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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
☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆
第 155 回 彩都バイオサイエンスセミナー
「事例から学ぶ！企業秘密の守り方 ～情報・技術・ノウハウの流出を防ぐ～」
--------------------------------------------------------------------【日時】 平成２９年９月２２日（金曜日）
【場所】 彩都バイオヒルズセンター 会議室
【詳細】

https://osaka-bio.jp/support/seminar/saito_seminar155/

+-+ ＣＯＮＴＥＮＴＳ +-+
【1】事務局エッセイ
【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
▼△▼△━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】事務局エッセイ「彩都地域の発展とともに」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
彩都ヒルズクラブ事務局の荻野です。
彩都ライフサイエンスパークは、富士フイルム RI ファーマ様（クラブ会員）の立地に
より全ての区画が埋まり一段落しましたが、彩都の西部・中部・東部の全体を見渡す
と、以下の通り、様々な企業が彩都進出に向けて新たな動きを始めていますので、ご
紹介します。

【彩都西部地区】…彩都西駅から西へ向かうとジェイテックコーポレーション様（ク
ラブ会員）の本社がありますが、そこらから更に西へ進むと、野村総合研究所や
Digital Realty Trust 社（アメリカ）のデータセンター等が建設されています。
【彩都中部地区】…彩都西駅から北へ向かうと彩都中部地区があり、そこには 3 つの
大型物流施設（万代、プロロジス、三井不動産）が建設されています。その他、ライ
フ・エネルギー関連の企業（グラセル、浜口動物、ゴウダ、ゴーテック）等の進出も
決まっています（ http://www.saito.tv/archives/pdf/central/central_2016-2.pdf
）。
【彩都東部地区】…中部のさらに東に位置する東部地区では、東端（中央東）と南端
（山麓線エリア）の 2 地区の開発が先行して進んでいます（
http://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/toshiseibi/hokubuseibi/menu/saito/tou
buchiku/toubuchiku.html
）。
中央東地区では、大和ハウス工業とフジタの共同出資会社による産業団地の開発(※
1)、山麓線エリア地区では、資生堂の国内工場・物流施設の進出(※2)や、阪急電鉄
と三菱地所による大規模物流施設の共同開発(※3)が決まっています。
※1 http://www.daiwahouse.co.jp/release/20151014205033.html
※2 https://www.shiseidogroup.jp/news/detail.html?n=00000000000037
※3 http://www.hankyu.co.jp/company/news/pdf/5047.pdf
上記の他にもいろいろと動きがあるようですし、彩都地域は今後ますますの発展が期
待できます。
当ヒルズクラブも彩都地域の構成員として、会員の皆様とともに活発な活動を続けて
いきたいと思います。
一般社団法人 彩都ヒルズクラブ事務局
荻野真一（バイオ・サイト・キャピタル株式会社）

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】公募・イベント・セミナー等のお知らせ《再掲含む》
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
会員様からのご案内
☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆
セミナー開催のご案内
「PCT の最新動向と PATENTSCOPE の使い方」
http://www.uic.osaka-u.ac.jp/event/1296/

○大阪セミナー
日時：平成 29 年 10 月 4 日（水）13:30 ～ 16:30
会場：大阪大学中之島センター 7 階 講義室 702
URL： https://www.onc.osaka-u.ac.jp/others/map/
（別日程で東京、広島開催もあります）
https://wipo-jp.seminar-event.info/event/
プログラム：
・（１）PCT の最新動向及び WIPO が提供する各種グローバル IP サービスの概要（90
分）
・

休憩（15 分）

・（２）PATENTSCOPE の使い方、及び他のデータベースの概要（75 分）
講師：
藤田 和英（WIPO PCT 法務部 カウンセラー）
野田 洋平（WIPO 日本事務所 カウンセラー）
参加費：無料
募集人員：各会場 50 名（先着順）
お申込み：https://wipo-jp.seminar-event.info/event/detail.html?id=16
受付締め切り：平成 29 年 9 月 21 日（金）
お問合せ：大学技術移転協議会事務局
TEL： 03-5402-1857
FAX： 03-5402-1859
E-mail：contact@unitt.jp

☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆
① セミナーコード：002-0032
タイトル：日配食品における腐敗・変敗・微生物規格逸脱の防止【東京開催】
食の安全・安心ワークショップ
生菓子、麺、豆腐、練物、惣菜、米飯、食肉加工などの日配食品メーカー様向け
http://www.earth-kankyo.co.jp/seminar/2017/20170612-000324.html
開催日時：2017 年 8 月 25 日（金）（全 1 日間） 10：00-17：00
開催場所：アース環境サービス株式会社 本社 （東京都千代田区神田紺屋町 17 番地
神田スクエアビル 7 階）

② セミナーコード：002-0033
タイトル：ハザード分析ワークショップ：解説と演習
IRCA プリンシパル審査員が教えるハザード分析の解説と演習
HACCP 規格や FSMA 予防管理で要求されるハザード分析について
http://www.earth-kankyo.co.jp/seminar/2017/20170612-000325.html
開催日時：2017 年 9 月 5 日（火）（全 1 日間） 10：30-17：00
開催場所：アース環境サービス株式会社 彩都総合研究所（大阪府茨木市彩都あさぎ
7－11）
③ セミナーコード：002-0034
タイトル：FSSC22000 内部監査員養成ワークショップ【東京開催】
IRCA プリンシパル審査員が教える内部監査員養成コース
http://www.earth-kankyo.co.jp/seminar/2017/20170612-000326.html
開催日時：2017 年 9 月 14 日（木）－15 日（金）（全 2 日間） 10：00-17：00
開催場所：アース環境サービス株式会社 本社 （東京都千代田区神田紺屋町 17 番地
神田スクエアビル 7 階）
④ セミナーコード：002-0036
タイトル：ハザード分析ワークショップ：解説と演習【東京開催】
IRCA プリンシパル審査員が教えるハザード分析の解説と演習
HACCP 規格や FSMA 予防管理で要求されるハザード分析について
http://www.earth-kankyo.co.jp/seminar/2017/20170612-000328.html
開催日時：2017 年 9 月 27 日（水）（全 1 日間） 10：30-17：00
開催場所：アース環境サービス株式会社 本社 （東京都千代田区神田紺屋町 17 番地
神田スクエアビル 7 階）
◇◇公募・募集情報（再掲含む)◇◇◇
◇『関西ものづくり新撰 2018』“優れた”“売れる”製品・技術大募集（9/15 締切
り） http://www.monodzukuri-shinsen.go.jp/
◇『NBK ニュービジネスアワード 2017』募集のご案内

（9/22 締切り）

≪再掲≫

http://www.nb-net.or.jp/award/index.html
◇「さくらサイエンスプラン」平成 29 年度公募開始
https://ssp.jst.go.jp/form/index.html

（11/9 締切り）≪再掲≫

◇軽減税率対策補助金（～2018/1/31）≪再掲≫
http://kzt-hojo.jp/
◇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)（3/30 締切り）
平成 29 年度ステージ III:NexTEP-A タイプの募集
http://www.jst.go.jp/a-step/koubo/h29nextep-a-1.html
◇産学共同実用化開発事業（NexTEP) 平成 29 年度募集（3/30 締切り）
http://www.jst.go.jp/jitsuyoka/bosyu.html
◇マッチングサイト【J-GoodTech】登録掲載企業募集中 （随時）≪再掲≫
http://www.smrj.go.jp/kinki/consulting/098532.html
◇発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金／厚生労働省（随時）≪再掲≫
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/
hattatsu_nanchi.html
◇(IoT 推進ラボ・経済産業省 第 4 回 IoT Lab Selection との連携公募)（随時）
http://www.nedo.go.jp/koubo/IT2_100029.html
【AMED】案件
（情報更新）平成 29 年度「革新的先端研究開発支援事業（AMED-CREST、PRIME）」に
係る公募について
http://www.amed.go.jp/koubo/010720170310-01.html
平成 29 年度「臨床研究・治験推進研究事業」に係る公募（3 次公募）について
http://www.amed.go.jp/koubo/050120170725.html
（情報更新）平成 29 年度「未来医療を実現する医療機器・システム研究開発事業」に
係る公募について
http://www.amed.go.jp/koubo/020120170704.html
平成 29 年度「創薬等ライフサイエンス研究支援基盤事業」に係る公募（3 次公募）に
ついて
http://www.amed.go.jp/koubo/060120170726.html
（情報更新）平成 29 年度「老化メカニズムの解明・制御プロジェクト」に係る公募に
ついて
http://www.amed.go.jp/koubo/010720170310-02.html
平成 29 年度「革新的がん医療実用化研究事業」に係る公募（3 次公募）について
http://www.amed.go.jp/koubo/010320170706.html
（情報更新）「医療研究開発革新基盤創成事業（CiCLE）」に係る公募（第 2 回）につ
いて

http://www.amed.go.jp/koubo/070020170228.html
（NEDO)
「地熱発電における未利用地熱資源に関する調査」に係る公募について
http://www.nedo.go.jp/koubo/FF2_100200.html
「NEDO 追跡アンケート結果に基づくプロジェクトの効果及び研究開発マネジメントに
関する調査」に係る公募について
http://www.nedo.go.jp/koubo/BF2_100001.html
「IoT を活用した新産業モデル創出基盤整備事業／研究開発項目〔4〕次世代航空機運
航支援システムの開発...
http://www.nedo.go.jp/koubo/IT2_100030.html
「スマートコミュニティに係るインフラ評価手法の動向と適用性に関する調査」に係
る公募について
http://www.nedo.go.jp/koubo/AT522_100081.html
●●●イベントその他情報（再掲含む)●●●
●平成 29 年度 第 3 回 京大桂ベンチャープラザセミナー（8/21）
http://www.smrj.go.jp/incubation/kkvp/seminar/101285.html
● 「強い組織を作る」リーダー力強化研修（8/22）【再掲】
http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/201602/D27160129020.html
●中堅・若手社員のための問題解決力強化講座(8/23)【再掲】
http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/201704/D27170823017.html
●就業規則の作成と活用の基本～法を守り、会社を守り、働きやすい職場を作るポイ
ント（8/23）【再掲】
http://mg.sansokan.jp/r/c.do?C33_2vCEX_1vr_hmp
●女性の継続就労につながる経営戦略としてのワークライフバランス推進セミナー
(8/24)
http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/201706/D27160906027.html
●ライフイノベーション 新技術説明会（8/24）
https://shingi.jst.go.jp/kobetsu/tama-tlo/2017_tama-tlo.html
●「AI を活用した事業開発ワークショップ」（8/24・25）
http://r26.smp.ne.jp/u/No/474499/AGpSB7H7ci0D_161039/0824D22170824019.html

●「平成 29 年度「 iPS 細胞」体験研修」参加者募集のご案内
（8/24～25, 9/11～12, 10/26～27, 11/20～21））
http://www.pref.kyoto.jp/noryoku/news/press/2017/6/documents/taiken.pdf
●2017 年度貿易実務セミナー「輸出入の流れと用語解説」（8/24、8/31）【再掲】
http://r26.smp.ne.jp/u/No/474001/FFQLCHH7ci0D_161039/0824D11170601010.html
●【HI-DEC 講演会 のご案内】再生医療等製品の製造管理及び品質管理はどうあるべ
きか(8/25)
http://www.smrj.go.jp/incubation/hi-dec/seminar/101281.html
●成功事例から学ぶ 小さな町工場の No.1 営業戦略とは（8/25）
http://mg.sansokan.jp/r/c.do?C6O_2vXXL_1vy_hmp
●「販路・IT・技術支援等『専門相談』『企業 OB 活用』で活躍中の専門家大集合
（8/28）
http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/201706/D13170828015.html
●平成 29 年度第 1 回産学官連携情報交流セミナー 情報・技術・ノウハウの取り扱
い・流出防止（8/28）
http://www.senri-life.or.jp/jitsuyouka/sangakukan.html
●第 2 回 JST ワークショップ「公正な研究活動の推進」（8/28）
http://www.jst.go.jp/kousei_p/event_info.html
●稼ぐ！チームを育てる「学ぶ職場」のつくりかた（8/29）
http://mg.sansokan.jp/r/c.do?C3a_2vCEX_1vr_hmp
●若手社員のためのコミュニケーション力強化講座(8/29)
http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/201704/D27170829019.html
●福井大学 新技術説明会（8/29）
https://shingi.jst.go.jp/kobetsu/u-fukui/2017_u-fukui.html
●サンスター 技術ニーズ説明会のご案内 （8/29）
https://www.sansokan.jp/events/eve_detail.san?H_A_NO=23991
●【平成 29 年度第 2 回事業承継セミナー】事業承継は早目が肝心(8/29)
親族以外への承継や M&A を活用した承継戦略
http://www.kyo.or.jp/kyoto/ac/event_108574.html

● 「中小企業の労務管理対応策と就業規則の見直し方」（8/29）
http://www.osaka.cci.or.jp/s/chuo/seminar.php?sid=173
●今のうちに知っておきたい！IoT 最新技術動向とビジネスのポイント （8/30）
http://mg.sansokan.jp/r/c.do?C2Z_2vCEX_1vr_hmp
●日本政策金融公庫の融資判断と自社借入力アップのポイント（8/30）
http://r26.smp.ne.jp/u/No/472851/0Hl15fH7ci0D_161039/0830_198.html
●「日本のイノベーション 30 年トップを走り続ける“商品力”とは」（8/30）
http://r26.smp.ne.jp/u/No/474035/A9TgI4H7ci0D_161039/0830D25170830011.html
●『ビジネスブレイクスルーフォーラム』来場者募集のご案内（8/31）【再掲】
http://www.pref.osaka.lg.jp/hodo/index.php?site=fumin&pageId=27873
●大手バイヤーが買いたくなる商品開発の秘訣！（8/31・9/1）【再掲】
http://r26.smp.ne.jp/u/No/473749/9DzWjIH7ci0D_161039/0831D17170831020.html
●JST フェア 2017 科学技術による未来の産業創造展（8/31）
http://www.jst.go.jp/tt/jstfair2017/index.html
●ビジネスブレイクスルーフォーラム（8/31）
福祉×IT/IoT 編
http://mg.sansokan.jp/r/c.do?C38_2vCEX_1vr_hmp
インバウンド×IT/IoT 編
http://mg.sansokan.jp/r/c.do?C39_2vCEX_1vr_hmp
●人材確保につながる！企業主導型保育施設 事例紹介セミナー(9/1)【再掲】
http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/201707/D27170901029.html
●キャリアアップに役立つ 「リーダーシップを発揮する対話スキル」強化セミナー
(9/1)
http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/201706/D27170901012.html
●他社の開発秘話にヒントあり 耐震マットの製品開発ストーリー（9/1）
http://mg.sansokan.jp/r/c.do?C6Q_2vXXL_1vy_hmp
●コミュニケーション力を磨き、周りの協力を引き出す（9/1）

http://r26.smp.ne.jp/u/No/471319/H0oY5bH7ci0D_161039/0901D27170901012.html
●三重大学 生物資源学研究科主催オープンラボ 「産学官コミュニティシンポ２０
１７」（9/1）
http://www.mie-u.ac.jp/topics/events/2017/07/2017-6.html
●古いマーケティングは脱ぎ捨てろ！進化するエクスペリエンス・マーケティング
（9/4）
http://mg.sansokan.jp/r/c.do?C8g_2waMW_1vC_hmp
●「イノベーションを生む『実証事業都市』とは」 大阪での実証事業実施の可能性
と支援について（9/4）
http://r26.smp.ne.jp/u/No/474497/473SEGH7ci0D_161039/0904D22170904018.html

●「スポーツを核とした産業への挑戦
企業連携による新たな価値創出を目指す、ビジネスマッチング事業！」（9/5）
http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/201707/D29170905014.html
●「核酸医薬の研究・開発および周辺事業に関する企業プレゼンテーション」(9/5)
http://www.senri-life.or.jp/jitsuyouka/tozai.html
●無料技術セミナー 最新のエネルギー変換材料を紹介（9/5）
http://mg.sansokan.jp/r/c.do?C6P_2vXXL_1vy_hmp
●中小企業のための M＆A セミナー(9/6)
http://r26.smp.ne.jp/u/No/474992/ICVsHaH7ci0D_161039/0906D14170906017.html

● 「経営力向上計画」説明会のご案内(9/7)
中小企業の設備投資などを強力サポート
https://www.kyo.or.jp/kyoto/ac/event_108609.html
●「地元金融機関との交流会」（9/7）
http://r26.smp.ne.jp/u/No/473999/FKrEJGH7ci0D_161039/0907D13170907024.html
●「働き方改革の実現！高年齢者の活用戦略と人事処遇 （9/7）
http://www.osaka.cci.or.jp/s/chuo/seminar.php?sid=172
●知らぬ間に他社にノウハウが流出！？営業秘密を守る「ものづくり企業の知財管

理」（9/8）
http://mg.sansokan.jp/r/c.do?C2X_2vCEX_1vr_hmp
●デザイン思考でビジネスアイデアを考えてみよう！！（9/8）
http://mg.sansokan.jp/r/c.do?C8l_2waMW_1vC_hmp
●他社にノウハウが流出 営業秘密を守る知財管理（9/8）
http://mg.sansokan.jp/r/c.do?C6L_2vXXL_1vy_hmp
● MOBIO 産学連携オフィス連続企画 テーマ別大学・高専合同研究シーズ発表会
『リサイクル（リユース、リデュース）編』（9/8）
http://mg.sansokan.jp/r/c.do?C72_2vXXL_1vy_hmp
●土曜日に学ぶ ビジネスプレゼン講座

＜技術編＞(9/9)

http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/201702/D27170909018.html
●日本一の“知恵工場”を生み出した経営者の「覚悟」と「志」（9/11）
http://mg.sansokan.jp/r/c.do?C2P_2vCEX_1vr_hmp
●2 時間でわかる！ 起業のためのお金の話あれこれ(9/11)
http://mg.sansokan.jp/r/c.do?C1K_2vwpD_1vp_hmp
●シルバー・ヘルスケア業界の海外展開の可能性(9/11)
http://r26.smp.ne.jp/u/No/475481/g0VZfbH7ci0D_161039/0911D11170911010.html

●シンポジウム「関西の未来」第 3 回

オープンイノベーションによる新しいビジ

ネスモデルの創出（9/11）
http://r26.smp.ne.jp/u/No/475472/25aScIH7ci0D_161039/0911D34170911019.html

●経済講演会 「先人に学ぶ 経営者の心構え」 （9/12）
http://www.osaka.cci.or.jp/s/chuo/seminar.php?sid=175
●「時間外労働・未払い残業」対策講座(9/12)
http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/201706/D27170912018.html
●心を動かすキャッチコピーのつくり方講座 『桃太郎』で気づく実践のヒント
（9/12）
http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/201503/D27150703018.html

●「技術提案ワークショップ」モノづくり技術の新たな用途展開に挑戦！(9/12・
10/4・11/1・11/28）
http://r26.smp.ne.jp/u/No/474322/AE8-geH7ci0D_161039/0821_energy_work.html
●「会社改革の統計学」中小企業もできる、データから強みやムダを「見える化」す
る方法（9/13）
http://mg.sansokan.jp/r/c.do?C30_2vCEX_1vr_hmp
●1 分でできる部下指導トレーニング(9/13)
http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/201706/D27170913015.html
●部下に確実に理解させるスキルを習得(9/13)
http://r26.smp.ne.jp/u/No/471156/i6SE5GH7ci0D_161039/0913D27170913015.html
●【参加無料】法律講演会 兼 ひまわりほっと法律相談会

自社で何をすべきか、

弁護士と何ができるか（9/14）
http://r26.smp.ne.jp/u/No/474990/0dBLdJH7ci0D_161039/0914D13160915022.html

●秘書実務能力アップセミナー(9/14)
http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/201705/D27170914012.html
●知っていると知らないとでは大違い キャッシュフロー経営と金融機関の活用法
（9/14）
http://r26.smp.ne.jp/u/No/473746/dfPH39H7ci0D_161039/0914_177.html
◇『関西ものづくり新撰 2018』“優れた”“売れる”製品・技術大募集（9/15 締切
り）
http://www.monodzukuri-shinsen.go.jp/
●「素形材産業の取引適正化に向けて」開催のご案内（9/15）
https://www.sokeizai.or.jp/japanese/seminar/document/sokeizai_guidelines_sem
inar_2017.docx
●売れない・集まらないチラシにはワケがある！「即実践！売れるチラシ作成講座」
(9/15)
http://mg.sansokan.jp/r/c.do?C1L_2vwpD_1vp_hmp
●第 7 回 医療機器・ヘルスケア機器マッチング商談会 2017（9/15）

http://mg.sansokan.jp/r/c.do?C6J_2vXXL_1vy_hmp
●ドイツ水素・燃料電池市場参入促進セミナー(9/19)
http://r26.smp.ne.jp/u/No/474989/IBwlkDH7ci0D_161039/0919D11170919016.html

●ドラッカーが教える 社長の仕事と経営チームのつくりかたとは（9/20）
http://mg.sansokan.jp/r/c.do?C2Q_2vCEX_1vr_hmp
● 聞き手を納得させる、話の組み立て方を学ぶ(9/20)
http://r26.smp.ne.jp/u/No/471322/iGGGdeH7ci0D_161039/0920D27170920013.html
●今すぐ上手くなりたい人のためのプレゼン速習講座【内容構成力強化編】(9/20)
http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/201705/D27170920013.html
●「中堅・若手社員のためのモチベーション向上研修」（9/21）
http://r26.smp.ne.jp/u/No/472855/5cND82H7ci0D_161039/0921D27170822010.html
●「そこまでやるか！？」というほどの究極の事前準備！必ず信頼獲得！(9/21)
http://r26.smp.ne.jp/u/No/471178/3ktVcIH7ci0D_161039/0921D27170921034.html
●これだけは知っておきたい！「ホームページのアクセス解析 基礎講座」(9/21)
http://r26.smp.ne.jp/u/No/474956/9HpAgFH7ci0D_161039/0921D41170921016.html

●次期管理者のためのマネジメント力養成研修(9/26)
http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/201506/D27150917057.html
●「再生医療ビジネスシンポジウム in KRP Part 10」開催のご案内
専門家との直接意見交換 これから伸びる分野を徹底討論 (9/26)
https://rikamo.jp/news/krp-part-x
●人が育つ！目標を達成する！人事制度と組織（チーム）づくりの進め方 （9/27）
http://mg.sansokan.jp/r/c.do?C8k_2waMW_1vC_hmp
●機能性コーティングフェア２０１７（9/29 締切り）
http://mg.sansokan.jp/r/c.do?C6K_2vXXL_1vy_hmp
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【3】編集後記
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ウサイン・ボルト選手の現役最後の 400 メートルリレーをご覧になられた方も多い
でしょう。
左太もも裏を痛め、まさかの失速、残念な結果となりましたが、彼は後悔せず「１度
の負けで、成し遂げてきたことは変わらない」と言い切りました。
引退し、復帰の可能性は完全否定。彼の輝かしいキャリアは永遠に続くのでしょう
か。
それとも、ボルトのタイムを更新する選手がいずれ現れるのでしょうか。
それが日本の選手であって欲しいと願っている昨今であります。
暑い日が続いておりますので、皆様お身体ご自愛下さい。
※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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