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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
☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆
---------------------------------------------------------------彩都ヒルズクラブ社員総会日程について
---------------------------------------------------------------当日は、総会記念講演として、彩都ヒルスクラブ副理事長で、大阪大学
副学長ならびに産学連携本部本部長の吉川秀樹先生（大阪大学大学院
医学系研究科器官制御外科学(整形外科)教授）にご講演を頂き、その後、
彩都ライフサイエンスパークプレゼンテーション大会・交流会に移る
予定です。
[日時]平成28年6月28日（火）午後13時30分～予定
[内容(予定)]
13時30分～ 彩都ヒルズクラブ総会
14時00分～ 彩都ヒルズクラブ総会記念講演 兼
第143回彩都バイオサイエンスセミナー
「医療事故から学ぶリスクマネジメント」
「彩都ライフサイエンスパーク プレゼンテーション大会」
15時45分～ 情報交換会（仮）
[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・当日プログラム詳細]後日発送の議案に同封予定です
☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆
---------------------------------------------------------------第142回 彩都バイオサイエンスセミナー
「健康社員・健康企業を目指して」
---------------------------------------------------------------[日時]平成28年5月24日（火） 11：00～13：00
[場所]彩都バイオヒルズセンター2階 会議室・レストラン
（大阪府茨木市彩都あさぎ7-7-18）
[申込] https://www.saitohills.com/form.html
☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆
当クラブ会員、アース環境サービス株式会社様では、今年１月に彩都ライフサイ
エンスパーク竣工しました彩都総合研究所研修センターにおきまして、製薬関連
企業様向け、食品関連企業様向け、化粧品メーカー様向け、企業の検査分析部門様

向けのワークショップ／セミナーを下記の通り開始しております。
---------------------------------------------------------------セミナーコード：004-0006
タイトル：ISO/IEC17025の導入と運用の実際
－ISO/IEC17025認定試験所品質管理担当者が教える導入と運用の実際－
開催日時：2016年5月24日（火）（全1日間） 13：00-17：00
http://www.earth-kankyo.co.jp/seminar/detail20160524.html
---------------------------------------------------------------本件に関わるご不明点、ご相談がございましたら、下記までお問い合わせ下さい。
アース環境サービス株式会社
彩都総合研究所 研修センター 坂井様、千原様
電話：072(643)0641
eメール：saito@earth-kankyo.co.jp
☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆
+-+ 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】新会員様のご紹介
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会員名：株式会社キャンサーステムテック
癌の発生、転移・再発において癌幹細胞が重要な役割を果たしています。癌幹
細胞は、自己複製能と多分化能を有する癌の根源となる細胞であり、抗癌剤抵抗
性と高い腫瘍形成能を有することから、癌の根治に向けては癌幹細胞を標的と
した治療法の開発が期待されています。
今日のがん医療のニーズに応えるべく、株式会社キャンサーステムテックは
難治性固形癌の癌幹細胞に対する新規分子標的療法の開発を目指して、研究所型
ベンチャー企業として２０１４年８月２０日に設立され、現在は大阪大学大学院
医学系研究科消化器外科の森正樹教授、大阪大学大学院医学系研究科機能診断科学
講座分子病理学の山本浩文教授を学術顧問に、関西医科大学病理学第一講座幹細胞
病理学の上野博夫教授、および東京医科歯科大学分子腫瘍医学分野の田中真二教授
をアドバイザーとして迎え、産学連携体制を持って、癌幹細胞特異的な分子標的薬
や核酸医薬を開発し、治療の選択肢がなくなった難治性進行再発癌治療の実現を
目指しております。
またその過程において、癌幹細胞マーカー・キットの開発、癌組織からの癌幹細胞
の培養・単離技術を確立し、世界初の癌幹細胞検出診断システムの開発も行なって
おります。
設立してまだ日は浅いですが、既に大腸癌や膵臓癌のがん幹細胞モデルの樹立に
成功し、自社独自の「単細胞遺伝子解析法」を通じて、世界初となる癌幹細胞を
特異的に攻撃する核酸を複数発見しました。近い将来に医療の臨床現場で使える
核酸創薬を目指して日々努力しています。
株式会社キャンサーステムテック
代表取締役社長 近藤 礎

TEL:

072-641-8100
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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》
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◇◇◇公募・募集情報む)◇◇◇
◇平成28年度おおさか地域創造ファンド三島地域支援事業助成金《再掲》
[期間]平成28年5月20日～
[詳細]http://www.suita.cci.or.jp/mishima/
◇平成28年度リサイクル技術開発本多賞(第21回)募集《再掲》
[期間]～2016年5月23日(月)必着
[詳細]http://www.cjc.or.jp/news/topics/entry000156.html
◇戦略的創造研究推進事業(社会技術研究開発)
「持続可能な多世代共創社会のデザイン」研究開発領域提案募集
[期間]2016年05月24日
[詳細]http://www.ristex.jp/examin/proposal.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」
《再掲》
[期間]2016年05月25日
[詳細]http://www.jst.go.jp/sicp/announce_eujoint_03_GeneralInfo.html
◇H28年度 大阪トップランナー育成事業 公募開始！(5/27締切)
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?u8T_1YqLU_1h1_hmp
◇平成28年度「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」
《再掲》
[期間]～5/27
[詳細]http://www.nedo.go.jp/koubo/CA2_100107.html
◇平成28年度「大阪市イノベーション創出支援補助金(5月募集)」
[詳細]http://www.city.osaka.lg.jp/keizaisenryaku/page/0000352399.html
[期間]2016年5月24日(火)9:00～5月30日(月)17:00
◇大学発新産業創出プログラム(START)
技術シーズ選抜育成プロジェクト〔IoT分野〕研究開発課題募集のお知らせ《再掲》
[詳細]http://www.jst.go.jp/start/iot/jigyo/
[期間]2016年5月30日(月)正午
◇平成28年度「課題解決型福祉用具実用化開発支援事業」に係る公募《再掲》
[期間]～5/30
[詳細]http://www.nedo.go.jp/koubo/CA1_100101.html
◇平成28年度予算「海外ビジネス戦略推進支援事業」
[期間]平成28年4月27日(水)～平成28年5月31日(火)必着
[詳細]http://e-net.smrj.go.jp/archives/3709
◇日本－イスラエル(MOST)共同研究課題募集
[期間]2016年05月31日
[詳細]http://www.jst.go.jp/sicp/announce_is6th.html

◇ＩｏＴ推進のための社会システム推進事業(スマート工場実証事業)(～5/31)／経済産業省
[詳細]http://www.meti.go.jp/information/publicoffer/kobo/k160428013.html
◇経済産業省補助金事業 1社最大2,000万円
「世界をつかめ！」プロジェクト2016 応募受付中(～5/31)／経済産業省
[詳細]http://web.apollon.nta.co.jp/sekaiwotsukame/
◇平成28年度「ものづくりイノベーション支援プロジェクト」
(～5/31)／大阪府
[詳細]http://www.pref.osaka.lg.jp/mono/sangakukan/innovation-p28.html
◇平成28年度予算「下請中小企業自立化基盤構築事業」の公募《再掲》
[期間]平成28年1月25日(月) ～ 平成28年5月31日(火)
[詳細]http://e-net.smrj.go.jp/archives/2904
◇平成28年度 研究開発助成金(第1回)公募《再掲》
[詳細]http://www.mutech.or.jp/whatsnew/index.html
[期間]4月1日～5月31日
◇平成28年度予算「下請小規模事業者等新分野需要開拓支援事業」
《再掲》
[期間]平成28年1月25日(月)～平成28年5月31日(火)
[詳細]http://e-net.smrj.go.jp/archives/2902
◇平成28年度予算「下請中小企業自立化基盤構築事業」
《再掲》
[期間]平成28年1月25日(月) ～ 平成28年5月31日(火)
[詳細]http://e-net.smrj.go.jp/archives/2904
◇平成28年度「下請小規模事業者等新分野需要開拓支援事業」
《再掲》
[期間]平成28年1月25日(月)～ 平成28年5月31日(火)
[詳細]http://www.kansai.meti.go.jp/2chuusyou/160125kaitaku28_1.html
◇「工業標準化事業表彰」の募集(～6/1)
[詳細]http://www.meti.go.jp/policy/economy/hyojun/hyosyo/index.html
◇サイエンスアゴラ2016(年次総会) 公募企画募集
[期間]2016年06月01日
[詳細]http://www.jst.go.jp/csc/scienceagora/
◇「産学共創プラットフォーム共同研究推進プログラム」
[期間]2016年06月06日
[詳細]http://www.jst.go.jp/opera/koubo.html
◇CREST・さきがけ平成28年度研究提案募集(第1期)
[期間]2016年06月01日/2016年06月08日
[詳細]http://senryaku.jst.go.jp/teian.html
◇「平成28年度戦略的基盤技術高度化支援事業(サポイン事業)」
[詳細]http://www.kansai.meti.go.jp/3-5sangyo/sapoin/28fy/0415koubo/koubo_28.html
◇大学発新産業創出プログラム(ＳＴＡＲＴ) 平成28年度募集《再掲》
[期間]～6月9日
[詳細]http://www.jst.go.jp/start/boshu/index.html

◇熊本地震関連「国際緊急共同研究・調査支援プログラム(J-RAPID)」
[期間]2016年06月10日
[詳細]http://www.jst.go.jp/sicp/announce_rapid_5th.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28年度 ステージIII NexTEP-Bタイプの課題提案募集
[期間]2016年06月10日
[詳細]http://www.jst.go.jp/a-step/koubo/h28nextep-b-1.html
◇平成28年度新分野・ニッチ市場参入事業化プロジェクト募集(～6/10)／大阪府
[詳細]http://www.pref.osaka.lg.jp/mono/sangakukan/shinbunya-nicchi28.html
◇「JAPANブランド等プロデュース支援事業」
[期間]～6/13
[詳細]https://travelminejapan.com/
◇「中小企業活路開拓調査・実現化事業」の公募《再掲》
・3次締切りは、6月13日(月)
・4次締切りは、7月19日(火)
[詳細]http://e-net.smrj.go.jp/archives/3175
◇文部科学省「英知を結集した原子力科学技術・人材育成推進事業」
[詳細]http://www.jst.go.jp/nuclear/application/index.html
[期間]2016年4月28日(木)～2016年6月15日(水)17:00 厳守
◇「大阪ものづくり優良企業賞2016」の公募を開始《再掲》
[期間]～2016年6月15日(水)
[詳細]http://www.pref.osaka.lg.jp/keizaikoryu/yuryokigyosho/index.html
◇戦略的創造研究推進事業(社会技術研究開発) 「研究開発成果実装支援プログラム」
[期間]2016年06月16日
[詳細]http://www.ristex.jp/examin/proposal.html
◇平成28年度中小企業知的財産活動支援事業費補助金（中小企業等外国出願支援事業）
[期間]5月30日（月）～6月17日（金）
[詳細]http://www.kansai.meti.go.jp/2tokkyo/02shiensaku/gaikokusyutugan.html
◇平成28年度予算「海外事業再編戦略推進支援事業」
[期間]平成28年4月27日(水)～平成28年6月27日(月)必着
[詳細]http://e-net.smrj.go.jp/archives/3711
◇JAXA 平成28年度「きぼう」利用フィジビリティスタディテーマの募集
[詳細]http://iss.jaxa.jp/kiboexp/participation/application/2016_kibo-utilization-theme.html
[期間]～2016年6月30日(木) 17:00(郵送時当日消印有効)
◇「平成28年度ロボット導入実証事業」
[期間]： 平成28年6月30日(木)(必着)
[詳細]http://www.jara.jp/hojyo/koubo.html
◇平成28年度戦略的基盤技術高度化支援事業(プロジェクト委託型)
[期間]平成28年5月2日～平成28年6月30日
[詳細]http://www.nedo.go.jp/koubo/CA2_100108.html

◇第2回大規模展示商談会活用事業(出展支援事業)の募集(大阪府)
[詳細]http://www.pref.osaka.lg.jp/mono/shuttenshienjigyo/index.html
[期間]平成28年3月28日(月)～6月30日(木)
◇平成28年度 省エネ大賞 応募受付中(～6/30)／(一財)省エネルギーセンター
[詳細]http://www.eccj.or.jp/bigaward/index.html
◇池田泉州銀行ニュービジネス助成金
[詳細]http://www.sihd-bk.jp/houjin/chiikiokoshi/newbusiness.html
[日時]平成28年5月16日（月）～平成28年7月11日（月）
◇戦略的創造研究推進事業(社会技術研究開発)
平成28年度「未来を共創するサービス研究開発」の可能性調査提案
[詳細]http://www.ristex.jp/examin/proposal.html
[期間]2016年4月28日(木)～7月13日(水)正午
◇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)
ステージIII(NexTEP-Aタイプ) 平成28年度第一回課題提案募集
[期間]2016年07月29日
[詳細]http://www.jst.go.jp/a-step/koubo/h28nextep-a-1.html
◇「医薬品医療機器開発機構(ＰＭＤＡ)関西支部支援体制確立事業」
【28年度】
[詳細]http://www.osaka-bio.jp/index.php?option=com_content&view=article&id=900
◇軽減税率対策補助金の公募について／中小企業庁【28年度】
[詳細]http://kzt-hojo.jp/
◇AMED案件
・平成28年度「ゲノム医療実現推進プラットフォーム事業（先端ゲノム研究開発）
」
[詳細]http://www.amed.go.jp/koubo/040120160422-01.html
・平成28年度「ゲノム医療実用化推進研究事業」
[詳細]http://www.amed.go.jp/koubo/040120160428.html
・平成28年度「医薬品等規制調和・評価研究事業」3次公募
[詳細]http://www.amed.go.jp/koubo/050220160517.html
・平成28年度「臨床ゲノム情報統合データベース整備事業」
[詳細]http://www.amed.go.jp/koubo/040120160422-02.html
・平成28年度「産学連携医療イノベーション創出プログラム（ACT-M）
」
[詳細]http://www.amed.go.jp/koubo/020220160425.html
・平成28年度「革新的先端研究開発支援事業（AMED-CREST、PRIME）
」
[詳細]http://www.amed.go.jp/koubo/010720160323.html
◇NEDO案件
・「NEDOプロジェクトに参加した中小・ベンチャー企業の開発成果の評価に関する検討
[詳細]http://www.nedo.go.jp/koubo/BF2_100032.html
・「日印エネルギーフォーラム2016”エキシビション”」の実施に係る運営業務
[詳細]http://www.nedo.go.jp/koubo/AT092_100089.html
・「遺伝子組換え生物等の閉鎖系使用に係る規制のあり方に関する検討」
[詳細]http://www.nedo.go.jp/koubo/EF2_100111.html
・「高輝度・高効率次世代レーザー技術開発」
[詳細]http://www.nedo.go.jp/koubo/CD2_100053.html
・「平成28年度 戦略的基盤技術高度化支援事業（プロジェクト委託型）
」

[詳細]http://www.nedo.go.jp/koubo/CA2_100108.html
・平成28年度「ロボット活用型市場化適用技術開発プロジェクト」
[詳細]http://www.nedo.go.jp/koubo/CD2_100047.html
・「次世代人工知能・ロボット中核技術開発に関する知財戦略の検討」
[詳細]http://www.nedo.go.jp/koubo/CD2_100055.html
・「研究開発評価手法に関する海外動向調査」
[詳細]http://www.nedo.go.jp/koubo/BF2_100033.html
・平成28年度「国際エネルギー消費効率化等技術・システム実証事業」
（第2回）
[詳細]http://www.nedo.go.jp/koubo/AT092_100090.html
・「次世代人工知能・ロボット中核技術開発」
[詳細]http://www.nedo.go.jp/koubo/CD2_100051.html
・「次世代構造部材創製・加工技術開発」
[詳細]http://www.nedo.go.jp/koubo/EF2_100105.html
・「BIPV（建材一体型太陽光発電）に関する検討」
[詳細]http://www.nedo.go.jp/koubo/FF2_100171.html
・平成28年度「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」
[詳細]http://www.nedo.go.jp/koubo/CA2_100107.html
・「IoT社会の実現に向けたIoT推進部実施事業の周辺技術・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/IT2_100004.html
・平成28年度「課題解決型福祉用具実用化開発支援事業」
[詳細]http://www.nedo.go.jp/koubo/CA2_100101.html
◇補助事業の公募状況一覧表を掲載しています【随時】
[詳細]http://e-net.smrj.go.jp/archives/3167
●●●イベントその他情報む)●●●
●セミナー！中小運送業が知っておくべき今日の輸配送品質【5/19】
《再掲》
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?u5P_1XWHM_1gS_hmp
●新任管理者の果たすべき役割と仕事講座【5/19】
《再掲》
[詳細]http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/201601/D27160519012.html
●香りに関わる技術・製品・サービスを持つ企業を募集【5/20〆】
《再掲》
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?tZ6_1XhAu_1gK_hmp
●「半日でわかる！総務担当者の基礎実務講座」
【5/20】
《再掲》
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/376075/K14obHH7ci0D_161039/0520D27160520018.html
●「第9回先進科学技術活用力養成講座」 【5/23】
[詳細]http://www.innov.kobe-u.ac.jp/news/2016_04_26_02.html
●「通販生活」から学ぶ！売れる商品誌面のつくり方 【5/23】
《再掲》
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?u5K_1XWHM_1gS_hmp
●商工会議所で貿易書類認証を取得しよう！【5/23、31】
《再掲》
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/378427/5CF1IKH7ci0D_161039/0523D11150523011.html
●第142回彩都バイオサイエンスセミナー「健康社員・健康企業を目指して」
[詳細]https://www.saitohills.com/form.html
●ドバイ経済特区Jafza進出セミナー2016【5/24】

[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/381569/KGxdDJH7ci0D_161039/0524D11160524015.html
●私とわが社の「すごいやん！」発見3日間講座【5/24、31、6/8】
[詳細]http://www.ooaana.or.jp/info/seminar/43/
●係長・主任の役割と自己革新講座【5/24】
《再掲》
[詳細]http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/201601/D27160524016.html
●「見える化で実現する営業チーム強化講座」
【5/24】
《再掲》
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/376076/c9LwKJH7ci0D_161039/0524D27160524023.html
●「絶対に成功するＷＥＢ通販の技法」
【5/24】
《再掲》
[詳細]http://www.osaka.cci.or.jp/s/chuo/seminar.php?sid=132
●特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)実践講習会【5/25】
第1回；特許・実用新案編
[詳細]http://kyoto-hatsumei.com/schedule0525.html
●＜会計・初級＞経営者のための、決算書・基礎講座【5/25】
《再掲》
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?tZ7_1XhAu_1gK_hmp
●「問題社員から会社を守る！労務トラブルの対応策講座」
【5/25】
《再掲》
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/376079/djxsJ7H7ci0D_161039/0405D27160525013.html
●ミズノがアパレル製品の技術パートナーを募集！ 【5/26〆】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?usF_1ZNKS_1hx_hmp
●＜生産計画2＞現場で役立つ計画実施のコツ 【5/26】
《再掲》
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?tWF_1WNvd_1gy_hmp
●Ｗeb販路開拓セミナー「有効なＷeb広告の出し方」
【5/26】《再掲》
[詳細]http://www.ooaana.or.jp/info/seminar/40/
●女性若手社員スキルアップ講座【5/26】
《再掲》
[詳細]http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/201601/D27160526010.html
●SNSの正しい使い方講座 ?起業前にできる、失敗しないための3ステップ? 【5/27】
《再掲》
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?u6X_1XWHM_1gU_hmp
●「融資につながる『事業計画書』の作り方」 【5/28】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/380629/k4TNAbH7ci0D_161039/0528D13160528017.html
●緊急フォーラム「IoT時代の未来志向のビジネスモデル」～モノ作りとサービ
スの融合の時代へ～
[詳細]https://mm-enquete.meti.go.jp/form/fm/kansai01/form65
●「外国人留学生対象「テーマ型インターンシップ」実施企業募集【5/31〆】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/382744/IklG4aH7ci0D_161039/0801_intsp16.html
●2時間でわかる！ 起業のためのお金の話あれこれ【5/31】
《再掲》
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?u6Y_1XWHM_1gU_hmp
●「神経と免疫・炎症のクロストーク」
【5/31】
《再掲》

[詳細]http://www.senri-life.or.jp/seminar/seminar-1-20160531a.html
●150社が出展！信金合同ビジネスマッチングフェア 【6/1・2】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?usG_1ZNKS_1hx_hmp
●「日系企業向けASEANでつかむビジネスチャンス」セミナー【6/1】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/381315/0gklj4H7ci0D_161039/0601D11160601013.html
●「大阪赴任者のための大阪企業家ミュージアム見学会」
【6/1】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/379144/6DNRACH7ci0D_161039/0601D25160601010.html
●「京都スマートシティエキスポ2016」
【6/1】
《再掲》
[詳細]http://expo.smartcity.kyoto/
●Excelで今日からできる「ビジネスデータ分析」入門講座【6/1】
《再掲》
[詳細]http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/201601/D27160601014.html
●「関西☆しごと創生交流フォーラム」
[詳細]http://www.kansai.meti.go.jp/7kikaku/160602_forum.html
●「製造業におけるＩｏＴ関連セミナー」
【6/2】
[詳細]http://www.jmf.or.jp/topic01/1293.html
●「従業員が育つ、やめない」仕組みのつくり方 講座【6/2】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/383471/48bC81H7ci0D_161039/0602_7833.html
●人事・労務管理の基礎講座(全2回)【6/2,9】
[詳細]http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/201601/D27160602028.html
●第22回ひょうご技術交流大会 【6/2】
[詳細]http://www.hyogo-kg.jp/pdf/usr/default/KQc-O-p-1.pdf
●「通る」企画提案書作成講座【6/2】
《再掲》
[詳細]http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/201601/D27160602011.html
●「初任者のための 人事・労務管理の基礎講座」
【6/2・9】
《再掲》
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/378088/aEy0JAH7ci0D_161039/0602D27160602028.html
●「中小企業のための経営承継ポイント」
【6/2】
《再掲》
[詳細]http://www.osaka.cci.or.jp/s/chuo/seminar.php?sid=134
●<金属加工技術展2016>難度の高い金属加工で、ものづくりを進化させろ！【6/3】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?u8h_1Ye6k_1gY_hmp
●「インバウンド戦略 これからの一手 ～大阪・関西の役割～」
【6/3】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/379694/6d0BjhH7ci0D_161039/0603D17160603019.html
●セミナー！難削材、難加工形状のトラブル事例とその対策 【6/3】
《再掲》
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?u5J_1XWHM_1gS_hmp
●予算がなくても取り組めるプレスリリース広報講座【6/3】《再掲》
[詳細]http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/201601/D27160603018.html
●「入館料無料ウイーク」
【6/4～10】

[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/380632/1k-9fFH7ci0D_161039/0604D25160604028.html
●「国境をこえる欧州企業家」
【6/4】
《再掲》
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/376563/Iicw5FH7ci0D_161039/0604D25160604011.html
●高速道路ＳＡやＰＡ等で取扱う「食料品・雑貨」商材募集！【6/6〆】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?usE_1ZNKS_1hx_hmp
●新たな付加価値を持ったアパレル製品開発の提案を募集(ミズノ株式会社編)【6/6】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?ukC_1Zp3Q_1hq_hmp
●シニア向け衣料品、雑貨、食品、化粧品等を幅広く募集！
「全国通販」との商談会【6/6】
《再掲》
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/378067/KE5gGfH7ci0D_161039/0606_tbb_0412.html
●経営者が知っておきたい「初めての自社商品開発」 【6/7】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?usD_1ZNKS_1hx_hmp
●中堅・若手社員のための数字力強化講座【6/7】
《再掲》
[詳細]http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/201601/D27160607016.html
●「ＡＳＥＡＮ経済共同体がもたらすインパクトとローカル/外資系企業の動向」
【6/8】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/383727/HEG0ecH7ci0D_161039/0608D11150130035.html
●営業基礎力アップ講座<基本>【6/8】
[詳細]http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/201602/D27160608020.html
●「企業家精神 その継承と発展」
【6/8】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/379179/CiRf7CH7ci0D_161039/0608D25160608019.html
●＜会計・中級＞経営者のための、決算書・読み方講座【6/8】
《再掲》
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?u0H_1XAji_1gO_hmp
●人事評価者訓練講座」
【6/8】
《再掲》
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/378409/65GMh7H7ci0D_161039/0608D27160608013.html
●ものづくり企業が押さえるべき契約書づくりのポイント(国内編)【6/9】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?ucw_1YF7w_1hb_hmp
●「はじめての経理実務基礎講座」(全3回)【6/9】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/379148/6c7fKcH7ci0D_161039/0609D27160609010.html
●<出展企業募集><印刷技術+α展2016> 【6/10〆】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?usK_1ZNKS_1hx_hmp
●「中小企業が生き残るための人材活用セミナー」
【6/10】
《再掲》
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/378407/Akmm8gH7ci0D_161039/0610D26160610019.html
●小規模事業者管理会計導入講座【6/13・20】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?usS_1ZNKS_1hx_hmp
●決算書の読み方・活かし方【6/14～16】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?usT_1ZNKS_1hx_hmp

●「中国ビジネス個別相談会」
【6/14】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/383975/Hg6YjaH7ci0D_161039/0614D11160301043.html
●「強い会社に学ぶ～成長するための経営理念」
【6/14】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/381344/edDlGGH7ci0D_161039/0614_136.html
●「買・外注のコストダウン・値下げ交渉の進め方講座」
【6/14】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/379680/HK8DbKH7ci0D_161039/0614D27160614038.html
●<出展企業募集><機能性フィルム展2016> 【6/15〆】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?ugo_1Z76g_1hi_hmp
●<会計・中級>経営者のための、資金繰り講座【6/15】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?ukH_1Zp3Q_1hq_hmp
●ものづくり企業 契約書づくりのポイント(海外編) 【6/16】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?usI_1ZNKS_1hx_hmp
●経営者・経営幹部のための財務・会計実践講座<第1回 会計編>【6/16】
[詳細]http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/201601/D27160616018.html
●「入社3ヶ月フォローアップ研修」
【6/16】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/382740/dbUvfiH7ci0D_161039/0616D27160606019.html
●「第8回神戸ものづくり中小企業展示商談会」出展企業募集！！【6/17】
《再掲》
[詳細]http://www.kobe-liaison.net/?p=2997
●「第37回日本炎症・再生医学会」
【6/19】
[詳細]http://www2.convention.co.jp/37jsir/
●人材獲得のチャンス！「工業・工科高校」の先生方と交流しませんか？【6/20】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?usQ_1ZNKS_1hx_hmp
●「仕事の質とスピードを高める<4つの力>向上セミナー」
【6/21】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/380628/f4OxfjH7ci0D_161039/0621D27160621012.html
●「『困った』部下を戦力に変える！上司・先輩のための育成力養成講座」
【6/21】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/379838/0h-hEGH7ci0D_161039/0421D27150621015.html
●中小企業の人材力強化に！ 外国人留学生人材活用セミナー【6/21】
[詳細]http://www.ooaana.or.jp/info/seminar/44/
●失敗しないWeb戦略～費用対効果を上げるためのコツ～【6/22】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?ukF_1Zp3Q_1hq_hmp
●サービス業における「災害対応マニュアル」策定のススメ【6/22】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?ukG_1Zp3Q_1hq_hmp
●「商談での価格交渉力・プレゼン能力強化講座」
【6/22】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/381008/hggp61H7ci0D_161039/0622D27160622019.html
●引き合いや受注を増やすホームページ入門セミナー 【6/23】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?usC_1ZNKS_1hx_hmp

●経営者・経営幹部のための財務・会計実践講座<第2回 財務編>【6/23】
[詳細]http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/201601/D27160623023.html
●「パートタイマー・有期契約者の雇用実務 8つのポイント講座」
【6/23】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/381158/J5vjFkH7ci0D_161039/0623D27160623030.html
●ミセス～シニア層を対象とした衣料品、雑貨、園芸用品、化粧品等を幅広く募集！
「ジェイオーディ」との商談会【6/27】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/381022/6kUG0AH7ci0D_161039/0627_det55.html
●「成功事例でわかる商談サイト活用法」
【6/28】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/383976/DhnFabH7ci0D_161039/0603_95.html
●「営業のためのマーケティング入門講座」
【6/28】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/381159/JfQnC7H7ci0D_161039/0628D27160628011.html
●ＩＣＴでリードするコマツの「ダントツ経営」
【6/29】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/383473/EHhUg2H7ci0D_161039/0629D13160629011.html
●低予算で取り組む！引き合いの来るホームページ開設講座
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?usB_1ZNKS_1hx_hmp

【7/4〆】

●部長・課長実力養成講座【7/5】
[詳細]http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/201602/D27160705026.html
●<家電・雑貨全般が対象>特に外国人観光客向けの商材を幅広く募集！
「キリン堂」との商談会【7/5】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/382745/j9YD82H7ci0D_161039/0705_det56.html
●中小運送会社向け！ドライバーに伝わる社内ルールの作り方と伝え方【7/6】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?ukD_1Zp3Q_1hq_hmp
●「女性管理職・リーダー育成塾 －全3講－」
【7/6】
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/379147/D4vIFjH7ci0D_161039/0706D27160615028.html
●やさしい決算書の読み方講座【7/6】
[詳細]http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/201603/D27160706016.html
●トランスポーターと創薬 ～構造と病態からのアプローチ～【7/6】
《再掲》
[詳細]http://www.senri-life.or.jp/seminar/seminar-1-20160706a.html
●契約のしくみと法律実務基礎講座【7/12】
[詳細]http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/201603/D27150712010.html
●「はじめての税務実務基礎講座 法人税編」全2回【7/13,14】
[詳細]http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/201603/D27160713014.html
●「業務効率に役立つ！知って得するＷＥＢツール」
【7/19】
[詳細]http://www.osaka.cci.or.jp/s/chuo/seminar.php?sid=135
●『次世代医療システム産業化フォーラム2016』 参加企業募集【随時】
《再掲》
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/374181/8KzQDDH7ci0D_161039/0324_mdf.html

●現役医師や介護、リハビリ分野の専門家に無料で相談できる！【随時】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?u91_1YqLU_1h1_hmp
●ビジネスプラン、知的財産、労務、資金調達、商標、新規事業など幅広く対応【随時】
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?u92_1YqLU_1h1_hmp
●小規模企業共済制度がかわりました 【随時】
《再掲》
[詳細]http://www.smrj.go.jp/skyosai/announce/095101.html
●宇宙航空研究開発機構(JAXA)による情報提供要請
[詳細]http://www.ihub-tansa.jaxa.jp/RFI1603.html
●技術開発マッチング情報のご案内【随時】
《再掲》
[詳細]http://www.mydome.jp/open-inv/
◇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
[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
[詳細]http://www.ibaraki-cci.or.jp/other_business/welfare/index03.html
正規雇用促進奨励金制度が変わりました
[詳細]http://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/sangyo/shoukou/menu/rodofukushi/seikikoyo.html
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【3】編集後記
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先日、彩都ヒルズクラブが取りまとめて、当クラブ会員企業でBioTech2016の
共同出展を行いました。
当クラブとして初の試みでございましたが、ご参画いただいた会員様には大変好評
だったと聞いております。
来月の社員総会では、当年度の事業予定もご紹介いたします。
何より、吉川副理事長のご講演と、彩都ライフサイエンスパーク事業者による
プレゼンテーション大会・情報交換会は大変有意義で実りあるお時間を提供できる
と思います。社員総会の議案等は、今月下旬送付予定です。
沢山の会員様のご参加をお待ちしています。
※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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