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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。
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【1】理事長新春エッセイ
【2】公募・募集情報
【3】イベント・セミナーのお知らせ
【4】編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【１】理事長新春エッセイ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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いたします。今冬は、寒
暖がめまぐるしく変化し、体調管理の難しい冬になっておりますが、いかがお過ごしでしょう
か。
今年は、５月に元号が変わるということで、新聞各紙が、お正月の特集として、新しい時代
の幕開けを意識した記事を連載しています。特集のテーマは、各紙で異なりますが、その
根底に流れているのは、「不安」ではないかと思います。人口が減少していく中で、AIがます
ます日常生活に入り込んできたりして、予想をはるかに超えて社会が変化していくことが実
感されます。多くの人たちは、その変化に自分たちがついていくことができるのか、この変
化は、本当に自分たちにとって幸せな社会につながるのかという不安です。さらには、誰も
その答えがわからないのではないかという不安です。１０年後、２０年後、自分たちがどこに
連れて行かれるのかが分からないし、誰もそれに答えてくれない、答えることができないと
いう不安です。
そんな不確実な世の中で、高齢化が進み、人口が減少していくことだけは明確です。日本
の研究力は、人口減少の速度よりも急速に低下していっていることを、研究者はみんな実
感しています。この問題に私どもの研究所は、真正面で取り組んでいきたいと思っていま
す。これまで通りの日本の研究力をどうやって維持し、発展させていくのか。私は、研究に
とって最も大切なことは、自由で多様な発想だと思っています。その発想力を維持し、育て
るためには、研究者が一極に集中するのではなく、日本の各地に多様な発想を持った研究
者がいて、多様な研究が日本全体で推進できる体制を構築し、日本各地で新しい研究が
生まれ続けるようにすることが大事だと思います。そのためにも、私どもの研究所の本部が
大阪にあることはたいへん意味があり、私どもの研究所が、日本の研究のプラットフォーム
になり、中核の１つとしてますます発展していく責務があると思っています。
それでは、人口が減り、研究者人口も減っていくという現実の中で、研究所の研究力、活
力をどうやって維持、発展させていくことができるのか。私は、個々人や組織が持つ「潜在
能力」が鍵になると考えています。つまり、潜在能力を見つけ出し、それを引き出していく努
力をし続けることだと思っています。人間は、おそらく限りない潜在能力を持っているはずで
す。普段はそれに気づかず、活かされていないだけだと思います。個々の研究者が自分の
潜在能力を知り、それを引き出す努力をすると同時に、研究所全体の潜在能力を引き出す
ようなプロジェクトや試みを考え、実行するといった努力を続けることが非常に重要だと思い
ます。個々人、個々の組織が持つ潜在能力こそ「個性」だと思います。
私自身も自分の潜在能力を見出し、活かしていく努力をし続けたいと思います。
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平成３１年１月吉日
医薬基盤・健康・栄養研究所
理事長 米田悦啓
（一般社団法人彩都ヒルズクラブ 理事長）
☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆
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
☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆
▼△▼△━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】公募・募集情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆◇◆◇ 会員様からの公募情報 ◇◆◇◆
▼第一回ヘルスケアベンチャー大賞
[詳細]http://www.ko-karei.com/healthcare-v/
[賞金]大賞：100 万円 学芸賞：30 万円副賞
[起業支援サービス]
大学発新産業創出プログラム（START）への推薦
製品やサービスの紹介（生活総合情報サイトAll About）
必要に応じて医学的な見地でのアドバイスや監修 等スケジュール
[募集テーマ]
アンチエイジングに資するヘルケア分野のビジネスプランを広く募ります。
抗加齢（アンチエイジング）を目的とした創薬、遺伝子治療、再生医療製品、機能性食品、
機能性化粧品 等 または ヘルスケアIT（ビッグデータ解析、ディープラーニング、ウェラブ
ルデバイスなど）
[応募条件]
応募者の内、最低1名は学会員、協会員、協会賛助企業、事業協賛企業が含まれているこ
と（上記に該当しない場合は、応募までに会員への登録をお願いします。）
[応募について]応募様式1.2.をHPよりダウンロードし、必要事項を記載してご応募ください。
各様式は下記からダウンロードできます
http://www.ko-karei.com/healthcare-v/#link04
[締 切] 2019年1月25日（金）17:00
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[応募先]電子メールに応募資料を添付して、下記へ送信してください。
ヘルスケアベンチャー大賞事務局 healthcare-v@anti-aging.gr.jp
件名：「ヘルスケアベンチャー大賞2019応募（応募企業名または個人名）」
[最終選考会] 2019年6月14日（金）15:30〜
主催：特定非営利活動法人日本抗加齢協会
共催：一般社団法人日本抗加齢医学会
後援：経済産業省 日本医師会
▼バイオ・サイト・キャピタル株式会社
弊社は本年4月1日より、神奈川県「新川崎・創造のもり」地区のインキュベーション施設「か
わさき新産業創造センター」の施設運営を開始しました。
7月11日からは産学交流・研究開発施設「AIRBIC」の入居募集が始まりました。
新川崎・創造のもり かわさき新産業創造センター
https://kawasaki-sozonomori.jp/
産学交流・研究開発施設「AIRBIC」（2019年1月オープン）
https://kawasaki-sozonomori.jp/airbic
最寄り駅であるJR新川崎駅は、武蔵小杉駅の隣にあって交通の便がとてもよいころです
し、首都圏でラボをお探しの方にはおすすめです。
ご関心のある方は是非ともお問い合わせください。よろしくお願いします。
・かわさき新産業創造センター（KBIC・NANOBIC）の入居者募集について
常時募集
・かわさき新産業創造センター（AIRBIC）の入居者募集について
募集中
バイオ・サイト・キャピタル株式会社
荻野真一（かわさき新産業創造センター チーフインキュベーションマネージャー）
住所:川崎市幸区新川崎7-7 NANOBIC管理事務室
電話:044-587-1105、メール:sogino@bs-capital.co.jp
◆◇◆◇ 会員様からの求人情報 ◇◆◇◆
・Repertoire Genesis 株式会社 … 契約研究員、技術補佐員
詳細は→ http://www.saitohills.com/recruit.html
（よろしければ、お知り合いの方にもご紹介ください。）
◆◇◆◇ 主な公的機関の公募情報 ◇◆◇◆
▼ＡＭＥＤ
・「医薬品等規制調和・評価研究事業」
[詳細]https://www.amed.go.jp/koubo/06/02/0602A_00007.html
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[期間]～3月20日
[分野]医薬品創出,医療機器開発,再生医療
・「難治性疾患実用化研究事業」
[詳細]https://www.amed.go.jp/koubo/01/05/0105B_00016.html
[期間]～2月12日
[分野]難病に対応した研究
・「医工連携事業化推進事業(開発・事業化事業)」
[詳細]https://www.amed.go.jp/koubo/02/01/0201A_00053.html
[期間]～3月30日
[分野]医療機器開発
・「腎疾患実用化研究事業」
[詳細]https://www.amed.go.jp/koubo/01/05/0105B_00022.html
[期間]～2月6日
[分野]健康・医療戦略の推進に必要となる研究開発
・「産学連携医療イノベーション創出プログラム」基本スキーム(ACT-M)、セットアップスキー
ム(ACT-MS)
[詳細]https://www.amed.go.jp/koubo/02/02/0202A_00013.html
[期間]～3月30日
[分野]医薬品創出,医療機器開発,ゲノム医療,がんに対応した研究,健康・医療戦略の推進
に必要となる研究開発
・「臨床研究等ICT基盤構築・人工知能実装研究事業」
[詳細]https://www.amed.go.jp/koubo/05/01/0501B_00087.html
[期間]～1月25日
[分野]健康・医療戦略の推進に必要となる研究開発
・「革新的技術による脳機能ネットワークの全容解明プロジェクト」
[詳細]https://www.amed.go.jp/koubo/01/04/0104B_00016.html
[期間]～1月28日
[分野]精神・神経疾患に対応した研究
・「ナショナルバイオリソースプロジェクト(ゲノム情報等整備プログラム･基盤技術整備プロ
グラム)」
[詳細]https://www.amed.go.jp/koubo/04/01/0401B_00012.html
[期間]～1月23日
[分野]健康・医療戦略の推進に必要となる研究開発
・「平成31年度 研究公正高度化モデル開発支援事業」
[詳細]https://www.amed.go.jp/koubo/10/01/1001B_00006.html
[期間]～2月13日
[分野]健康・医療戦略の推進に必要となる研究開発
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・「平成31年度 研究公正高度化モデル開発支援事業」
[詳細]https://www.amed.go.jp/koubo/10/01/1001A_00006.html
[期間]～2月20日
[分野]健康・医療戦略の推進に必要となる研究開発
・「ナショナルバイオリソースプロジェクト」(ゲノム情報等整備プログラム･基盤技術整備プロ
グラム)
[詳細]https://www.amed.go.jp/koubo/04/01/0401A_00012.html
[期間]～1月30日
[分野]健康・医療戦略の推進に必要となる研究開発
・「慢性の痛み解明研究事業」
[詳細]https://www.amed.go.jp/koubo/01/05/0105A_00024.html
[期間]～2月10日
[分野]健康・医療戦略の推進に必要となる研究開発
・「腎疾患実用化研究事業」
[詳細]https://www.amed.go.jp/koubo/01/05/0105A_00022.html
[期間]～2月10日
[分野]健康・医療戦略の推進に必要となる研究開発
・「難治性疾患実用化研究事業」
[詳細]https://www.amed.go.jp/koubo/01/05/0105A_00016.html
[期間]～2月10日
[分野]難病に対応した研究
・「先進的医療機器・システム等技術開発事業」
[詳細]https://www.amed.go.jp/koubo/02/01/0201A_00047.html
[分野]医療機器開発
・「革新的技術による脳機能ネットワークの全容解明プロジェクト」
[詳細]https://www.amed.go.jp/koubo/01/04/0104A_00016.html
[期間]～1月30日
[分野]精神・神経疾患に対応した研究
・「創薬基盤推進研究事業」
[詳細]https://www.amed.go.jp/koubo/06/01/0601A_00057.html
[期間]～1月20日
[分野]医薬品創出
・「『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]https://www.amed.go.jp/koubo/05/01/0501A_00082.html
[期間]～1月20日
[分野]健康・医療戦略の推進に必要となる研究開発
・革新的先端研究開発支援事業インキュベートタイプ（LEAP）候補課題の事前登録のご案
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内《再掲》
[詳細]https://www.amed.go.jp/news/program/20181211_leap-jizentouroku.html
[期間]平成30年12月11日(火)~平成31年1月21日(月) 正午
▼ＮＥＤО
・「先進パワー半導体の社会実装に関する調査」
[詳細]https://www.nedo.go.jp/koubo/NA2_100065.html
[期間]～1月18日
・「2019年度プロジェクト等評価支援業務」
[詳細]https://www.nedo.go.jp/koubo/BF2_100045.html
[期間]～1月31日
・「ICT機器における情報伝送高速化技術の動向調査」
[詳細]https://www.nedo.go.jp/koubo/IT1_100070.html
・「革新的新構造材料等研究開発」（研究対象の追加）
[詳細]https://www.nedo.go.jp/koubo/EF1_100135.html
・「省エネ化・低温室効果を達成できる次世代冷媒・冷凍空調技術及び評価手法の開発」
[詳細]https://www.nedo.go.jp/koubo/EV1_100184.html
・「植物等の生物を用いた高機能品生産技術の開発／研究開発項目〔4〕微生物による高
機能品生産技術開発」
[詳細]https://www.nedo.go.jp/koubo/EF1_100133.html
・「新聞・テレビ・雑誌・WEBメディア等に関する分析支援業務」
[詳細]https://www.nedo.go.jp/koubo/KH1_100063.html
・2019年度「エネルギー消費の効率化等に資する我が国技術の国際実証事業（実証要件
適合性等調査）」
[詳細]https://www.nedo.go.jp/koubo/AT091_100139.html
・「AIチップ開発加速のためのイノベーション推進事業／【研究開発項目〔1〕】AIチップに関
するアイディ...
[詳細]https://www.nedo.go.jp/koubo/CA1_100197.html
・2019年度「課題解決型福祉用具実用化開発支援事業」
[詳細]https://www.nedo.go.jp/koubo/CA1_100198.html
・「先進的な火力発電技術等の海外展開推進事業／先進的な火力発電技術等
[詳細]https://www.nedo.go.jp/koubo/EV1_100183.html
・「次世代人工知能・ロボットの中核となるインテグレート技術開発」
[詳細]https://www.nedo.go.jp/koubo/CD1_100145.html
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・平成31年度「新エネルギー等のシーズ発掘・事業化に向けた技術研究開発事業」（旧：ベ
ンチャー企業等によ...
[詳細]https://www.nedo.go.jp/koubo/CA1_100194.html
・平成31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]https://www.nedo.go.jp/koubo/CA1_100199.html
・「Innovation for Cool Earth Forum（ICEF）」の実施
[詳細]https://www.nedo.go.jp/koubo/AT091_100137.html
・平成31年度「国際研究開発／コファンド事業（イスラエル、フランス、ドイツ）」
[詳細]https://www.nedo.go.jp/koubo/AT091_100138.html
▼ＪＳＴ
・(予告)戦略的研究推進事業CRESTにおけるﾌﾗﾝｽANRとの日仏共同提案の募集
(CRESTの募集HP)
[詳細]http://www.jst.go.jp/kisoken/boshuu/teian.html
(ANRのHP)
[詳細]http://www.agence-nationale-recherche.fr/en/
・ベルモント･フォーラムCRA(共同研究活動) 《再掲》
Transdisciplinary Research for Ocean Sustainability(海洋の持続可能性のための超学際
研究)
[期間]～2019年01月31日
[詳細]https://www.jst.go.jp/inter/program/announce/announce_belmont_oceans2018.html
・研究成果最適展開支援プログラム(A-STEP)企業主導フェーズ：NexTEP-Aタイプ《再掲》
[期間]～2019年03月29日
[詳細]https://www.jst.go.jp/a-step/koubo/h30nextep-a-1.html
・NexTEP～未来の産業創造に向けた研究成果実用化促進事業～未来創造ベンチャータイ
プ《再掲》
[期間]平成30年4月2日（金）～平成31年3月29日（金）正午
[詳細]https://www.jst.go.jp/jitsuyoka/bosyu_mirai01.html
・大学等知財基盤強化支援(権利化支援)のご案内
[期限]随時
[詳細]https://www.jst.go.jp/chizai/pat/p_s_00summary.html
・大学等知財基盤強化支援(ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ強化支援)のご案内
[期限]随時
[詳細]https://www.jst.go.jp/chizai/pat/p_u_support_application.html
・大学等知財基盤強化支援 (ﾊﾟｯｹｰｼﾞ化) 知財譲受における情報提供について
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[期限]随時
[詳細]https://www.jst.go.jp/chizai/shuuyaku.html
・出資型新事業創出支援ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑSUCCESS随時相談受付中
[期限]随時
[詳細]https://www.jst.go.jp/entre/
▼中小機構
・マッチングサイト【J-GoodTech】登録掲載企業募集中（随時）《再掲》
[詳細]http://www.smrj.go.jp/kinki/consulting/098532.html
▼経済産業省
・第8回｢ものづくり日本大賞｣の募集《再掲》
[期間]平成30年11月16日(金)~平成31年1月25日(金)【必着】
[詳細]http://www.monodzukuri.meti.go.jp/
▼特許庁
・特許料等の減免制度（随時）《再掲》
[詳細]http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/genmensochi.htm
・知財総合支援窓口 （随時）《再掲》
[詳細]http://chizai-portal.inpit.go.jp/about/
▼近畿経済産業局 経済産業省
・平成31年度予算｢戦略的基盤技術高度化支援事業(ｻﾎﾟｲﾝ事業)｣の公募に関する事前予
告
[詳細]http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/2018/181221mono.htm
・平成30年度補正予算｢ものづくり･商業･サービス生産性向上促進事業｣(事前予告)及び事
務局の募集
[詳細]http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/2018/181228mono.htm
・「関西再生医療産業コンソーシアム（ＫＲＩＣ）」参加登録募集（随時）《再掲》
[詳細]http://www.kansai.meti.go.jp/2-4bio/KRIC/sankatouroku.html
▼大阪府
・医薬品医療機器開発機構（ＰＭＤＡ）関西支部支援体制確立事業《再掲》
大阪府が実施する負担軽減策について
[詳細]https://osaka-bio.jp/support/pmda_kansai/
・PMDA関西支部の利用について
[詳細]http://www.pmda.go.jp/review-services/f2f-pre/0002.html
▼茨木市
・産学連携スタートアップ支援事業補助金《再掲》
[期間] 平成31年3月1日(金)～4月5日(金)
[詳細]後日市ＨＰ掲載予定
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・働きやすい職場づくり推進事業所の認定を受けませんか？ 《再掲》
ワークライフバランスの推進や、従業員の育児・介護支援、女性の活躍推進などに取り組
み、一定の基準を満たした事業所を茨木市が認定する制度を実施しています。
認定を受けられた事業所様は、市の広報誌やホームページ等で紹介をさせていただきま
す。また、正規雇用促進奨励金制度での優遇も受けられます。
[詳細]
http://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/sangyo/shoukou/menu/rodofukushi/hatarakiyasuiji
gyousyonintei.html
◆◇◆◇ その他の公募など ◇◆◇◆
▼経済産業省
・平成31年度｢伝統的工芸品産業支援補助金｣
[詳細]http://www.meti.go.jp/information/publicoffer/kobo/2019/k190108001.html
▼厚生労働省
・発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金（随時）《再掲》
[詳細]
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/hattatsu_
nanchi.html
▼総務省
・｢テレワークマネージャー｣派遣申請
[詳細]http://j-net21.smrj.go.jp/t/188301/snavi/Contents/0000141613?188301
▼(公社)新化学技術推進協会
・第8回新化学技術研究奨励賞研究助成テーマの公募《再掲》
[詳細]http://www.jaci.or.jp/recruit/page_02_08_2019.html
[期間]2018年11月28日(水)~2019年1月21日(月)

▼△▼△━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】イベント・セミナーのお知らせ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆◇◆◇ 彩都ヒルズクラブからのご案内 ◇◆◇◆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
第169回 彩都バイオサイエンスセミナー
“みんなが知りたい補助金のはなし”資金・設備支援セミナー
https://osaka-bio.jp/support/seminar/saito_seminar169/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
業種を問わず活用できる補助金や助成金、設備支援などの情報を幅広く集めました！
国や自治体、地元金融機関等が2019年度の取り組みをご紹介しますので、皆さまぜひご
参加ください！
【日時】2月27日（水）
【場所】彩都バイオヒルズセンター 会議室
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（大阪府茨木市彩都あさぎ7丁目7番18号）
【講師】近畿経済産業局 バイオ・医療機器技術振興課 総括係長 小谷 和可 氏 ほか
【主催】彩都ヒルズクラブ（事務局：バイオ・サイト・キャピタル、 八洲薬品）、大阪バイオ・
ヘッドクオーター（事務局：大阪府）
【申込URL】https://www.saitohills.com/form.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
第170回 彩都バイオサイエンスセミナー
シーズ実用化のための薬事戦略―非臨床開発からFirst in Human試験まで―
https://osaka-bio.jp/support/seminar/saito_seminar170/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
アカデミアやバイオベンチャーで発見されるシーズは、これまで治療できなかった疾病に対
する画期的新薬となる可能性をもっています。一方、アカデミアやバイオベンチャーの多く
は医薬品開発の経験が乏しく、臨床試験を始めるための薬事要件という最初の壁を乗り越
えるにあたり、多くの時間と資金を使ってしまいます。
本セミナーでは、画期的な核酸医薬品を開発するというモデルケースを例に、非臨床試験
の計画・実施・考察、臨床試験のための初回投与量設定、薬事戦略相談のシミュレーショ
ンを行います。
【日時】3月19日（火）
【場所】彩都バイオヒルズセンター 会議室
（大阪府茨木市彩都あさぎ7丁目7番18号）
【講師】オープンサークルパートナーズ合同会社 代表 中澤 隆弘 氏
【主催】彩都ヒルズクラブ（事務局：バイオ・サイト・キャピタル、 八洲薬品）、大阪バイオ・
ヘッドクオーター（事務局：大阪府）
【申込URL】https://www.saitohills.com/mailform2/form.html
◆◇◆◇ 会員様からのご案内 ◇◆◇◆
▼ 国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所 様
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
第12回次世代アジュバント研究会
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
本研究会では、ワクチン開発研究に欠かせないアジュバント（免疫増強剤）に関する最新
の知見を各専門分野の講師による講演やポスターセッションにより紹介します。
多数のご参加をお待ちしております。
【日時】平成31年1月22日（火）午前10時から午後5時まで
【場所】千里ライフサイエンスセンター５階
（大阪府豊中市新千里東町１-４-２）
【主催】国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所、次世代アジュバント研究
会、AMED創薬基盤推進研究事業「革新的技術に裏打ちされた有効かつ安全な次世代ア
ジュバント開発」研究班
【参加費】無料（要申込）
【申込】下記フォームに所要事項をご記入の上、平成30年12月28日（金）までにE-mailで
jisedaiadju[at]nibiohn.go.jp宛お申し込みください。
（[at]は@に書き換えてください。）
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝（E-mail送信用フォーム）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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件名：【参加申込】第12回次世代アジュバント研究会
1.氏名：
2.所属・役職：
3.メールアドレス：
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
【お問合せ】次世代アジュバント研究会事務局
TEL：072-641-9832、FAX：072-641-9821、E-mail：jisedaiadju[at]nibiohn.go.jp
URL：http://www.nibiohn.go.jp/CVAR/
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
彩都産学官連携フォーラム２０１９
http://www.kpia.info/2019/
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
本フォーラムでは、産学官各分野による「リアルワールドデータ活用への展望」をテーマと
したシンポジウムのほか、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所や、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、創薬に関連する幅広い取り組
みを紹介します。
皆様のご参加をお待ちしております。
【日時】平成31年1月23日（水）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ビル ５階 山村雄一記念ライフホール
（大阪府豊中市新千里東町１-４-２）
【主催】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、関西医薬品協会、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）
【参加費】無料（要申込）
【申込】以下のホームページより申込みください
https://www.kpia.info/2019/uketuke/index.htm
【お問合せ】実行委員会事務局（関西医薬品協会内）
TEL/06-6231-9191 FAX/06-6231-9195 E-mail/info@kpia.jp
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
▼ アース環境サービス株式会社 様
＜2019年1月～3月 開催ワークショップ・セミナーのご案内＞
アース環境サービス株式会社 彩都総合研究所 研修センターでは2019年1月～3月、下記
の食品関連産業、医薬品関連産業向けワークショップ・セミナーを計画しております。
詳細、お申込みは各セミナーのリンクページをご参照ください。
開催会場
【大阪】 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）
http://www.earth-kankyo.co.jp/saito/index.html
【東京】 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）
http://www.earth-kankyo.co.jp/company/access.html
＜食品関連産業向け＞
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1.FSSC22000内部監査員養成ワークショップ
IRCAプリンシパル審査員が教える内部監査員養成コース
【大阪開催】
・2019年1月17日（木）‐18日（金）（全2日間） 1日目（10：00-17：30)、2日目（9：30-17：30）
http://www.earth-kankyo.co.jp/seminar/2019/20190117-000412.html
・2019年2月14日（木）‐15日（金）（全2日間） 1日目（10：00-17：30)、2日目（9：30-17：30）
http://www.earth-kankyo.co.jp/seminar/2019/20190117-000417.html
・2019年3月14日（木）‐15日（金）（全2日間） 1日目（10：00-17：30)、2日目（9：30-17：30）
http://www.earth-kankyo.co.jp/seminar/2019/20190117-000425.html
【東京開催】
・2019年1月29日（火）‐30日（水）（全2日間） 1日目（10：00-17：30)、2日目（9：30-17：30）
http://www.earth-kankyo.co.jp/seminar/2019/20190117-000413.html
2.ハザード分析ワークショップ：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
【大阪開催】
・2019年2月1日（金）（全1日間） 10：30-17：30
http://www.earth-kankyo.co.jp/seminar/2019/20190117-000418.html
3.毛髪対策 体験型セミナー 【食の安全・安心ワークショップ】
※本コースは、「模擬製造施設」を用いた実践型演習です。
【大阪開催】
・2019年1月31日（木）（全１日間） 10：30-16：00
http://www.earth-kankyo.co.jp/seminar/2019/20190117-000411.html
4.防虫・防そ管理ステップアップ講座①基礎編【食の安全・安心ワークショップ】
【東京開催】
・2019年1月28日（月）（全1日間） 10：30-16：30
http://www.earth-kankyo.co.jp/seminar/2019/20190117-000414.html
5.防虫・防そ管理ステップアップ講座②目標達成へのロードマップづくり編【食の安全・安心
ワークショップ】
【大阪開催】
・2019年2月28日（木）（全1日間） 10：30-16：30
http://www.earth-kankyo.co.jp/seminar/2019/20190117-000422.html
【東京開催】
・2019年2月27日（水）（全1日間） 10：30-16：30
http://www.earth-kankyo.co.jp/seminar/2019/20190117-000421.html
6.防虫・防そ管理ステップアップ講座③現場を巻き込むしかけ編【食の安全・安心ワーク
ショップ】
【東京開催】
・2019年3月27日（水）（全1日間） 10：30-16：30
http://www.earth-kankyo.co.jp/seminar/2019/20190117-000423.html
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＜医薬品関連産業向け＞
1.GMP調査官向け研修プログラム講師が教えるペストコントロールの考え方と構築演習
PIC/S GMP関連ワークショップ （1）
【大阪開催】
・2019年3月28日（木）‐29日（金）（全2日間） 10：00-17：00
http://www.earth-kankyo.co.jp/seminar/2019/20190117-000424.html
2.ペストコントロールに対する指摘事例と査察・監査への準備
PIC/S GMP関連ワークショップ （5）
－PQS､QRMを踏まえた被監査側の準備/監査員教育－
【大阪開催】
・2019年2月22日（金）（全1日間） 10：30-17：30
http://www.earth-kankyo.co.jp/seminar/2019/20190117-000419.html
【東京開催】
・2019年2月8日（金）（全1日間） 10：30-17：30
http://www.earth-kankyo.co.jp/seminar/2019/20190117-000420.html
3. CQI｜IRCA 認定 医薬品GMP審査員／主任審査員コース
～製薬業界の監査員トレーニングと監査人材のクォリフィケーション／品質システムの改善
～
・2019年3月4日（月）-9日（土）（全6日間）
http://www.earth-kankyo.co.jp/company/news/2018/20180903-000410.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 徳澤様、高橋様、坂井様
電話：072(643)0641
eメール：saito@earth-kankyo.co.jp
〒567-0085 大阪府茨木市彩都あさぎ7-11
―――――――――――――――――――――――――
◆◇◆◇ その他のイベント・セミナー等 ◇◆◇◆
●ORIST技術セミナー･ビジネスマッチングブログ(BMB)第43回勉強会
｢AI活用｢成功｣の方程式~AI活用最前線と人材育成~｣
[主催]大阪府産業デザインセンター､地方独立行政法人大阪産業技術研究所､
関西大学梅田ｷｬﾝﾊﾟｽ
[詳細]https://bmb.oidc.jp/article.php?story=ORIST-BMBoff43
[日時]1月17日(木) 15:00~17:30(14:30 受付開始)
[場所]関西大学梅田キャンパス 8階 大ホール(大阪市北区鶴野町1-5)
●｢ライフサポート展2019｣《再掲》
[日時]1月17日(木) 10:30~18:00
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[場所]大阪産業創造館 3F･4F
大阪市･公益財団法人大阪市都市型産業振興センター
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?K6G_3aZuQ_1Mg_hmp
●インバウンド交流会《再掲》
来てほしい観光客を呼び込む!攻めの集客について考えてみよう
[日時]1月17日〆
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?KeT_3c0AA_1Mz_hmp
●商品やブランドに活用できる!｢語感と脳科学を取り入れたネーミング｣《再掲》
[日時]1月17日〆
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?KeV_3c0AA_1Mz_hmp
●営業職のための時短術セミナー(南支部) 《再掲》
~働き方改革に対応した営業方法について~
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/568701/F6QOc9H7ci0D_
161039/0117D55190117014.html
[日時]1月17日(木)14:00~16:00
[場所]南支部会議室(大阪市天王寺区堀越町13-18 銀泉天王寺ビル5階)
[主催]大阪商工会議所 南支部
●近畿バイオインダストリー振興会議 新春国際交流会《再掲》
[日時]1月17日（木）14:00～17:00
[場所]大阪科学技術センター
[詳細]http://kinkibio.com
●【伝わる】ビジネス文書＆メールの書き方講座《再掲》
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/562706/h2_bfEH7ci0D_161039/0117D27190117028.html
[日時]1月17日(木)10:00～17:00
[場所]大阪商工会議所 北支部 会議室
●100人100通りの『働き方』実現で離職率大幅減を実現
~離職率28%だった企業の働き方改革!｢人材が育つ環境づくり｣とは~
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/573096/k9_Fi7H7ci0D_161039/0118D17190118019.html
[日時]1月18日(金)14:00~15:10
[場所]大阪商工会議所 5階 502号会議室
[主催]大阪商工会議所 サービス産業部会
●起業時に知っておきたい!『公的保険･年金』の仕組みついて《再掲》
[日時]1月18
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?KoD_3cw7l_1MM_hmp
●第401回CBI学会研究講演会「ここまで来た、臓器チップ～創薬活用における現状と課題
～」《再掲》
[詳細]http://cbi-society.org/home/documents/seminar/2017to20/20190118.html
[日時]1月18日(金)13:00－17:15
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[場所]グランフロント大阪 ナレッジキャピタル 北館タワーC 9階 VisLab OSAKA
●近畿7高専マッチング交流会のご案内《再掲》
[詳細]https://www.nara-k.ac.jp/event/2018/10/2018kinki7kosen.html
[日時]1月18日(金)13:00～17:15
[場所]クリエイション・コア東大阪南館3Ｆ技術交流室ほか
[主催]奈良高専、舞鶴高専、明石高専、和歌山高専、大阪府立大学高専、神戸市立高専、
近畿大学高専の7高専
●土曜日プレゼン1日集中講座《再掲》
[日時]1月19
[詳細]http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/201802/D27190119015.html
●｢水素でつくる未来社会『水素×ﾄﾞﾛｰﾝ』~2025大阪･関西万博の空へ~｣
[主催]経済産業省 近畿経済産業局
[詳細]http://krs.bz/smrj-hp/c?c=1575&m=14070&v=52dae138
[日時]1月21日(月)15:00~17:15
[場所]ジェトロ大阪本部 セミナールーム 大阪国際ビルディング
●2019年新春セミナー
~新冷戦時代の幕開けとICTﾋﾞｼﾞﾈｽ最先端~(1/21)
[日時]1月21日(月)14:30~17:30
[場所]大阪商工会議所 国際会議ﾎｰﾙ(大阪市中央区本町橋2-8)
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/571095/a3hubCH7ci0D_161039/0121D11190121017.html
●経営計画書はなぜ絵に描いた餅となるか?
~必ず組織目標を達成する方法~
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/571251/93CUKJH7ci0D_
161039/0121D52190121010.html
[日時]1月21日(月) 14:00~16:00
[場所]ニッセイ京橋ビル3階(東支部入居ビルの3階です)
[主催]大阪商工会議所 東支部
●大阪市立大学｢オープンラボラトリー｣《再掲》
創エネ･省エネ材料-ナノ構造､ナノ材料からの発信
[日時]1月21日
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?KoJ_3cw7l_1MM_hmp
●＜会計・初級＞はじめての決算書読み方講座《再掲》
[日時]1月21日
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?JMz_39p1b_1LL_hmp
● 企業人権研修会｢企業現場における異文化交流と中小企業の経営戦略｣
[主催]大阪府
[詳細]http://krs.bz/smrj-hp/c?c=1579&m=14070&v=856c3874
[日時]1月22日(火)15:30~17:00
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[場所]ビジネスプラザおおさか
●製造委託契約と著作権譲渡~契約書のポイントと成果物の帰属について~(1/22)
[日時]1月22日(火)18:30~20:00(ｾﾐﾅｰ)20:00~21:00(交流会)
[場所]クリエイション･コア東大阪 北館3階 309号室
[詳細]http://www.m-osaka.com/jp/mobio-cafe/detail/001900.html
[主催]大阪弁護士会､MOBIO(ものづくりビジネスセンター大阪)
●産学官連携情報交流セミナー ｢大阪発の新しい医薬品｣《再掲》
[日時]1月22日(火)午後2時から午後5時まで
[場所]JETRO大阪本部 セミナールーム 大阪国際ビルディング 29階
[主催]大阪府､PMKイニシアティブ
[詳細]https://osaka-bio.jp/support/protein/events/zyohokoryuseminar190122/
●第12回次世代アジュバント研究会《再掲》
[日時]1月22日(火)午前10時から午後5時まで
[場所]千里ライフサイエンスセンタービル 5階 山村雄一記念ライフホール
[主催]医薬基盤･健康･栄養研究所､次世代アジュバント研究会､ AMED創薬基盤推進研究
事業｢革新的技術に裏打ちされた有効かつ安全な次世代アジュバント開発｣研究班
[詳細]http://www.nibiohn.go.jp/CVAR/
●第11回大阪起業家スタートアップ ビジネスプランコンテスト《再掲》
[詳細]http://osaka-startupper.jp/contest/audience/
[日時]1月22日(火) 13:00~18:00(12:30 受付開始)
●プレスリリースの作り方・響くキャッチフレーズ《再掲》
[日時]1月22日
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?JGF_38TrZ_1Lv_hmp
●自社の決算書で学ぶ！やさしい経営分析講座《再掲》
[日時]1月22 日
[詳細]http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/201807/D27190122015.html
●女性リーダーの行動革新講座《再掲》
[日時]1月22 日
[詳細]http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/201807/D27180123039.html
●デジタルヘルス人材育成セミナー
[詳細]https://www.fbri-kobe.org/kbic/event/detail.php?event_id=186
[日時]1月23日(水) 13:00~17:00(受付開始12:30)
[場所]神戸臨床研究情報ｾﾝﾀｰ(TRI)2階 第1研修室
[主催]神戸市､中小企業基盤整備機構近畿本部､神戸医療産業都市推進機構
●海外進出勉強会 海外駐在員メンタルヘルス対策セミナー
[日時]1月23日(水)14:00~17:00
[場所]大阪商工会議所 401会議室(大阪市中央区本町橋2-8)
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[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/573824/Dbav15H7ci0D_161039/0123D11190124018.html
●会社と従業者の間のルール『労働契約』の基本
[日時]1月23日
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?Kyo_3dI4X_1N2_hmp
●｢彩都産学官連携フォーラム2019｣のご案内《再掲》
[日時]1月23日(水)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ビル 5階
山村雄一記念ライフホール
[主催]彩都産学官連携事業実行委員会
(大阪府､医薬基盤･健康･栄養研究所､関西医薬品協会､彩都(国際文化公園都市)建設推
進協議会､千里ライフサイエンス振興財団)
[詳細]http://www.dy-net.jp/2019/
● "アイデア"を"カタチ"に!! "成功する起業"のための5日間 !! 《再掲》
[日時]1月23日〆
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?KoA_3cw7l_1MM_hmp
●押さえておきたい売買基本契約書の基礎と作成ポイント～契約書を対比して読み解く
～《再掲》
[日時]1月23日
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?JTZ_3a5TU_1LZ_hmp
●問題をサクッと解決できる『ミニマル思考』講座《再掲》
[日時]1月23 日
[詳細]http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/201809/D27190123012.html
●フレキシブル･ウェアラブルデバイスの最新動向
[日時]1月24日(木)18:00~19:30(ｾﾐﾅｰ) 19:30~20:30(交流会)
[場所]クリエイション･コア東大阪 北館3階 309号室
[詳細]http://www.m-osaka.com/jp/mobio-cafe/detail/001905.html
●強い会社の『すごい』共通点! ~会社には､大きな利益が眠っている~
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/570442/HdhRcDH7ci0D_
161039/0124D55190124012.html
[日時]1月24日(木) 18:00~20:00
[場所]大阪商工会議所 南支部 会議室
●新製品･新技術開発挑戦のリスクを下げる補助金活用勉強会《再掲》
[日時]1月24日(木) 14:00~16:00
[場所]クリエイション･コア東大阪 南館3階 研修室BC(東大阪市荒本北1-4-1)
[主催]大阪ものづくりイノベーションネットワーク事務局(大阪府商工労働部ものづくり支援
課)
●来場申込スタート【高機能プラスチック･ゴム展2019】《再掲》
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[日時]1月24,25 日
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?K7M_3aX3u_1Mj_hmp
●情報セキュリティ対策-最新事情[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/568367/0EXHD1H7ci0D_
161039/0124D54190124015.html
[日時]1月24日(木) 14:00~16:00
[場所]大阪トヨペットビル 9階D会議室
[主催]大阪商工会議所 西支部
●｢売上につながるネット集客の仕組み｣《再掲》
[日時]1月24日
[詳細]https://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/201811/D53190124025.html
●若手3~8年社員 仕事力向上講座《再掲》
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/564034/FFVLDaH7ci0D_
161039/0124D27190124019.html
[日時]1月24日(木)10:00~17:00
[主催]大阪商工会議所
●第10回 バイオプロダクション次世代農工連携拠点 国際シンポジウム《再掲》
[詳細]http://www.org.kobe-u.ac.jp/bioproduction/symposium/10th
[日時]1月24日(木) 午後1時 ～ 25日(金)午後4時40分
[場所]神戸大学百年記念館（神大会館）
[主催]文部科学省先端融合領域イノベーション創出拠点形成プログラム
バイオプロダクション次世代農工連携拠点
●カルタヘナ法説明会
[日時]1月25日(金) 14:00~16:20(以降 希望者対象個別相談会)
[場所]大阪科学技術センター 405号室(〒550-0004 大阪市西区靱本町1丁目8-4)
[詳細]https://www.jba.or.jp/jba/seminar/se_05/post_111.php
● ｢VOC排出抑制対策ｾﾐﾅｰ｣を開催します
[主催]近畿経済産業局
[詳細]http://krs.bz/smrj-hp/c?c=1576&m=14070&v=6737576b
[日時]1月25日(金)13:30~16:30
[場所]ｴﾙおおさか(大阪府立労働センター) 南館10階 1023
●日本をとりまく国際情勢について
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/574302/9Boq2CH7ci0D_
161039/0219D53190219011.html
[日時]2月19日(火)15:00~16:30
[場所]大阪商工会議所6階 末広の間
[日時]1月25日(金)
●APEC/ABAC 2018大阪報告会
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[日時]1月25日(金)13:00~15:00
[場所]関経連29階 294･295会議室(大阪市北区中之島6-2-27)
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/573824/499Ne4H7ci0D_161039/0125D11190125022.html
●地域間交流支援（RIT）事業 第二回 国内研究会「ライフサイエンス分野の米国市場参入
について」《再掲》
[日時]1月25日（金）午後2時から午後4時30分まで
[場所]ジェトロ大阪本部 セミナールーム 大阪国際ビルディング29階
[主催]大阪府、ジェトロ大阪本部
[詳細]https://www.jetro.go.jp/events/osa/0e20e3d6db0ec81e.html
●出展企業30社募集【 熱伝導･制御技術展2019 】《再掲》
[日時]1月25日〆
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?Ksd_3cRfs_1MQ_hmp
●働く女性のためのスキル&モチベーションｱｯﾌﾟ研修《再掲》
[日時]1月25 日
[詳細]http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/201811/D27190125016.html
●第3回西日本地区日中友好交流大会&｢対話関西｣交流イベント《再掲》
[詳細]http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/201812/D11190125015.html
[日時]1月25日(金)10:00~16:30
[場所]ホテルニューオータニ大阪(大阪市中央区城見1-4-1)
●｢無期転換ルールと60歳以降の労務管理｣
｢無期転換ルールへの適切な対応のために｣&雇用労働相談会
[[詳細]https://kecc.jp
[日時]1月28日(月)17時~20時
[場所]淀屋橋三井ビルディング6階研修室小(有限責任監査法人ﾄｰﾏﾂ大阪事務所内)
[主催]関西圏国家戦略特区｢雇用労働相談ｾﾝﾀｰ｣
● 京都レーザーテックオープンﾃﾞｲ開催案内
[主催]京都市､次世代レーザープロセッシング技術研究組合､(公財)京都高度技術研究所
[詳細]http://krs.bz/smrj-hp/c?c=1577&m=14070&v=c2bcc765
[日時]1月28日(月) 13:30~16:00
[場所]京都大学大学院工学研究科 イノベーションプラザ棟 2階会議室
●エコビジネスイノベーション研修ｺｰｽ海外研修生と日本企業の交流会
[日時]1月28日(月)13:30~16:30
[場所]一般財団法人海外産業人材育成協会(AOTS) 関西研修ｾﾝﾀｰ
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/573824/0GLvkcH7ci0D_161039/0128D11190128023.html
●商工会議所で貿易書類認証を取得しよう!<解説編&実務編>
[日時]1月28日(月)10:00~12:00実戦編 平成31年2月4日(月)14:00~17:00
[場所]大阪商工会議所 会議室(大阪市中央区本町橋2-8)
[解説編詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/573824/D6wf36H7ci0D_
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161039/0128D11190128016.html
[実践編詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/573824/AgovkiH7ci0D_
161039/0204D11180525023.html
● IT経営カンファランス2018in近畿
~デジタル化､繋がる時代の中小企業経営~
[主催](NPO)ITC近畿会
[詳細]http://krs.bz/smrj-hp/c?c=1516&m=14070&v=58e98ada
[日時]1月29日(火) 13:00~17:00
[場所]尼崎商工会議所 7階 701号会議室 (兵庫県尼崎市昭和通 3-96)
● ビジネス商談会プレセミナー
短期間で輸出体制を構築し海外販路開拓に取り組む方法ｰ
[主催]堺商工会議所
[詳細]http://krs.bz/smrj-hp/c?c=1518&m=14070&v=1f3975cb
[日時]1月29日(火)13:00~15:00
[場所]堺商工会議所2階大会議室(堺市北区長曽根町130番地23)
●第2クール:｢ファシリテーター型リーダーシップ｣
[日時]1月29日〆
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?KFg_3ecYf_1Ne_hmp
●大阪工業大学セミナー in MOBIO 『中小でもデキる!今日からはじめるIoT』《再掲》
~自作から委託まで､中小企業における IoT 導入の勘所~
[日時]1月29日(火)セミナー16:00~17:45 交流会17:45~18:45
●初めてのWEB通販~これからネットでモノを売りたい人が知っておきたいこと~《再掲》
[日時]1月29日
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?KoE_3cw7l_1MM_hmp
●2018年度貿易実務セミナー《再掲》
[日時]1月29日(火)､2月5日(火)10:00~17:00
[場所]大阪商工会議所 会議室(大阪市中央区本町橋2-8)
[詳細]http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/201812/D11190129013.html
●すぐに取り組めるムダ残業を減らす3つのアイデア《再掲》
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/567626/badsfEH7ci0D_161039/0129D52190129016.html
[日時]1月29日(火) 14:00~16:00
[場所]ニッセイ京橋ビル3階 (大阪市都島区東野田町4-6-22)
●最近の労務トラブルの傾向と対策《再掲》
[日時]1月29 日
[詳細]http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/201810/D27190129021.html
● ものづくり基礎講座(第59回技術セミナー)のご案内
『金属の魅力をみなおそう 観察･分析編 第6回 X線分析』
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[主催]東北大学金属材料研究所附属産学官広域連携センター
[詳細]http://krs.bz/smrj-hp/c?c=1545&m=14070&v=a08d0cc0
[日時]1月30日(水)14:00~16:10
[場所]クリエイション･コア東大阪 南館3階 技術交流室A
●海外拠点の現地化を考えるセミナー
[日時]1月30日(水)13:00~17:00
[場所]大阪商工会議所 地下1階 3号会議室(大阪市中央区本町橋2-8)
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/573824/j93Y3FH7ci0D_161039/0130D11190130019.html
●金属製品を錆びることなく届けるために ~さびと防錆包装方法の基礎~
[日時]1月30日(水)15:00~17:00
[場所]東大阪市立産業技術支援ｾﾝﾀｰ(東大阪市高井田中1-5-3)
[詳細]https://techsupport.jp/sys_img_data/file/kanji%28291%29.pdf
●現地デスク発!! シリーズ☆大阪府海外ビジネスセミナー『変化するベトナムのビジネス事
情』
[詳細]http://www.pref.osaka.lg.jp/annai/moyo/detail.php?recid=21553
[日時]1月30日(水)14:00~16:30(受付開始13:30~)
[場所]大阪信用金庫 日本橋ビル7階(大阪市中央区島之内2-15-20)
[主催]大阪府､大阪信用金庫
[詳細]https://www.shinsei.pref.osaka.lg.jp/ers/input?tetudukiId=2018120059
●働き方改革関連法改正で中小企業に求められる対応ポイント
[日時]1月30日
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?Kyp_3dI4X_1N2_hmp
●｢関西スマートセルフォーラム2018｣第3回セミナー《再掲》
[日時]1月30日(水)セミナー 13:30~17:00
交流会 17:10~
[場所]大阪大学中之島センター 5階 講義室507
[主催]NPO法人近畿バイオインダストリー振興会議､近畿経済産業局
●倒産寸前の家業を生まれ変わらせた『つつした』誕生の裏側《再掲》
[日時]1月30日〆
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?Kf3_3c0AA_1Mz_hmp
●近大マグロ仕掛人の作成術! テンプレートで学ぶ営業･ブランド戦略《再掲》
~シンプルで分かりやすいテンプレートを使用して解説~
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/569679/Di_F7CH7ci0D_161039/0130D51190130015.html
[日時]1月30日(水) 14:00~16:00
[場所]大阪商工会議所 北支部
[主催]大阪商工会議所 北支部
●細胞アッセイ研究会シンポジウム2018 「細胞アッセイ技術の現状と将来」《再掲》
[詳細]https://cell-based-assay.jp/symposium.html
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[日時]1月30日(水) 10：00～17：10(受付 9：15)
[場所]国立研究開発法人産業技術総合研究所：つくばセンター共用講堂(茨城県つくば市
梅園1-1-1)
● ｢大手企業から選ばれる中小企業･ﾍﾞﾝﾁｬｰの条件｣参加者募集
[主催](一社)大阪府中小企業診断協会 電機業界交流会
[詳細]http://krs.bz/smrj-hp/c?c=1578&m=14070&v=20e7a87a
[日時]1月31日(木)18:30~21:00頃(ｾﾐﾅｰ&懇親会)
[場所]大阪イノベーションハブ(大阪市北区大深町3-1)
グランフロント大阪ナレッジキャピタルタワーC 7階
●【紙加工技術展2019】特長ある原紙や加工技術､紙製品を持つ企業を募集!
[日時]1月31日〆
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?Kyu_3dI4X_1N2_hmp
●2019 大阪立地プロモーションセミナーin 東京
[日時]1月31日
[詳細]https://www.investosaka.jp/osaka_seminar0131
[主催]大阪府/大阪市/一般財団法人 大阪国際経済振興ｾﾝﾀｰ
●自社でも使える!問い合わせにつなげる紙DMの作り方を学ぼう
[日時]1月31日
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?KFd_3ecYf_1Ne_hmp
●【海外進出勉強会】ASEANにおけるｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽの実務セミナー
[詳細]http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/201812/D11190201016.html
[日時]2月1日(金)14:00~16:30
[場所]大阪商工会議所 401会議室
[主催]大阪商工会議所
●『AI･キャッシュレス活用ビジネスミーティング』
[詳細]http://www.pref.osaka.lg.jp/hodo/attach/hodo-33173_4.pdf
[日時]2月1日(金) 14時~17時(13時30分受付開始)
[場所]ビジネスプラザおおさか(大阪市中央区備後町2-1-1 第二野村ビル4階)
[主催]大阪府､りそな銀行､近畿大阪銀行､関西ｱｰﾊﾞﾝ銀行､みなと銀行
●中小企業ならではの情報発信を学ぶ!プレスリリース作成･広報力強化《再掲》
[日時]2月1日〆
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?KoI_3cw7l_1MM_hmp
●竹内謙礼の｢2019年 商売繁盛のためのビジネスキーワードセミナー｣《再掲》
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/569681/9F_BFBH7ci0D_
161039/0201D41190201013.html
[日時]2月1日(金)14:00~16:00
[場所]大阪産業創造館4階 イベントホール(大阪市中央区本町1-4-5)
[主催]大阪商工会議所
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●｢小さな企業が生き残る｣これからの時代のモノづくり×デザイン×経営《再掲》
[詳細]https://www.sansokan.jp/events/eve_detail.san?H_A_NO=26882
[日時]2月4日(月)14:00~16:00
[場所]大阪産業創造館4F イベントホール(大阪市中央区本町1-4-5)
[主催]大阪産業創造館(公益財団法人 大阪市都市型産業振興センター)
●平成30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
『筋肉と運動の科学~健康寿命の延伸につながる最新研究とヘルスケア新事業~ 』
[詳細]https://www.astem.or.jp/lifeinov/2018symposium-3/5523.html
[日時]2月5日(火)13:30~17:30(受付･開場 13:00~)
[場所]京都大学時計台記念館国際交流ホール
[主催]京都市､(公財)京都高度技術研究所
●OEM製品調達契約書作成セミナー(海外企業に製品の製造委託を行う場合)
[日時]2月5日(火)13:30~16:30
[場所]大阪商工会議所 会議室(大阪市中央区本町橋2-8)
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/573824/0jo_F5H7ci0D_161039/1211D11181211024.htmll
●事業承継について考えるシリーズ講演会 第1回
後継者の育て方､そして承継(受け渡す立場から)
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/571211/GgRkIKH7ci0D_161039/0205D27190205015.html
[日時]2月5日(火) 18:30~20:00 (受付開始17:30~)
[場所]大阪産業創造館 地下1階 大阪企業家ﾐｭｰｼﾞｱﾑ 会議室
[主催]大阪商工会議所
●4ｺﾏで作る!｢伝わるｺﾝｾﾌﾟﾄのつくり方入門｣
[日時]2月5日
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?Kyy_3dI4X_1N2_hmp
●株式会社の社長が知っておきたい『税金』の基礎知識
[日時]2月5日
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?KFi_3ecYf_1Ne_hmp
●第11回医療機器企業への売り込み商談会(逆見本市)~部素材･技術編~《再掲》
[日時]2月5日(火)10:00~17:00
[場所]大阪商工会議所 会議室(大阪市中央区本町橋2-8)
[主催]近畿経済産業局､大阪商工会議所
[詳細]http://www.osaka.cci.or.jp/mdf/upload/news/file00000169.pdf
●事業承継とM&A･入門セミナー
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/571823/IdWBbkH7ci0D_161039/0206D14190206012.html
[日時]2月6日(水) 14:00~15:45
[場所]ビジネスプラザおおさか
[主催]大阪商工会議所
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●中小企業経営者のための!事業承継の進め方講座
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/574311/jK9qb9H7ci0D_161039/0206D52190206014.html
[日時]2月6日(水) 14:00~16:00
[場所]ニッセイ京橋ビル3階会議室(大阪市都島区東野田町4-6-22)
[主催]大阪商工会議所 東支部
●<品質管理1>規格外製品ｾﾞﾛをめざす!品質不良を防止する仕組みづくり
[日時]2月6日
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?KF7_3ecYf_1Ne_hmp
●申請時に焦らないために!経営力向上計画の策定を学ぶ《再掲》
[日時]2月6日
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?Ksa_3cRfs_1MQ_hmp
●｢第3回大阪サクヤヒメ表彰｣記念フォーラム《再掲》
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/569063/8f2XC9H7ci0D_161039/0206D27190206012.html
[日時]2月6日(水)13:30~16:00
[場所]大阪商工信用金庫 新本店ビル2階 商工信金ホール
[主催]大阪商工会議所
●NITE講座(後期)
｢生物遺伝資源の産業利用によるバイオ･イノベーション~微生物遺伝資源の産業利用促進
~｣
[日時]2月7日(木)13:30~17:00
[場所]製品評価技術基盤機構 大阪事業所
[詳細]https://www.nite.go.jp/nbrc/information/2018_bio-kouza2.html
●医療･介護･福祉関連技術合同ｼｰｽﾞ発表会
[日時]2月7日(木)13:30~16:30(受付13:00~)
セミナー13:30~15:30 パネル展示15:30~16:30
[場所]クリエイション･コア東大阪 南館3階 クリエイターズプラザ 技術交流室
[詳細]http://www.m-osaka.com/jp/mobio-cafe/detail/001889.html
●｢食品輸出セミナー｣
[日時]2月7日
[詳細]http://www.kouiki-kansai.jp/koikirengo/jisijimu/nosui/info/3633.html
[主催]関西広域連合
●~SEO対策も同時に解決､お客様との絆を考える~
新しい時代のホームページセミナー
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/572494/HgiuBeH7ci0D_161039/0207D41190207015.html
[日時]2月7日(木) 13:30~16:30(受付13:10~)
[場所]大阪産業創造館 5階 ﾊﾟｿｺﾝ実習室(大阪市中央区本町1-4-5)
[主催]ザ･ビジネスモール事務局(大阪商工会議所 経営情報センター) 株式会社イーハイ
ブ
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●若手･中堅社員向け新時代の後輩社員育成講座《再掲》
[日時]2月7 日
[詳細]http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/201810/D27190207026.html
●SDGsビジネス研究会 環境CSR分科会
[日時]2月8､2月22､3月8
[詳細]http://www.ecoplaza.gr.jp/sdgs/pdf/SDGs_CSR_entry.pdf
[主催]おおさかATCグリーンエコプラザ実行委員会
(大阪市､アジア太平洋ﾄﾚｰﾄﾞセンター株式会社､日本経済新聞社)
●タイ医療機器関連商談会2019~タイ企業との個別商談会~
[日時]2月8日〆
[詳細]https://www.bpc.ibpcosaka.or.jp/tmedi2019
[主催]大阪ビジネスパートナー都市交流協議会/タイ投資委員会(BOI)大阪事務所
●ビジネス会計検定試験2級受験対策講座
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/571820/8CXFG6H7ci0D_
161039/0209D28190209027.html
[日時]2月9日(土)､2月16日(土)､2月23日(土)の全3日間
いずれも 10:00~17:00
[場所]大阪科学技術センタービル(大阪市西区靭本町1-8-4)
[主催]大阪商工会議所､一般社団法人 日本経営協会 関西本部
●2030年を見据えた大阪･関西経済
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/572116/b0x7CeH7ci0D_161039/0212D41190212019.html
[日時]2月12日(火)14:00~16:00
[場所]日本経済新聞社大阪本社 カンファレンスルーム
[主催]大阪商工会議所･日本経済新聞社大阪本社
●士業のためのｾﾐﾅｰ講師養成講座
[日時]2月12 日
[詳細]http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/201803/D27180821010.html
●カナダライフサイエンスセミナー ‐カナダの薬事規制と自由貿易協定の最新情報‐
[日時]2月13日(水)午後2時から午後5時まで
[場所]ホテル日航大阪 7階 フォンタナ
[主催]在日カナダ大使館､在大阪カナダ通商事務所
[詳細]http://www.kpia.jp/osirase/documents/20181226.pdf
●｢入社2~3年社員 仕事の進め方講座｣4つのスキルの徹底習得! 《再掲》
~ コミュニケーション力､伝達力(話す力)､問題解決力､時間管理術 ~
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/569680/9ENr71H7ci0D_161039/0213D27190213010.html
[日時]2月13日(水)10:00~17:00
[場所]大阪商工会議所 北支部 会議室
[主催]大阪商工会議所
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●千里ライフサイエンスセミナーＭ5「ビッグデータと人工知能医療」《再掲》
[詳細]http://www.senri-life.or.jp/seminar-1.html
[日時]2月13日(水)10:00～16:40
[場所]千里ライフサイエンスセンタービル5階山村雄一記念ライフホール
[主催]公益財団法人千里ライフサイエンス振興財団
●SDGsがつくる未来 ~SDGsはチャンス？リスク？ゲームで体感しながら考えよう! 《再掲》
[日時]2月13日
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?KoG_3cw7l_1MM_hmp
●｢モノ売りからコト売りへ｣講義&ワーク《再掲》
スグできる!誰でもできる!商品を変えずに売上を上げるツボ!基本編
[日時]2月14日木曜日
午後2:00~午後5:00
[場所]茨木商工会議所 会議室
[詳細]http://www.ibaraki-cci.or.jp/wp/topics/seminar/20181116_5459.html
●中堅社員プレイングサポーター講座《再掲》
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/569902/92iS1iH7ci0D_161039/0214D27190214017.html
[日時]2月14日(木)10:00~17:00
[場所]大阪商工会議所 北支部 会議室
[主催]大阪商工会議所
●茨木市産学連携交流ｻﾛﾝ
[日時]2月15日(金)
(1)パネルディスカッション 午後6時30分~
(2)交流会 午後7時30分~
[場所]福祉文化会館302号室
[詳細]茨木市役所HP
● ｢キャリアフェア｣出展企業募集《再掲》
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/568664/C6NX7hH7ci0D_
161039/0217D26190217011.html
[日時]2月17日(日)14:00~17:00
[場所]ハービスホール(大阪市北区梅田2-5-25)
[主催]一般財団法人 自治体国際化協会､大阪商工会議所
●<品質管理2>品質評価は十分ですか?品質を上げるための管理のﾎﾟｲﾝﾄとｺﾂ
[日時]2月18日
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?KF8_3ecYf_1Ne_hmp
●＜会計・中級＞経営者目線の決算書の読み方・活かし方《再掲》
[日時]2月18日
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?JMA_39p1b_1LL_hmp
●~仕事と育児/介護の両立~
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人材不足の解消に繋がる育児/介護両立支援ｾﾐﾅｰ
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/570784/c9G-6FH7ci0D_
161039/0219D27190219043.html
[日時]2月19日(火)13:30~17:00
[場所]大阪商工会議所 地下1階 1号会議室
[主催]大阪商工会議所
●~真理( ﾎﾝﾈ)は"言い訳"に宿る~
｢失敗｣と｢言い訳｣に学ぶ実践的企業ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ講座
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/570783/eDiOgiH7ci0D_161039/0220D27190220032.html
[日時]2月20日(水)15:00~18:30
[場所]大阪商工会議所 会議室
●茨木･高槻『匠企業ﾌｪｱ』のご案内
[日時]2月20日(水) 10:00~16:30 (交流会)17:30~19:00
[場所]:立命館いばらきフューチャープラザ 1階イベントホール
[主催]:高槻商工会議所(幹事)､茨木商工会議所
[詳細]http://www.takatsukicci.or.jp/takumi.html
●｢メディカル ジャパン 2019 大阪｣関西広域連合ブースにて医療機器相談を実施します!
《再掲》
[日時]2月20日(水)午前10時50分から午後5時30分まで
2月21日(木)午前10時10分から午後5時30分まで
2月22日(金)午前10時10分から午後4時10分まで
[場所]インテックス大阪5号館 関西広域連合ブース内(ブース番号 M-64)
[主催]関西広域連合(業務実施:大阪商工会議所)
[詳細]http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/201811/D23190220010.html
●表面処理加工技術展2019《再掲》
[日時]2月20 日
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?Ksb_3cRfs_1MQ_hmp
●関西が誇る医療･ライフサイエンス研究機関等の見学ツアー《再掲》
(A-1)2月21日(木)午前 理化学研究所計算科学研究センター〔R-CCS〕
(A-2)2月21日(木)午後 医薬基盤･健康･栄養研究所
(B-1)2月22日(金)午前 京都大学iPS細胞研究所(CiRA)
(B-2)2月22日(金)午後 大阪医科大学関西BNCT共同医療センター
(C)2月23日(土)午前 兵庫県立粒子線医療センター附属神戸陽子線センター
[主催]リード エグジビション ジャパン
[詳細]https://www.medical-jpn.jp/ja-jp/visit/tour-info.html
●はじめて学ぶ会社法~株式会社の円滑経営･承継準備の為に知っておきたい基本知識
~《再掲》
[日時]2月21日
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?KoH_3cw7l_1MM_hmp
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●職人育成の常識を塗り替えた!原田左官工業所の“人を育てる姿勢"《再掲》
[日時]2月22日
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?Kf5_3c0AA_1Mz_hmp
●｢健康長寿関連(介護福祉機器･用品)分野 シンガポール・タイ ビジネスミッション｣の参
加企業を募集します! 《再掲》
[主催]大阪府､大阪･海外市場ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ事業推進協議会
[詳細]http://krs.bz/smrj-hp/c?c=1502&m=14070&v=444966b6
[日時]2月25日(月)~3月2日(土)
●パフォーマンス(生産性)を上げるコーチングセミナー! 《再掲》
[日時]2月27日(水) 14:00~16:00
[場所]茨木商工会議所 特別応接室
[主催]茨木商工会議所
[詳細]http://www.ibaraki-cci.or.jp/
● 技術者･研究者のための英語プレゼンテーション講座のご案内《再掲》
[日時]3月5日(火)10:00~17:00
[場所]大阪商工会議所5階502会議室(大阪市中央区本町橋2-8)
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/570093/98mb9KH7ci0D_
161039/0305D11190305011.html
●【エクスペリエンス･マーケティング セミナー】ﾓﾉを売るな!体験を売れ!
[日時]3月7日
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?KFc_3ecYf_1Ne_hmp
●~人事異動期のストレス･停滞を未然に防ぐ~
｢業務引継マニュアル｣作成講座
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/572857/3Jb9JGH7ci0D_
161039/0312D27190312010.html
[日時]3月12日(火)13:00~17:00
[場所]大阪商工会議所 北支部 会議室
[主催]大阪商工会議所
●医工連携マッチング例会（医療ニーズ発表会）《再掲》《再掲》
[主催]大阪商工会議所
[日時]4月～2019年3月通常例会
[詳細]http://www.osaka.cci.or.jp/mdf/matching/
●新入社員ビジネスﾏﾅｰ2日間【徹底】講座
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/570441/K42DdHH7ci0D_
161039/0403D27190403015.html
[日時]4月3日(水)~ 4月4日(木)<2日間連続講座> 両日とも 10:00~17:00
[場所]大阪商工会議所 会議室
[主催]大阪商工会議所
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●ネクストリーダー育成ワークショップ IoT･AI と ものづくり
[日時]4月11日〆
[詳細]http://www.ostec.or.jp/news/201811301414/
[主催]一般財団法人 大阪科学技術センター
●オープンイノベーションマネジメント実践講座 8回シリーズ
[日時]5月16日〆
[詳細]http://www.ostec.or.jp/news/201811301416/
[主催]一般財団法人 大阪科学技術センター
●IoT活用で自社に合った｢ｽﾏｰﾄ製造｣実現のための2日間集中実践講座(第1期
2019/5/30､第2期2020/1/16〆) 《再掲》
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?Ksl_3cRfs_1MQ_hmp
[主催]一般財団法人大阪科学技術センター
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
新しい1年が始まりました。皆様本年もどうぞよろしくお願いいたします。
1月30日の彩都ライフサイエンスパーク新年賀詞交歓会は、新年というにはいささか遅くな
りますが、年頭のご挨拶を交わす締めのイベントとしてご活用いただければと存じます。
さて、年度末が近づき、当事務局のある彩都バイオインキュベーション施設も入居者様の
入れ替わりが増えてまいりました。行政支援も非常に厚い施設ですので、もしレンタルラボ
をお探しの方がいらっしゃいましたら当事務局までお気軽にお声がけくださいませ。
:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:□ 発行責任者:彩都ヒルズクラブ http://www.saitohills.com/index.html
□ 編集:彩都ヒルズクラブ 事務局
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□ Copyright (c) 2018彩都ヒルズクラブ. All rights reserved.
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