------------------------平成28年 彩都ライフサイエンスパーク 新年賀詞交歓会
---------------------------------------------------------------[日時]平成28年１月15日（木） 11：45～13：00
[場所]彩都バイオヒルズセンター2階 会議室
（大阪府茨木市彩都あさぎ7-7-18）
[申込]ご芳名、ご所属・ご役職、ご連絡先（ＴＥＬ・ＦＡＸ）
、メールアドレス
を記載の上、 clubrenraku@saitohills.com までお知らせください
[締切]平成27年12月22日（火）
☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆
+-+ ＣＯＮＴＥＮＴＳ +-+
【1】会員様からイベントのご案内
【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
▼△▼△━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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【1】会員様からイベントのご案内
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
彩都産学官連携フォーラム２０１６の開催について
彩都産学官連携事業実行委員会（大阪府、国立研究開発法人医薬基盤・健康・
栄養研究所、大阪医薬品協会、彩都(国際文化公園都市)建設推進協議会、公益
財団法人千里ライフサイエンス振興財団）では、創薬支援の取組の一環として、
次のとおり「彩都産学官連携フォーラム２０１６」を開催します。
このフォーラムでは、産学官各分野から創薬最前線の情報を発信するシンポ
ジウムのほか、彩都に進出しているベンチャー企業による最先端の研究開発の
状況等、幅広い創薬に関連する取り組みを紹介します。
【日時】 平成２８年１月２０日（水曜日）午前１０時から午後４時５０分まで
【場所】 千里ライフサイエンスセンター ５階 山村雄一記念ライフホール
（豊中市新千里東町１－４－２）
最寄り駅：地下鉄御堂筋線（北大阪急行)または大阪モノレール千里中央駅
【内容】
◆シンポジウム「つなぐ 臨床研究から創薬へ」
座長：独立行政法人国立病院機構 大阪医療センター 院長 楠岡 英雄

厚生労働省 医政局 研究開発振興課長 神ノ田 昌博
国立研究開発法人日本医療研究開発機構 臨床研究・治験基盤事業部長 吉田 易範
大阪大学医学部附属病院 循環器内科学 特任准教授 彦惣 俊吾
日本製薬工業協会 医薬品評価委員会 委員長 稲垣 治
大阪医薬品協会治験推進研究会 実施医療機関/治験依頼者連携
治験の効率向上プロジェクト 公益財団法人日本生命済生会付属日生病院 谷口 真理子
◆彩都における新たな研究開発の動き
株式会社BNA 取締役CSO 大阪大学名誉教授 今西 武
Repertoire Genesis株式会社 代表取締役社長 松谷 隆治
◆難病研究と創薬
東京大学大学院医学系研究科 感覚・運動機能医学講座口腔外科学分野教授 高戸 毅
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所難病資源研究室 研究リーダー 小原 有弘
◆医薬健栄研の新たな取り組み
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所
創薬デザイン研究センター 副センター長 角田 慎一
ワクチンマテリアルプロジェクト プロジェクトリーダー 國澤 純
【参加費】 無料
【申込み】 事前申し込みが必要です。
詳しいテーマや申込み方法については、彩都産学官連携フォーラム２０１６
オフィシャルホームページをご覧ください。
http://www.dy-net.jp/2016/
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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）◇◇◇
◇グローバル起業家等育成事業米国派遣プログラム
[期間]～12月24日(木)
[詳
細]http://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/strategy/articles/vs/tousa-entreprener-h27.ht
ml
◇「コンソーシアム研究開発助成金」27 年度応募《再掲》
[詳細]http://www.sihd-bk.jp/fresh_news/0000000776/pdf/fresh.pdf
[期間]～12月24日(木)
◇環境 人づくり企業大賞2015募集《再掲》
[詳細]～12月25日（金）
[詳細]http://www.env.go.jp/press/101609.html
◇第2回「日本ベンチャー大賞」(内閣総理大臣賞)
[期間]～12/28
[詳細]http://www.meti.go.jp/press/2015/11/20151130001/20151130001.html
◇日本－中国共同研究課題募集「都市における環境問題または都市におけるエネルギー
問題に関する研究」
[期間]～2016年01月08日
[詳細]http://www.jst.go.jp/sicp/announce_ch_MOST1st.2015.html
◇「DISCOVER KANSAI」プロジェクト第2弾
[期間]～1/14

[詳細]http://www.kansai.meti.go.jp/3-2sashitsu/CCkansai/27fy/discover/paris.html
◇平成27年度希少疾病用医薬品・希少疾病用医療機器・希少疾病用再生医療等製品試験
研究助成事業《再掲》
[期間]～1月6日（水）
[詳細]http://www.nibio.go.jp/news/2015/10/001441.html
◇平成28年度ものづくり中小企業・小規模事業者連携支援事業の公募
[期間]～1/22
[詳細]http://www2.chuokai.or.jp/hotinfo/28monorenkei_koubo20151204.html
◇大阪府 彩都中部地区 事業用地の貸付
[期間] 平成28年1月26日（火曜日）
、同月27日（水曜日）
[詳細]http://www.pref.osaka.lg.jp/jumachi/saito/tyuubu.html
◇「研究開発型ベンチャー支援事業／シード期の研究開発型ベンチャーに対
する事業化支援」に係る第2回公募について
[詳細]http://www.nedo.go.jp/koubo/CA2_100094.html
[期間]～平成28年1月29日(金)
◇「大阪産(もん)チャレンジ支援事業」の募集を開始
[期間]～1/29
[詳細]http://www.kannousuiken-osaka.or.jp/portal_info/doc/2015102900019/
◇「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月31日（日）
[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《再掲》
[期間]～2月15日（月）
[詳細]http://www.hidajapan.or.jp/jp/smehosei/index.html
◇日米原子力共同研究課題募集「放射性廃棄物を含めた環境対策に関する研究」
[期間]～2016年02月19日
[詳細]http://www.jst.go.jp/nuclear/application/h27_sen5.html
◇第5回 DBJ女性新ビジネスプランコンペティション エントリー受付中
[期間]～2/26
[詳細]http://www.dbj.jp/ja/topics/dbj_news/2015/html/0000020890.html
◇天然ガスバス・トラックの導入に対して、1台につき15万円の補助があります！
[期間]～平成28年3月23日(水)まで
[詳細]http://ene.osakagas.co.jp/product/ngv/flashdata/images/02.pdf
◇研究成果展開事業 研究成果最適展開支援プログラム(A-STEP)
平成27年度 ステージIII NexTEP-Aタイプの課題公募(随時公募)
[期間]～2016年03月31日
[詳細]http://www.jst.go.jp/a-step/koubo/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月31日（木）
[詳細]http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01tsushin03_02000127.html

◇日本－EU共同研究課題募集「パワーエレクトロニクス」
、
「希少元素代替材料」
[期間]～2016年05月25日
[詳細]http://www.jst.go.jp/sicp/announce_eujoint_03_GeneralInfo.html
◇AMED案件
・平成28年度「「統合医療」に係る医療の質向上・科学的根拠収集研究事業」
[詳細]http://www.amed.go.jp/koubo/050120151214.html
・平成28年度「医療機器開発推進研究事業」
[詳細]http://www.amed.go.jp/koubo/020120151207.html
・平成28年度「医薬品等規制調和・評価研究事業」
[詳細]http://www.amed.go.jp/koubo/050220151207.html
・平成28年度「臨床研究・治験推進研究事業」
[詳細]http://www.amed.go.jp/koubo/050120151208.html
・平成28年度「女性の健康の包括的支援実用化研究事業」
[詳細]http://www.amed.go.jp/koubo/010720151127-02.html
・平成28年度「成育疾患克服等総合研究事業」
[詳細]http://www.amed.go.jp/koubo/010720151127-01.html
◇NEDO案件
・「NEDOプロジェクトから実用化した製品やプロセスに関する可視化・俯瞰に関する調査」
[詳細]http://www.nedo.go.jp/koubo/BF1_100027.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）●●●
●関西再生医療産業コンソーシアム 第1回基礎セミナー【12/16】
[詳細]http://www.kansai.meti.go.jp/2-4bio/KRIC/kisoseminar1.html
●「ソーシャル・イノベーション・サミット～つぎの1000年につながる出会いの
場がここにあります」
【12/17】
[詳細]http://www.astem.or.jp/business/venture/silk/summit2015
●TPP(環太平洋パートナーシップ)協定説明会【12/17】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/361456/9JJWd3H7ci0D_161039/1217D11151217025.html
●ベトナム会計・税務セミナー【12/17】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/360858/HeGr86H7ci0D_161039/1217D11151217018.html
●「化学物質規制対応セミナー
～アジア圏における化学物質規制の動向とその対策について～」
《再掲》
【12/17】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/354779/HG-qh3H7ci0D_161039/1217D22151217014.html
●【セミナー】政府が準備するモノづくり中小企業支援とその活用【12/18】
[問合・申込]関西アーバン銀行ニュービジネス支援室 06-6281-7710
● 2015年度同志社大学リエゾンフェア「オープン・イノベーションが革新を生む
産学連携で新技術開発、市場創出！」
【12/18】
[詳細]http://liaison.doshisha.ac.jp/news/2015/1030/news-detail-599.html
● 立命館大学ロボティクス研究センター主催「ロボティクス技術説明会」
【12/18】
[詳細]http://www.ritsumei.ac.jp/research/event/article.html/?news_id=300
●「宇宙を使ってあなたの事業を拡げてみませんか？
国際宇宙ステーションを使った高品質タンパク質結晶生成等」
【12/18】
[問合・申込]氏名、貴社名、部署名、役職名、電話番号、メールアドレスをご明記の上
下記ご連絡ください。
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(JAXA) 新事業促進部新事業課 田中
TEL：050-3362-6114 E-mail：tanaka.yoshie@jaxa.jp
●＜出展企業募集＞都市防災技術展2016 【12/18〆】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?sBt_1P4uH_1e9_hmp

●「直前チェック マイナンバー対応実務と対応実例 講座」
【12/18】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/360329/9Hya3bH7ci0D_161039/1218_7175.html
●京都発 京の知的財産セミナー（無料）のご案内《再掲》
【12/18】
[詳細]http://kyoto-hatsumei.com/schedule1218.html
●都市防災技術展2016 防災に役立つ技術・製品・システムを募集！《再掲》
【12/18〆】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?rTh_1MlWC_1cV_hmp
●「ほんなことくらい社会に出る前に知っときや！お金にまつわる最低限のビジネス常識」
【12/21】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/359611/iiD36hH7ci0D_161039/1221D28151221013.html
●他社事例から自社のカイゼンを考える～国光鍍金工業(株)～ 【12/22〆】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?sBv_1P4uH_1e9_hmp
●「グリーン・イノベーション研究成果企業化促進フォーラム」
《再掲》
【12/22】
[詳細]http://www.kouiki-kansai.jp/contents.php?id=2020
●健康・福祉・介護関連の製品・サービス対象－ビジネスマッチングフェア2016【12/25〆】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?sdw_1Nw2X_1dw_hmp
●先端生命工学研究所講演会「FIBER未来大学 なでしこScientistトーク」
【1/6】
[詳細]http://www.konan-u.ac.jp/topics/news/view/top/3315
●クラウドファンディングにチャレンジしたい方必見！魅せる自社ストーリー作成講座《再
掲》
【1/7～】
[詳細]http://www.ooaana.or.jp/info/seminar/25/
●ファシリテーション体得塾《再掲》
【1/7〆】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?scG_1Nw2X_1dt_hmp
●千里ライフサイエンス振興財団新適塾「しっぽの中の神経系」
《再掲》
【1/7】
[詳細]http://www.senri-life.or.jp/shinteki/shinteki-nou_omoshiroi.html
●求む！海外に売りたい Made in JAPAN商材 【1/8〆】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?sBn_1P4uH_1e9_hmp
●若い世代へ ノーベル賞科学者からの提言～科学技術で次の時代を切り開け～《再掲》
【1/9】
[詳細]https://form.jst.go.jp/enquetes/taidan
●新春国際交流会【1/12】
[詳細]http://kinkibio.com/
●「第27回龍谷大学新春技術講演会」
【1/13】
[詳細]http://kagiken.seta.ryukoku.ac.jp/kouen/27_2016.htm
●兵庫県立大学公開セミナー「粉や粒の魅力と可能性」
【1/13】
[詳細]http://www.aicc.or.jp/topics/403797/
●中小企業のための生前贈与と承継対策セミナー 【1/13】

[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?sBo_1P4uH_1e9_hmp
●「ナノ・マイクロデバイスのバイオメディカル領域イノベーションへの挑戦」
《再掲》
【1/13】
[詳細]http://www.kit.ac.jp/wp/wp-content/uploads/2015/11/events160113.pdf
●『世界の成長センター・アジア～その成長をどう取り込むのか～』
【1/14】
[詳細]http://www.resona-ao.or.jp/project/seminar.html
●売れる商材の仕入れに！雑貨・加工食品・防災グッズなど 【1/14】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?sBs_1P4uH_1e9_hmp
●「今年こそ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」
【1/14】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/361487/i9dtb3H7ci0D_161039/0114D41160114015.html
●「窓口から見た小規模事業者の景況感と今後の経営について」
【1/14】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/360543/dchf8fH7ci0D_161039/0113_150.html
●「『逆境こそ力を出せ！』その時、リーダーはどうあるべきか」
【1/14】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/358447/DjY0gHH7ci0D_161039/0114D13160114012.html
●弁護士が教える、起業前から必要な契約書の基礎知識【1/15】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?suD_1OEpQ_1dY_hmp
●シニア世代の“経験”と“知恵”と“意欲”が活きる組織を考える【1/15】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?svO_1OEpQ_1e2_hmp
●NEDOエネルギー・環境新技術先導プログラム「高品質／高均質薄膜を実現する非真空
成膜プロセスの研究開発」シンポジウム ～ミストデポジション法の科学と応用～【1/18】
[詳細]http://www.pesec.t.kyoto-u.ac.jp/ematerial/mistsymp
●「特定商取引法講習会」
【1/18】
[詳細]http://www.pref.osaka.lg.jp/annai/moyo/detail.php?recid=15285
●「債権回収のトラブルを防止する－経営者のための法律実務基礎」 【1/19】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/360746/eB_Y5eH7ci0D_161039/0119_127.html
●利益向上を実現する在庫削減講座【1/19】
[詳細]http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/201510/D27160119021.html
●「MoTTo PLUS事業 中小企業事業化勉強会 with 大和ハウス工業(株)」 【1/19】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/360338/bGpMiJH7ci0D_161039/0119D22160119019.html
● “学習する組織”の第一人者によるコミュニケーション活性と対話＜半日体験＞【1/20〆】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?svN_1OEpQ_1e2_hmp
●父から受け継ぎ2代目が広げる“Made with Japan”のものづくり【1/20〆】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?svT_1OEpQ_1e2_hmp
●進化する熱制御(放熱・熱輻射・蓄熱など)関連高分子材料【1/20】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?srY_1Ofol_1dR_hmp
●MOBIO「大阪弁護士会とのコラボ企画

新事業こうすれば上手く行く！

新製品開発・研究段階の法律問題あるある」
【1/20】
[詳細]http://www.m-osaka.com/jp/mobio-cafe/detail.php?id=2098
●「彩都産学官連携フォーラム2016」
《再掲》
【1/20】
[詳細]http://www.dy-net.jp/2016/
●SNSの効果を120％引き出す活用法～Facebook・LINE・Twitter編【1/21】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?sq5_1Ofol_1dO_hmp
●「中小企業情報セキュリティセミナー」
【1/21】
[詳細]http://www.osaka.cci.or.jp/s/chuo/seminar.php?sid=128
●「旧薬事法(薬機法)・景品表示法・機能性表示」事例と表現スキル最前線【1/21】
[詳細]http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/201510/D27160121031.html
● 「大阪ものづくり看板企業」フォーラム in MOBIO 2015【1/21】
[詳細]http://www.m-osaka.com/jp/mobio-cafe/detail.php?id=2095
●京都発 京の知的財産セミナー（無料）のご案内《再掲》
【1/21】
[詳細]http://kyoto-hatsumei.com/Kyo-No-Chizaiseminar2015-3.pdf
●平成27年度産官金ネットワーク構築による公設試の橋渡し機能強化事業
「第2回公設試シーズ発表会」 【1/22】
[詳細]http://www.kansai.meti.go.jp/2giki/sangiren/dai2kaisi-zu.html
●語感と脳科学を取り入れた商品ネーミングを考える講座 【1/22〆】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?sBp_1P4uH_1e9_hmp
●「ハゲタカ」の著者 真山 仁 氏が語る交渉術～日本人が世界市場で弱いワケ～【1/22】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?svQ_1OEpQ_1e2_hmp
●「金融機関との上手な付き合い方～資金繰りを安定・改善させるために～ 」
【1/22】
[詳細]http://www.osaka.cci.or.jp/s/chuo/seminar.php?sid=125
●セミナー＆商談会「第38回ザ・ベストバイヤーズ」
スーパー大手「ライフコーポレーション」との商談会【1/22】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/360546/2ftxdhH7ci0D_161039/0122_tbb.html
●千里ライフサイエンス振興財団 国際シンポジウム「Frontiers in Structural Biology
--- X-ray Free Electron Laser and Drug Discovery」
《再掲》
【1/22】
[詳細]http://www.senri-life.or.jp/seminar-1.html#seminar-J6
●ジョブカード制度説明会・講演会【1/26】
[詳細]http://www.ibaraki-cci.or.jp/
●「自社の決算書で学ぶ！やさしい経営分析講座」
【1/26】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/361335/Ch0C25H7ci0D_161039/0126D27160126012.html
●「第四回 中小企業×コンサルタント」マッチング【1/26】
［詳細］http://www.jica.go.jp/kansai/event/2015/151106_01.html
●WEBデザインセミナー 入門編【1/26】
[詳細]http://www.ooaana.or.jp/info/seminar/24/

●現役ライター直伝！3時間でわかる文章力アップ“7つのルール【1月27日】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?sqc_1Ofol_1dO_hmp
●BCP・リスクマネジメントは戦史の局面から学べ！ミッドウェー海戦から学ぶ事業継続
計画～BCPの視点からみた、戦略とリスクマネジメント～【1/27】
[詳細]http://www.ooaana.or.jp/info/seminar/26/
●ものづくり企業が知るべき契約の基礎セミナー 【1/28】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?sBm_1P4uH_1e9_hmp
●中小企業のマスコミ対策セミナー ～マスコミの心を揺さぶるツボを知る～【1/28】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?svR_1OEpQ_1e2_hmp
●「ミスゼロの仕事術セミナー」～「ミスのない仕事」で、仕事の効率向上と顧客の
信頼を勝ち取る～【1/28】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/360856/5HHs7jH7ci0D_161039/0128D27160128016.html
●「営業で使える 積極的な聴き方・話し方講座」
【1/28】
[詳細]http://www.osaka.cci.or.jp/s/chuo/seminar.php?sid=126
●千里ライフサイエンス振興財団「創薬と蛋白質科学：相互作用解析を中心に」
《再掲》
【1/28】
[詳細]http://www.senri-life.or.jp/shinteki/shintekijuku-miraisouyaku.html
●トヨタで学んだ「紙1枚！」にまとめる技術講座【1/29】
[詳細]http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/201510/D27160129013.html
●「今年はどうなる日本の経済」 経済講演会開催のお知らせ【2/2】
[詳細]http://www.ibaraki-cci.or.jp/
●「業績が上がる！ドラッカーのニッチ戦略講座」
【2/2】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/360545/e6xb7aH7ci0D_161039/0202D27160202020.html
●波力発電、微生物燃料電池、地中蓄熱の研究成果を紹介 【2/4】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?sBq_1P4uH_1e9_hmp
●エネルギー創出への総合的な取り組み【2/4】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?svU_1OEpQ_1e2_hmp
●事業承継セミナー＆座談会！【2/5】
［詳細・申込］茨木商工会議所中小企業相談所 担当：磯辺・笹井
TEL： 072-622-6631 FAX：072-622-6632 mail：sasai@ibaraki-cci.or.jp
●「1分でできる部下指導トレーニング」
【2/5】
[詳細]http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/201510/D27160205014.html
●約50社が出展！高機能プラスチック・ゴム展 申込開始！ 【2/10】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?sBl_1P4uH_1e9_hmp
●「中小企業のための異常気象に備える7つの法則 」
【2/10】
[詳細]http://www.osaka.cci.or.jp/s/chuo/seminar.php?sid=124

●「第3回医療機器企業への売り込み商談会」(逆見本市)【2/18】
＜「次世代医療システム産業化フォーラム」連携事業＞
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/360019/3F8YIDH7ci0D_161039/0218D23151029010.html
●「中堅社員の役割と実務講座」
【2/23】
～現場の第一線で活躍する！会社の成長を支える要の社員になる！～
[詳細]http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/201510/D27160223032.html
●Web担当者のためのWebマーケティングの基礎知識【2/24】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?sqb_1Ofol_1dO_hmp
●ホームページに必要なこと「デザインと集客を両立するセミナー」
【2/25】
[詳細]http://www.ooaana.or.jp/info/seminar/29/
●千里ライフサイエンス振興財団「光遺伝学による脳・生物学研究最前線」
【2/26】
[詳細]http://www.senri-life.or.jp/seminar/seminar-1-20160226a.html
●(EPA/FTA)特定原産地証明書申請実務 出前セミナーのご案内《再掲》
【随時】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/357741/kaIlE1H7ci0D_161039/1029_e88.html
●年末の金融・資金繰り・経営安定ご相談《再掲》
【随時】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/357634/k4ta9AH7ci0D_161039/1112_sjsc.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/
●「ＴＰＰ相談窓口」を設置します《再掲》
【随時】
[詳細]http://www.meti.go.jp/press/2015/11/20151106003/20151106003.html
●「外国人モニター調査」利用企業募集《再掲》
【随時】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/357741/39F1d3H7ci0D_161039/1022_mon_survey.html
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【3】編集後記
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早いもので、今年もあと2週間余りとなりました。今冬は暖かいので、師走に
入った実感が乏しいまま年の瀬を迎えることになりそうです。とはいえ、この
数週間で寒暖の差がかなり激しくなっておりますので、体調管理にご留意頂き、
元気に新年をお迎えください。
新年1月15日の彩都ライフサイエンスパーク新年賀詞交歓会へのご参加お申込
も引き続きお待ちしております。
※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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