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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。
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆
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
☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆
---------------------------------------------------------------第139回 彩都バイオサイエンスセミナー
「人に優しいサイエンス“ジェロンテクノロジー”の魅力と展望」
---------------------------------------------------------------[日時]平成28年2月4日（木） 11：00～12：00
[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] https://www.saitohills.com/form.html
☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆
+-+ ＣＯＮＴＥＮＴＳ +-+
【1】理事長エッセイ
【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】理事長エッセイ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
新年あけましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願い致します。
昨年の４月に、東京にあります健康・栄養研究所と統合し、国立研究開発法人
医薬基盤・健康・栄養研究所として発足してから、早いもので、もうすぐ１年
が経過しようとしています。新しい研究所の発足に際し、いくつかの目標を掲げ
ました。そのうちの１つが、異なる分野の２つの研究所が統合しますので、これ
までできなかったような、分野を越えた革新的な研究、相乗効果が現れる研究
開発を始めるということでした。これまで別々の世界で生きてきた研究者同士が、
話し合い、相互の理解を深める努力を続け、いくつかの研究が実際にスタート
しました。その中で、現在、最も進んでいる研究について、ご紹介させていただき
ます。健康・栄養研究所では、約１０００人の健常人を対象にして、血液などの
サンプルを収集するとともに、それぞれの人の食や生活習慣などの情報を蓄積
するという研究が数年にわたって続けられております。一方、医薬基盤研究所
には、腸管免疫・腸内フローラに関する研究の専門家がおります。この２つの
研究が合体することで、健常な人が、どのような食を取り、どのような生活を
すると、腸内細菌はどのような種類のものが優位になっていくかを経時的に理解
するという、全く新しい知見を生む研究ができます。腸内フローラは、生活習慣
病やアレルギーなど、様々な疾患とも密接に関わっていることが明らかになり、
最近最も注目されている研究分野の１つであり、実際の生活でも、多くの新しい

ヨーグルト製品などが売り出されるなど、社会的注目度も高まっています。この
研究から、日々の生活と腸内フローラとの関係が明らかになれば、どのような
食生活が健康に影響を与えるかなど、これまでとは異なる視点で生活習慣を考える
ことができるようになると思われ、大いに期待しています。
また、当研究所のセンターの１つである、筑波にあります薬用植物資源研究センター
の活動も特記すべきものがあります。それは、本センター自身が保有しております、
数千種類にも及ぶ薬用植物のエキスのライブラリーができつつあることです。
これは、大学アカデミアや製薬企業などからも注目を浴び、多くの共同研究が
始まっています。植物エキスの中には、これまでに知られていないような効能が
眠っている可能性があり、それを堀起こす努力を様々な角度から続けることで、
全く新しいタイプの薬剤の創成や機能性食品の開発などにつながる可能性があり、
大きな期待を寄せています。
これらの活動を通して、
「彩都から世界へ」を具体的に実践し、
「彩都」が世界から
注目されるような町になるよう、大きな夢を抱きつつ、努力していきたいと思って
おります。
医薬基盤・健康・栄養研究所
理事長
米田悦啓
（彩都ヒルズクラブ 理事長）
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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）◇◇◇
◇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【～1/22】
[詳細]http://www2.chuokai.or.jp/hotinfo/28monorenkei_koubo20151204.html
◇平成27年度第2回「大阪府認定リサイクル製品」募集中【～1/26】／大阪府
[詳細]http://www.pref.osaka.lg.jp/shigenjunkan/recycle-products/
◇ビジコン・大阪2016エントリー受付中【～1/29】／なにわあきんど塾同友会
[詳細]http://www.bizcon.osaka/
◇「大阪産(もん)チャレンジ支援事業」の募集を開始【～1/29】／大阪府
[詳細]http://www.kannousuiken-osaka.or.jp/portal_info/doc/2015102900019/
◇参加企業＆開発テーマ募集！！～2月10日まで（第1期募集）
大阪デザインイノベーション創出コンペティション〔DIMO2016〕＜助成金あり＞
[詳細]http://dimo.osaka.jp/
◇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《再掲》
【～2/26】
[詳細]http://www.dbj.jp/ja/topics/dbj_news/2015/html/0000020890.html
◇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IIINexTEP-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

◇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
・【公募予告】平成28年度「医工連携事業化推進事業（実証事業）
」
[詳細]http://www.amed.go.jp/koubo/020120160114.html
・【公募予告】平成28年度「ロボット介護機器開発・導入促進事業（開発補助事業）
」
[詳細]http://www.amed.go.jp/koubo/020120160113.html
◇NEDO案件
・「研究開発型ベンチャー支援事業に関するベンチャーキャピタル等の認定」に係る追加公募
[詳細]http://www.nedo.go.jp/koubo/CA1_100099.html
・「新規高性能磁性材料に関する検討」に係る公募について
[詳細]http://www.nedo.go.jp/koubo/EF2_100100.html
・平成28年度「戦略的省エネルギー技術革新プログラム」に係る第1回公募
[詳細]http://www.nedo.go.jp/koubo/DA1_100105.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）●●●
●中小企業・小規模事業者経営力強化フォーラム【1/21】
[詳細]http://www.biznavi.jp/forum/
●平成27年度D-eggSalonスタディシリーズ「研究開発型補助金活用ノススメ」
【1/21】
[詳細]http://www.smrj.go.jp/incubation/d-egg/seminar/093419.html
●ECCamp2016inKansai【1/21】
[詳細]http://eccamp.smrj.go.jp/
●サービス業向け生産性向上セミナー
～創業前から始めよう！ファンづくりのための「わたしブランディング」～【1/21】
[詳細]http://sougyoshien.com/events/20150121-watashi-branding/
●平成27年度第2回しが医工連携ものづくりネットワーク会議【1/21】
[詳細]http://www.shigaplaza.or.jp/h27_ikonet2/
●kizkiPITCH【1/21】
[詳細]http://www.sarr-llc.com/seminar/2052
●「第3回茨木まちゼミ」勉強会【1/21】
[詳細]https://www.kinki.cci.or.jp/kentei/apply.php?seq=7228
●ABAC／APEC2015大阪報告会【1/21】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/364574/81iq10H7ci0D_161039/0121D11160121016.html
●平成28年の関西経済はどうなる？【1/21】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/363653/6cJUGdH7ci0D_161039/0121_137.html
●ミャンマーCEO商談会＆セミナー【1/21】
[詳細]http://www.smrj.go.jp/ceo/myanmar/
●MBTコンソーシアム研究会設立記念シンポジウム【1/21】
[詳細]http://www.kenkotoshi.com/pdf/mbt-201601-1.pdf
●SNSの効果を120％引き出す活用法～Facebook・LINE・Twitter編【1/21】
《再掲》
[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】
《再掲》
[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】
《再掲》

[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】
《再掲》
[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）
【1/21】
《再掲》
[詳細]http://kyoto-hatsumei.com/Kyo-No-Chizaiseminar2015-3.pdf
●第10回スーパーコンピュータ「京」と創薬・医療の産学連携セミナー
「バイオシミュレーションの最前線」
【1/22】
[詳細]http://www.scls.riken.jp/forms/2016Jan22_OsakaSeminar/
●デザイン事務所を募集！魅せるパッケージデザイン商談会【1/22〆】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?sJX_1PYvz_1ep_hmp
●製造業のアセアンビジネス展開セミナー－SUBCONTHAILAND2016の紹介－【1/22】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/364574/kkHyGkH7ci0D_161039/0122D11160122013.html
●障がい者雇用職場見学会【1/22】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/362840/daBkKDH7ci0D_161039/0122_7311.html
●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】
《再掲》
[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】
《再掲》
[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】
《再
掲》
[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】
《再掲》
[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】
《再掲》
[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」
【1/22】
《再掲》
[詳細]http://www.senri-life.or.jp/seminar-1.html#seminar-J6
●えひめ知財ビジネスマッチング商談会inマイドームおおさか【1/25】
[詳細]https://www.mydome.jp/open-inv/topics/detail/162
●第15回八尾ものづくりカレッジ～ものづくり企業挑戦シリーズ(医療・介護分野(1))
「医療機器産業への参入の近道～製販ドリブンモデル事例から見る医療機器開発へのアプローチ
～」
【1/25】
[詳細]http://www.city.yao.osaka.jp/0000032332.html
●安全保障貿易管理説明会（神戸市）
【1/25】
[詳細]http://www.kansai.meti.go.jp/3kobe/event/anzen_setumeikai160125.html

●知的財産活用セミナー【1/26】
[詳細]http://www.smrj.go.jp/kinki/seminar/ts/093405.html
●大阪立地プロモーションセミナー【1/26】
[詳細]http://www.kc-space.jp/accessmap/conference/
●中国「税務・法務・ビジネス全般」に関する個別無料相談会【1/26】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/364574/91Ydi6H7ci0D_161039/0126D11160126011.html
●第1回「大阪府新エネルギー分野技術シーズ・ビジネスマッチング会」
【1/26】
[詳細]http://www.pref.osaka.lg.jp/energy/mattinngukai/index.html
●農業参入フェア2015in大阪【1/26】／農林水産省他
[詳細]http://www.nca.or.jp/hojinsien/
●ジョブカード制度説明会・講演会【1/26】
《再掲》
[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】
《再掲》
[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】
《再掲》
［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】
《再掲》
[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【1/27】
《再掲》
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?sqc_1Ofol_1dO_hmp
●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9回【1/27】
[詳細]http://www.osaka-cu.ac.jp/ja/research/copy_of_opu_ocu_office
●平成27年度事業承継フォーラム「時代を読んで次世代へ承継」
【1/27】
[詳細]http://27jsf.smrj.go.jp/osaka.html
●テラヘルツセミナー～テラヘルツ波研究の最前線～【1/27】
[詳細]http://www.ile.osaka-u.ac.jp/research/THP/posts/news1.html
●2シートでつくるはじめての中期経営計画書《その1》～経営理念と自社分析～【1/27】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?sQ5_1R1kB_1eF_hmp
●「ABEイニシアティブ」企業説明会（関西地区）
【1/27】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/364574/E7MfJ4H7ci0D_161039/0127D11160127018.html
●若手3～8年社員実力養成講座【1/27】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/362332/babqiiH7ci0D_161039/0127D27160127019.html
●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】
《再掲》
[詳細]http://www.ooaana.or.jp/info/seminar/26/
●ミャンマーCEO商談会＆セミナー【1/28】

[詳細]http://www.smrj.go.jp/ceo/myanmar/
●創薬を支援する先進スクリーニング技術セミナー
「生物発光技術の基礎から細胞・酵素アッセイへの応用まで」
【1/28】
[詳細]http://www.cass-linkage.net/create/news/?p=5733
●第30回奈良先端大産学連携フォーラム「最先端研究Ｎｏｗ～未来の創造～」
【1/28】
[詳細]http://www.science-plaza.or.jp/
●産技研セミナー・ビジネスマッチングブログ（BMB）第33回勉強会
「進化するマテリアル技術と感性価値の融合」
【1/28】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?sKd_1PYvz_1ep_hmp
●＜なにわあきんど塾＞第31期募集説明会【1/28】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?sQ6_1R1kB_1eF_hmp
●メキシコビジネス最新事情セミナー【1/28】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/364271/0Jl-GIH7ci0D_161039/0128D11160128015.html
●職場のメンタルヘルス対策が会社の業績を伸ばす！【1/28】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/363030/i2FK16H7ci0D_161039/0128D28160128013.html
●関西再生医療産業コンソーシアム（ＫＲＩＣ）第2回基礎セミナー
「先行事例に学ぶ中堅・中小企業の再生医療分野参入」
【1/28】
[詳細]http://www.kansai.meti.go.jp/2-4bio/KRIC/kisoseminar2.html
●ものづくり企業が知るべき契約の基礎セミナー 【1/28】
《再掲》
[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】
《再掲》
[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【1/28】
《再掲》
[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】
《再掲》
[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」
【1/28】
《再
掲》
[詳細]http://www.senri-life.or.jp/shinteki/shintekijuku-miraisouyaku.html
●シニア顧客をガッチリつかむ！地方ＥＣの今とこれからを知る！ネットショップ活用セミ
ナー【1/29】
[詳細]http://www.kyo.or.jp/kyoto/ac/event_101526.html
●モノづくり企業のための知的財産入門～特許制度活用のポイント【1/29】
[詳細]http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/201512/D22151019021.html
●TPP協定(経済産業省関連分野)に関する説明会(兵庫県)【1/29】
[詳細]http://www.kansai.meti.go.jp/2kokusai/tpp/tppsetumeikai2016.html
●セミナー『モノづくり企業のための知的財産入門』第2回【1/29】

[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/361897/5f0m8fH7ci0D_161039/0129D22151019021.html
●トヨタで学んだ「紙1枚！」にまとめる技術講座【1/29】
《再掲》
[詳細]http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/201510/D27160129013.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＞【1/30】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?sQ3_1R1kB_1eF_hmp
●町工場の“オンリーワン企業づくり”実践塾【2/1〆】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?sCv_1PhRy_1eb_hmp
●しっかり始める！独立・開業創業スタートアップセミナー【2/2】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?sLd_1QdFv_1eu_hmp
●サービス業向け生産性向上セミナー 地域資源で「まちRevolution」
【2/2】
[詳細]http://sougyoshien.com/events/20160202-machi-revolution/
●観光産業で大阪を元気に！！～大阪×ツーリズムの可能性～【2/2】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?sLJ_1Qo1F_1ev_hmp
●これだけは知って欲しい節税対策と最新の税制改正【2/2】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/363210/aBnc5JH7ci0D_161039/0202_142.html
●売り手にきく、事業承継とＭ＆Ａ・入門セミナー【2/2】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/362842/F6Bhj9H7ci0D_161039/0202D14160202013.html
●「今年はどうなる日本の経済」 経済講演会【2/2】
《再掲》
[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】
《再掲》
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/360545/e6xb7aH7ci0D_161039/0202D27160202020.html
●起業・創業応援イベント『OSAKA創業フェア2016』
【2/3】
[詳細]http://www.cgc-osaka.jp/event/8
●インド市場攻略セミナー【2/3】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/364574/4467gfH7ci0D_161039/0203D11160203019.html
●人を育て業績を伸ばす！“管理職の仕事”実践講座【2/3】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/362205/k97T1iH7ci0D_161039/0203D27160203010.html
●マーケティングトップセミナー
～大ヒット商品“缶つま”を生み出した国分のマーケティング戦略～【2/4】
[詳細]http://www.kobe-cci.or.jp/category/news/event/?id=3959
●企業ネットワークいわて2016ｉｎ大阪【2/4】
[詳細]http://www2.pref.iwate.jp/~ritti/nw-osaka-2016/nwosaka-2016.html
●第139回彩都バイオサイエンスセミナー
「人に優しいサイエンス～“ジェロンテクノロジー”の魅力と展望」
【2/4】
[詳細]http://www.osaka-bio.jp/index.php?option=com_content&view=article&id=885
●平成27年度第2回京都市ライフイノベーション創出支援センターシンポジウム

「疲労とお茶の科学－ヘルスケア分野における新たなビジネス創出に向けて」
【2/4】
[詳細]http://www.astem.or.jp/business/coordination/medical/symposium20160204
●千里ライフサイエンス振興財団新適塾（難病への挑戦第25回）
「トランスレーション研究による神経難病の克服」
【2/4】
[詳細]http://www.senri-life.or.jp/shinteki/shintekijuku-nanbyou.html
●セレクトUSA対米投資セミナー2016【2/4】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/364574/KbRpkfH7ci0D_161039/0204D11160204016.html
●外国人留学生採用セミナー【2/4】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/364576/E7ZkIaH7ci0D_161039/0216D26160216013.html
●女性活躍推進セミナー【2/4】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/364269/a2YhJ9H7ci0D_161039/0208D27160208039.html
●こんなにあります！大阪産（もん）大商談会【2/4】／大阪府
[詳細]https://www.kannousuiken-osaka.or.jp/ssl/151203/
●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】
《再掲》
[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】
《再掲》
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?svU_1OEpQ_1e2_hmp
●第1回「大阪府新エネルギー分野技術シーズ・ビジネスマッチング会【2/5】
[詳細]http://www.pref.osaka.lg.jp/energy/mattinngukai/index.html
●先進パワーエレクトロニクスシンポジウム
「注目される次世代技術の現状と今後の展望」
【2/5】
[詳細]http://www.cho-monodzukuri.jp/event/c_event_list/345
●国立研究開発法人産業技術総合研究所関西センター研究講演会
ガラス先端加工に関するシンポジウム～新たな製品設計のためのガラスの
高機能化と先端加工～【2/5】
[詳細]http://www.ile.osaka-u.ac.jp/research/THP/posts/news1.html
●NEDOベンチャービジネスマッチング会【2/5】
[詳細]http://www.nedo.go.jp/events/CA_100055.html
●創薬ベンチャーのためのブラッシュアップセミナー【2/5】
[詳
細]https://ssl.alpha-prm.jp/jba.or.jp/pc/activitie/open_innovation/guidance/002023.ht
ml
●“活き活きと働く女性”を増やす組織づくりを考える【2/5】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?sLM_1Qo1F_1ev_hmp
●事業承継セミナー＆座談会！【2/5】
《再掲》
[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】
《再掲》

[詳細]http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/201510/D27160205014.html
●京商ＥＣＯサロン「環境マネジメントセミナー」
【2/8】
[詳細]http://www.kyo.or.jp/kyoto/ac/event_101618.html
●第5回関西ものづくり技術シーズ発表会」
【2/8】
[詳細]http://www.kansai.meti.go.jp/5gisin/t_seeds/no5/top.html
●しが新産業創造ネットワーク「平成27年度第2回マッチングフォーラム」
【2/8】
[詳細]http://www.shigaplaza.or.jp/matching-forum-h27-2/
●海外取引で起業する！押さえておきたい基本事項とは【2/8】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?sLf_1QdFv_1eu_hmp
●Rincrossing第12期参加メーカー募集【～2/8】／中小企業基盤整備機構
[詳細]http://j-net21.smrj.go.jp/headline/support/233348.shtml
●第2回ポストリチウムイオン二次電池研究会技術セミナー
「次世代蓄電池のための新規技術およびプロセス」
【2/9】
[詳細]https://www.krp.co.jp/sangaku/event/data.php?eid=00123
●第36回「バイオ技術シーズ公開会」
【2/9】
[詳細]http://kinkibio.com/
●改正景品表示法に関する説明会【2/9】
[詳細]http://www.pref.osaka.lg.jp/annai/moyo/detail.php?recid=15331
●欲しい人材が見逃さない！～ハローワークの求人票の書き方～【2/9〆】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?sQ1_1R1kB_1eF_hmp
●プレスリリース作成徹底講座【2/9〆】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?sLP_1Qo1F_1ev_hmp
●ビジネス文書＆メールの書き方講座【2/9】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/364349/6AP2CeH7ci0D_161039/0218D27160218021.html
●＜特別講演「鳥貴族」創業者が語る、
『世界一の焼鳥屋、2000店舗への挑戦』＞
「金融力強化セミナー」と「個別相談会」
【2/9】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/363656/fIVKF9H7ci0D_161039/0209D13160209015.html
●企業広報・PRフェア～ターゲットに届けよう！中小企業が活用できる広報・PR強化策～
【2/10】
[詳細]http://www.kobe-cci.or.jp/category/news/event/?id=3907
●京都商工会議所定員講演会「地方創生～京で働き、京で暮らす～」
【2/10】
[詳細]http://www.kyo.or.jp/kyoto/ac/event_094005.html
●＜会計・初級＞決算前におさえておきたい税金の基礎～中小法人向け～【2/10】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?sLR_1Qo1F_1ev_hmp
●ネットによる営業戦略セミナー～インターネットでのビジネスチャンスの作り方～【2/10】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/364575/3iglDBH7ci0D_161039/0210_145.html

●TPP協定説明会(経済産業省関連分野)(奈良県)【2/10】
[詳細]http://www.kansai.meti.go.jp/2kokusai/tpp/tppsetumeikai2016.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】
《再掲》
[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】
《再掲》
[詳細]http://www.osaka.cci.or.jp/s/chuo/seminar.php?sid=124
●何をするか？がよくわかるネットショップ実践講座（開店編）
【2/12】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?sLV_1Qo1F_1ev_hmp
●付加価値ある「アイディア家電」を開発しよう【2/12〆】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?sFW_1PLif_1el_hmp
●高齢者施設の課題を掘り下げ商品・サービス開発をめざす【2/15〆】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?sD6_1PhRy_1ed_hmp
●「雇用」に関する基礎知識～知らなかったではすまない、ヒトに関するあれこれ～【2/15】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?sLg_1QdFv_1eu_hmp
●海外への売り方講座～営業編～【2/15〆】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?sLL_1Qo1F_1ev_hmp
●インドネシア税務セミナー【2/15】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/364271/KFZ0eEH7ci0D_161039/0215D11160215012.html
●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Part2」
【2/16】
[詳細]http://www.kansai-life-innovation.org/notice/2676/
●初めての自社商品開発“基礎から学ぶ”価格設定【2/16】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?sFV_1PLif_1el_hmp
●北東アジアセミナー【2/16】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/364574/aghlIaH7ci0D_161039/0216D11160216019.html
●今こそ海外販売への第一歩！～国際郵便から見た海外販売～【2/16】
[詳細]http://www.ooaana.or.jp/info/seminar/30/
●エネルギー分野事業参入支援セミナー【2/17】
[詳細]http://www.pref.osaka.lg.jp/energy/suma-toenerugi/20160217event.html
●産総研－大阪市工研連携協定締結記念シンポジウム「大阪発イノベーション」に向けて―
【2/17】
[詳細]https://unit.aist.go.jp/kansai/event/2015/AIST-OMTRI
●世界各国から話題の起業家や投資家が集結！【2/17】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?sQ7_1R1kB_1eF_hmp
●経営者のためのマーケティング基礎セミナー【2/17】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?sLS_1Qo1F_1ev_hmp

●＜会計・初級＞「決算書って何？」がわかるセミナー【2/17】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?sFU_1PLif_1el_hmp
●今からでも遅くない！ネット通販スタートセミナー～通信販売のススメ～【2/17】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/362476/1k4VkcH7ci0D_161039/0217_107.html
●社会保険労務士や弁護士に無料で労働相談ができる！
「労働相談会＆セミナーＩＮいばらき」
【2/18】
[詳細]http://www.city.ibaraki.osaka.jp/event/1452577468854.html
●10年後の経営を考えるセッション【2/18〆】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?sQ4_1R1kB_1eF_hmp
●脱・日本型思考！元ソニー・チャイナ会長小寺圭氏からの次世代リーダーへの提言【2/18】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?sLK_1Qo1F_1ev_hmp
●＜技能伝承1＞ものづくり技能を蓄える為に知っておくべきこと【2/18】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?sLT_1Qo1F_1ev_hmp
●商品ページ改善で売上アップ！ネットショップ実践講座（リニューアル編）
【2/18】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?sLW_1Qo1F_1ev_hmp
●大阪におけるインバウンドの「いま」
【2/18】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/364356/I0Xs57H7ci0D_161039/0210D17160119022.html
●海外の優秀な人材をネットで活用する！クラウドソーシング入門【2/18】
[詳細]http://www.ooaana.or.jp/info/seminar/31/
●京都産学公連携フォーラム2016【2/18】
[詳細]http://www.kyokogyo.or.jp/sangaku/oshirase.cfm
●第3回医療機器企業への売り込み商談会」(逆見本市)【2/18】
《再掲》
＜「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
●MEDIAINNOVATION2016【2/19】
[詳細]http://www.ritsumei.ac.jp/file.jsp?id=240619
●大商ブランド構築コンサルティング・サービス【2/19】
[詳細]http://www.osaka.cci.or.jp/b/bd2011/
●第8回先進科学技術活用力養成講座「FMO計算法：創薬への応用」
【2/19】
[詳細]http://www.cass-linkage.net/create/news/?p=6261
●千里ライフサイエンス振興財団第73回市民公開講座
「高齢者に多い脳・心臓血管病患者にやさしい治療法の出現」
【2/20】
[詳細]http://www.senri-life.or.jp/citizen/citizen-1.html
●第11回「大商キャリア人材合同面接会」
【2/20】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/364272/5g4lHgH7ci0D_161039/0215D26160215016.html
●中堅社員の役割と実務講座【2/23】
《再掲》
[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】
《再掲》
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?sqb_1Ofol_1dO_hmp
●＜技能伝承2＞ものづくり現場における教育訓練のコツ【2/25】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?sJU_1PYvz_1ep_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】
《再掲》
[詳細]http://www.ooaana.or.jp/info/seminar/29/
●大阪府「メディカルジャパン2016大阪」医療機器相談の事前予約受付中！【2/24～26】
[詳細]http://www.kouiki-kansai.jp/contents.php?id=2205
●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】
《再掲》
[詳細]http://www.senri-life.or.jp/seminar/seminar-1-20160226a.html
●イノベーションを阻む見えない壁を崩す力【3/3（木）開催】
[詳細]http://www.science-t.com/st/cont/id/24781
●新入社員ビジネスマナー【4/5】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/362484/BjRLK6H7ci0D_161039/0405D27150405011.html
●第371回CBI学会研究講演会
「翻訳後修飾研究のフロンティアとそれを支える基盤技術－創薬R&Dへの期待－【4/22】
[詳細]http://cbi-society.org/home/documents/seminar/2013to16/20160422.html
●(EPA/FTA)特定原産地証明書申請実務 出前セミナー【随時】
《再掲》
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/357741/kaIlE1H7ci0D_161039/1029_e88.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【随時】
《再掲》
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/347288/i90XafH7ci0D_161039/0826_senmon.html
●医療機器相談窓口【随時】
《再掲》
[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
【随時】
《再掲》
・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！【随時】
《再掲》
[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【随時】
《再掲》
[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【随時】
《再掲》
[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)【随時】
《再掲》
[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)【随時】
《再掲》
[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【随時】
《再掲》
[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)【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!【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
●「医療機器開発支援ネットワーク」構築について【随時】
《再掲》
[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」
【随時】
《再掲》
[詳細]http://www.kyoto-conso.jp/medical/
●「ＴＰＰ相談窓口」を設置します【随時】
《再掲》
[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【随時】
《再掲》
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/357741/39F1d3H7ci0D_161039/1022_mon_survey.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2016年が始まったと思えばもう1月も下旬です。1月は行く、2月は逃げる、
3月は去る、とはよく言ったものですね。
さて、次回の彩都バイオサイエンスセミナーは趣向を変えて、ジェロンテクノ
ロジーをご紹介いたします。介護や福祉機器の研究開発にはなくてはならない
研究分野、同分野への進出を将来的に検討されている事業者様はぜひこの機会
にご参加下さい。
※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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