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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】会員エッセイ 株式会社ワンビシアーカイブス様
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
初めまして、(株)ワンビシアーカイブズ の 坂口 裕児と申します。
彩都ヒルズクラブへの入会（2020年4月）に際し、ご挨拶の機会を賜り、感謝申し上げます。
この場を借りて弊社の自己紹介をさせていただきます。微力ながら会員の皆様のお力になれたらと存じま
す。
弊社は昭和41年（1966年）より日本初の情報記録物保管専門会社として創業し、
現在、約4,000社（金融機関・官公庁・メーカー）のお客様にお取引いただいております。
医療製薬業界様・医療機関様では200社以上のご利用実績がございます。
弊社が承る主なご相談内容を次の通り紹介させていただきます。
■長期保存の検体が増えて、新しいアクティブな試料の置き場がない！
■細胞が毀損・滅失しないよう、基準に沿って、安定的に温度管理できるリソースがない！
■資料保管には温湿度管理要件があるが、設備に拡張性がないため、保管スペースの確保が困難！
■紙と電子が一元管理できていないため、シームレスに閲覧できない！
■災害対策で遠隔地バックアップしたいが、どうすればよいか分からない！
下記ソリューションを用いて、お悩み事を解消いただいております！
①細胞・検体などの保管：生体試料等を液体窒素タンクやディープフリーザーで保管管理
https://www.wanbishi.co.jp/cryogenic-archives/
■対応温度帯と保管対象
4つの温度ラインナップ：[－150℃帯] , [－80℃帯] , [－20℃帯] , [2℃～8℃帯]
保管対象一例：遺伝子、骨髄、血液、種子、臓器、血液、花粉、治験薬、医療用加工材、医薬品

等

②GxP関連資料の保管：GLP省令に準拠した保管区画で、SOPに基づき、「湿標本」・「GxP文書」・「磁
気媒体」の保管管理
https://www.wanbishi.co.jp/gxp/
③GxP関連資料の電子化：GxP各種省令・ER/ES指針等に準拠したSOPに基づいて電子化業務
https://www.wanbishi.co.jp/integration/
お悩みごとがございましたら、お気軽にご相談くださいませ。
他社様の事例を含めてご提案をさせていただきます。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
最後になりますが、テレワーク・在宅勤務を支援する電子印鑑・電子契約は導入済みでしょうか？
場所を選ばず、押印が可能となります。
WAN-Sign（電子契約サービス）
https://www.wanbishi.co.jp/econtract/

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
オンラインデモなど随時実施しておりますのでお気軽に坂口までお問合せください。
末筆ながら、皆様のますますのご健勝、ご多幸をお祈り申し上げます。
今後ともよろしくお願いいたします。
お問い合わせ先：
〒541-0048大阪市中央区瓦町2-2-7
株式会社ワンビシアーカイブズ
大阪支店 坂口 裕児（Yuji Sakaguchi）
TEL:06-6232-2400
Mail:y-sakaguchi@wanbishi.co.jp
☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆
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字程度でご紹介いたします。
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ください。
事務局 連絡先:info@saitohills.com
☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆
彩都ヒルズクラブ社員総会・特別講演会（兼 第182回彩都バイオサイエンスセミナー）
をオンラインで開催します！
ご回答がまだの方はお早めに！
[日時]6月30日（火） 締め切り 6月19日（金）
※特別講演会について、20日以降は一般の参加も受け付けますので
会員の皆様はそれまでにご参加をお申込み下さい。
[場所]オンライン（Zoom)
[出欠確認票兼委任状URL] https://www.saitohills.com/form_soukai.html
☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆
▼△▼△━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】彩都ライフサイエンスパーク内のランチ・軽食の選択肢が増えました
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■医薬基盤・健康・栄養研究所 入口付近道路前
・一般社団法人日本移動販売協会のご協力により、ランチの移動販売に
来ていただくことになりました。
複数の事業者様が日替わりでランチを提供されます。
6月の予定では、カレーやパンケーキ、チキンライス、丼、台湾
ビーフンなどのようです。
時間：平日11時～13時半まで
■彩都バイオヒルズセンター内
レストランフロア（旧カフェ定食屋『彩都ヒルズ』）
・株式会社味萬によるお弁当の出張販売販売
根菜と十六穀の健康的で体に良いメニューのお弁当を600円で販売。
時間：１１時から１３時頃まで
月曜日から金曜日（土曜日・日曜日・祝日はお休み）
・コーヒーやジュース、軽食等の自動販売機の設置
※レストランフロアの利用可能時間は平日8:30～15:00です
医薬基盤・健康・栄養研究所様、八洲薬品株式会社様、本当にありがとう
ございます。
他にも、彩都ライフサイエンスパーク内で外部の方もご利用いただける
昼食提供の情報がございましたら、当クラブまでぜひお知らせください。
▼△▼△━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】新型コロナウィルス感染症の影響に伴う経営支援施策について
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
**************************************************************************
支援施策ピックアップ[再掲]
**************************************************************************
新型コロナウイルス感染症拡大によって影響を受けている事業者の皆様へ
（https://www.jizokuka-kyufu.jp/）

経済産業省では、感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対し
て、事業の継続を支え、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える
給付金を給付します。
給付金の概要や申請受付は、以下の特設ページで実施しております。
https://www.jizokuka-kyufu.jp/
上記ページ内の方法をご覧いただき、ご不明な点ありましたら、以下、持続
化給付金事業 コールセンターにお問合せください。
◆持続化給付金事業 コールセンター ０１２０－１１５－５７０
IP電話等からのお問合せ先 ０３－６８３１－０６１３
※通話料がかかります
【５月・６月】全日 ８：３０～１９：００
【７月】日曜日～金曜日８：３０～１９：００（土祝日を除く）
【８月以降】日曜日～金曜日８：３０～１９：００（土祝日を除く）
※電話番号はお間違えのないようにお願い致します。
**************************************************************************
新型コロナウイルス感染症の発生により、経営に影響を受けている
中小企業・小規模事業者向けに大阪府内で「相談窓口」や「制度融資」
が設置・創設されています。
▼新型コロナウイルスに関する中小企業・小規模事業者相談窓口の設置について
http://mg.sansokan.jp/r/c.do?Qe5_3RgRH_20W_hmp
▼「大阪府新型コロナウイルス感染症対応緊急資金」の創設について
http://mg.sansokan.jp/r/c.do?Qe6_3RgRH_20W_hmp
休業要請対象外事業者においても要件に当てはまる事業者は支援金を
受給できることになりました。
▼休業要請外支援金
http://www.pref.osaka.lg.jp/shokosomu/kyuugyouyouseigai/index.html
[期限]6月30日
（１）令和２年３月31日時点で大阪府内に事業所を有していること。
（２）令和２年４月又は４月と５月の平均の売上が前年同期間比で50％以上減少していること。
（３）休業要請支援金の支給対象でないこと。
の要件が必要ですのでご留意ください。
大阪産業創造館(https://www.sansokan.jp/map/)の2階にある
「大阪府よろず支援拠点」では、相談窓口も開設されているので、必要に応じて
ご利用ください。
▼大阪府よろず支援拠点
https://www.yorozu-osaka.jp/covid-19/
**************************************************************************
▼事業者応援給付金（茨木市）
https://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/sangyo/shoukou/menu/ouen_kyuhukin/ouen2020.html
彩都ライフサイエンスパークの立地する茨木市においては市が単独で
・大阪府の休業要請対象外事業者 で
・本年４・５月の売上が、前年と比べて下がった事業者（減少幅の制限無）
に対して、一律10万円の給付金を付与する事業を行っています。
ただし、上記の大阪府による休業要請支援金もしくは休業要請外支援金
と同時受給はできないということですので、あらかじめ条件などを比較・
検討いただくことをお勧めします。
なお、こちらの締切は7月末です。
**************************************************************************
その他、経済産業省等による支援策に関するURLも下記にまとまっております
ので、適宜ご参考下さいませ。
（随時情報更新されるので動向にご注意ください）
▼経済産業省の支援策

https://www.meti.go.jp/covid-19/
・持続化給付金
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf
・中小企業生産性革命推進事業
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/seisanseikakumei_pr.pdf
・資金繰り支援（セーフティーネット4号・5号）
https://www.meti.go.jp/covid-19/shikinguri.html
▼中小機構の新型コロナウィルス関連情報
https://j-net21.smrj.go.jp/support/corona.html
皆様におかれましては、大変厳しい状況だと存じますが、ぜひ施策等を
最大限活用し、難局を乗り切って頂ければと思います。
【ご参考】
▼新型コロナウイルス感染症対策について
デマ情報に惑わされず、手洗いや咳エチケット等のインフルエンザと同等の予防策
を励行し、落ち着いて行動してください。
[詳細]http://www.pref.osaka.lg.jp/iryo/osakakansensho/corona.html
▼大阪商工会議所 IT・ビジネスアプリ導入サポートデスク
<専門家がテレワーク、飲食店のデリバリー等に使えるアプリ導入のサポート開始>
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/668172/09mg94H7ci0D_161039/0427_Jigyou.html
2021年3月末まで、本デスクを 開設し、ITの専門家が小規模事業者に
対し、間接業務の軽減や販促に役立つ無料・安価のビジネスアプリを紹介し、
初期設定等をサポートします。
また、新型コロナウィルス感染症拡大防止策としてニーズが高い、テレワークや
小売・飲食・サービス業向けの販促、非対面ビジネスへの参入に役立つアプリの
導入支援も行います。サポートを希望される事業者には、訪問指導も行います。
[期間] 2020年4月27日(月)~ 2021年3月末日まで 原則、月・木曜日
◆対象: 大阪府内の中小・小規模事業者
◆支援メニュー:
(1)コロナ緊急サポートメニュー
(テレワーク、テイクアウト・デリバリー、事前予約販売、
フードシェアリング等)
(2)業務管理・販売促進メニュー
(簡易ホームページ作成、オンライン予約、アンケートツール、売上予測、
名刺管理、クラウドレジ、クラウド会計、シフト管理、プロジェクト管理等)
◆利用: 無料(会員・非会員とも)
◆ご注意: 支援内容によって無料で専門家を派遣できる回数が異なります。
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/668172/09mg94H7ci0D_161039/0427_Jigyou.html
▼△▼△━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】公募・募集情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆◇◆◇

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
・令和2年度 Interstellar Initiativeに係る公募(2次公募)について
[期間]令和2年6月10日(水)~ 令和2年6月23日(火)12:59(日本時間)
[詳細]http://krs.bz/amed/c?c=18102&m=7791&v=bd429247
・令和2年度｢免疫アレルギー疾患実用化研究事業｣に係る公募(2次公募)
[期限]6月29日(月)正午
[主催]日本医療研究開発機構(AMED)
[詳細]https://www.amed.go.jp/koubo/01/05/0105B_00046.html

・令和2年度 ｢医療研究開発革新基盤創成事業(CiCLE)｣に係る公募(第5回)
[期間]令和2年5月26日(火) ~ 令和2年7月28日(火)正午
[詳細]http://krs.bz/amed/c?c=17903&m=7791&v=79194ad0
・令和2年度｢難治性疾患実用化研究事業｣に係る公募(2次公募)
[期限]7月中旬(予定)
[主催]日本医療研究開発機構(AMED)
[詳細]https://www.amed.go.jp/koubo/11/02/1102A_00001.html
▼NEDO
・｢シード期の研究開発型スタートアップに対する事業化支援｣
[期間]5月26日(火)~7月15日(水)
[詳細]https://www.nedo.go.jp/koubo/CA2_100263.html
▼JST
・｢科学技術の倫理的･法制度的･社会的課題(ELSI)への包括的実践研究開発プログラム ｣
研究開発提案募集
[期間]2020年06月23日
[詳細]https://www.jst.go.jp/ristex/proposal/current/proposal_2020.html
・CREST 2020年度研究提案募集(第1期)
[期間]2020年06月23日※募集期間を延長しました｡
[詳細]https://www.jst.go.jp/kisoken/boshuu/teian.html
・CREST 2020年度研究提案募集(第2期)
[期間]2020年06月23日
[詳細]https://www.jst.go.jp/kisoken/boshuu/teian.html
・さきがけ 2020年度研究提案募集(第2期)
[期間]2020年06月23日
[詳細]https://www.jst.go.jp/kisoken/boshuu/teian.html
・ACT-X 2020年度研究提案募集(第2期)
[期間]2020年06月23日
[詳細]https://www.jst.go.jp/kisoken/boshuu/teian.html
・社会還元加速プログラム(SCORE)大学推進型 2020年度公募
[期間]2020年06月25日※募集期間を延長しました｡
[詳細]https://www.jst.go.jp/start/score-u/r2/index.html
・研究成果最適展開支援プログラム(A-STEP)産学共同(育成型/本格型)
令和2年度公募
[期間]2020年06月25日※募集期間を延長しました｡
[詳細]https://www.jst.go.jp/a-step/koubo/index.html
・未来社会創造事業:令和2年度研究開発提案募集
[期間]2020年06月30日
[詳細]https://www.jst.go.jp/mirai/jp/open-call/research/r02/
・2020年度 戦略的国際共同研究プログラム(SICORP)
EIG CONCERT-Japan第7回共同研究課題募集
[期間]2020年07月17日
[詳細]https://www.jst.go.jp/inter/program/announce/announce_ict2020.html
・研究成果最適展開支援プログラム(A-STEP)企業主体(マッチングファンド型)
令和2年度公募
[期間]2020年07月22日※募集期間を延長しました｡
[詳細]https://www.jst.go.jp/a-step/koubo/index.html
・2020年ベルモント・フォーラムCRA(共同研究活動)課題募集のお知らせ
Towards Sustainability of Soils & Groundwater for Society
(土壌と地下水の持続可能な社会利用をめざして)
[期間]2020年08月24日
[詳細]https://www.jst.go.jp/inter/program/announce/announce_belmont_soils2020.html

・令和2年度採択予定 戦略的国際共同研究プログラム(SICORP)
日本-EU｢高度バイオ燃料と代替再生可能燃料｣共同研究 提案募集
[期間]2020年09月01日
[詳細]https://www.jst.go.jp/inter/program/announce/announce_eujoint_horizon2020.html
・さくらサイエンスプラン 2020年度交流計画募集
※2回目の締切を延長しました｡
[期間]2020年11月05日(※締切:7/1･9/1･11/5)
[詳細]https://ssp.jst.go.jp/form/index.html
・研究成果最適展開支援プログラム(A-STEP)企業主体(返済型)令和2年度公募
※1回目の締切を延長しました｡
[期間]2021年03月31日(※締切:8月末､11月末､3月末)
[詳細]https://www.jst.go.jp/a-step/koubo/index.html
・産学共同実用化開発事業(NexTEP)令和2年度公募
※1回目の締切を延長しました｡
[期間]2020年03月31日(※締切:8月末､11月末､3月末)
[詳細]https://www.jst.go.jp/jitsuyoka/bosyu.html
・第2回 輝く女性研究者賞(ジュンアシダ賞)公募
[期間]2020年06月30日
[詳細]https://www.jst.go.jp/diversity/about/award/index.html
・｢STI for SDGs｣アワード募集について
~ 社会課題解決のための地域における取組募集のお知らせ
[期間]2020年4月24日(金)~2020年7月15日(水)
[詳細]https://www.jst.go.jp/sis/co-creation/sdgs-award/2020/
▼経済産業省
・｢先進性の高いコンテンツの開発/制作･発信に関する補助金｣
[期間]～7月3日
[詳細]https://www.meti.go.jp/press/2020/06/20200602001/20200602001.html
・｢令和2年度 省エネルギー投資促進に向けた支援補助金｣
[詳細]http://krs.bz/smrj-hp/c?c=12414&m=7958&v=ddb658e9
[期間]6月30日(火)まで
・｢令和2年度革新的ロボット研究開発等基盤構築事業｣
[詳細]http://krs.bz/smrj-hp/c?c=12415&m=7958&v=5c933dce
[期間]6月19日(金)まで
・令和2年度アルコール消毒液等･防護服生産設備導入支援補助事業
[期間]6月30日(火)12:00
[詳細]https://www.ntt-ad.co.jp/ma_al_bo_hojor2/
・令和2年度補正予算事業｢JAPANブランド育成支援等事業｣
[期間]6月8日(月)~7月22日(水)17:00
[詳細]https://japanbrand.online/
・サプライチェーン対策のための国内投資促進事業費補助金に係る
補助事業者の公募(7/22〆)
[期間]7月22日(水)12:00
[詳細]https://epc.or.jp/fund_dept/supplychain/kobo
・｢ものづくり･商業･サービス生産性向上促進補助金｣(一般型3次)
[期間]8月3日(月)17時
※今後､11月､令和3年2月の公募を予定
[詳細]http://portal.monodukuri-hojo.jp/about.html
・令和2年度当初予算事業｢ものづくり･商業･サービス高度連携促進事業｣
[期間]6月30日(火)12:00
[詳細]https://www.nttdata-strategy.com/r2tousyo-monohojo/

・令和2年度｢ヘルスケアサービス社会実装事業費補助金｣
[期間]5月27日(水)~6月30日(火)
[詳細]https://www.seedplanning.co.jp/-/2020/healthcare/
・｢サービス産業強化事業費補助金(認知症共生社会に向けた
製品･サービスの効果検証事業)｣公募予告(6月上旬~)
[期間]予定):6月上旬~6月下旬頃
[詳細]https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=36203
▼中小企業庁
・｢ 令和元年度補正予算 事業承継トライアル実証事業(後継者教育実施企業)｣
[詳細]http://krs.bz/smrj-hp/c?c=12915&m=7958&v=c433203b
[期間]8月31日(月)まで
・｢令和元年度補正予算 大企業人材等の地方での活躍推進事業補助金｣
[詳細]http://krs.bz/smrj-hp/c?c=12413&m=7958&v=ecae6f9e
[期間]6月25日(木)まで
▼農林水産省
・令和元年度学校給食の休止に伴う未利用食品活用緊急促進事業
のうちフードバンク活用の 促進対策及び再生利用の促進対策
(新たな販路へのマッチング等促進対策を除く) 第1次募集
[詳細]http://krs.bz/smrj-hp/c?c=12917&m=7958&v=1d08ec34
[期間]7月31日(金)まで
▼大阪府
・2020年度｢省エネルギー投資促進に向けた支援補助金(エネルギー
使用合理化等事業者支援事業)｣の公募について
[期間]2020年5月20日(水)~ 6月30日(火)17時必着
[詳細]https://sii.or.jp/cutback02/overview.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《再掲》
[詳細]https://osaka-bio.jp/support/pmda_kansai/
・PMDA関西支部の利用について《再掲》
[詳細]http://www.pmda.go.jp/review-services/f2f-pre/0002.html
▼茨木市
・事業者応援給付金の申請を受け付けています
[期間]:2020年7月31日(金)まで ※当日消印有効
[詳細]https://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/sangyo/shoukou/menu/ouen_kyuhukin/ouen2020.html
・起業家教育協力事業所の募集《再掲》
[詳細]https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyouiku/list.html
[詳細]茨木市産業環境部商工労政課
電話:072-620-1620 住所:〒567-8505 茨木市駅前三丁目8番13号
メール:syokorosei@city.ibaraki.lg.jp
▼日本商工会議所､全国商工会連合会
・｢令和2年度補正予算 第3回小規模事業者持続化補助金:コロナ特別対応型｣
[詳細]http://krs.bz/smrj-hp/c?c=12916&m=7958&v=9c2d8913
※第3回の募集は8月7日(金)まで
◆◇◆◇

その他の公募など

◇◆◇◆

▼千里ライフサイエンス振興財団
・2020年度 岸本基金研究助成
[期限]7月31日(金)
[詳細]http://www.senri-life.or.jp/grant/grant-1.html
▼大阪商工会議所
グローバル･イノベーション･フォーラム(GIF)2020
日本代表スタートアップ選抜コンテスト エントリー募集
~国際イベントに参画する先進的なスタートアップを募集!~
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/670230/AFPGieH7ci0D_161039/0626D22200527019.html

[期間]2020年5月26日(火) ~ 2020年6月26日(金)
▼日本発明振興協会
｢令和2年度発明研究奨励金｣
[詳細]http://krs.bz/smrj-hp/c?c=12419&m=7958&v=e7989f2f
[期間]7月31日(金)まで
▼日本能率協会コンサルティング
・｢令和2年度 食品産業イノベーション推進事業~革新的技術活用実証事業~｣
[詳細]http://krs.bz/smrj-hp/c?c=12420&m=7958&v=815d70e5
[期間]7月10日(金)まで
▼省エネルギーセンター
・令和2年度省エネ大賞(募集期間延長)
[詳細]http://krs.bz/smrj-hp/c?c=12485&m=7958&v=d5133e77
[期間]7月3日(金)まで
▼Medical Excellence JAPAN
・令和2年度国際ヘルスケア拠点構築促進事業(6/24〆)
[期間]6月24日(水)12:00
[詳細]https://medicalexcellencejapan.org/jp/publicoffering/detail/306/
▼中小企業研究センター
・グッドカンパニー大賞の候補企業の推薦受付中(募集期間延長)
[詳細]http://krs.bz/smrj-hp/c?c=13413&m=7958&v=822274df
[期間]7月20日(月)まで
▼厚生労働省
・事業主の方のための雇用関係助成金《再掲》
[詳細]https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index.html
・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
▼△▼△━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】イベント・セミナーのお知らせ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆◇◆◇ 彩都ヒルズクラブ事務局からのご案内 ◇◆◇◆
***************************************************
彩都ヒルズクラブ社員総会・特別講演会
（兼 第182回彩都バイオサイエンスセミナー）
大阪大学における研究開発エコシステムの取り組み
***************************************************
一般社団法人彩都ヒルズクラブ社員総会の基調講演として、国立大学法人大阪大学 理事
・副学長として共創機構副機構長、産学共創本部長をお務めの金田安史先生より、
大阪大学の産学連携の取り組み、現状についてご講演頂きます。
大学は社会全般の知の源泉として重要な役割を担っており、その研究開発成果等を活かして
豊かな社会を実現するために、産学官連携によるイノベーションに対する期待は日ましに
高まっています。大学を技術革新の重要なパートナーとする産学官連携の波は、大企業のみ
ならず、地域中小企業から製造技術系開発型ベンチャー企業に押し寄せてきています。
当クラブの副理事長でもある金田先生から、最近の大阪大学の産学連携への取組－産学共創
機構・産学共創本部の目的、概要、活動内容、TR（Translational Research 橋渡し研究）な
どの成果や今後の取り組みなど、多岐に亘ってご講演戴ける予定です。
産学官連携の推進を標榜する当クラブとして相応しいテーマだと思いますので、産学連携や
大学教育に携わっている皆様、ぜひご参加ください。
[講師]国立大学法人大阪大学

理事・副学長

金田

安史

先生

[日時]令和２年 6 月 30 日（火曜日）
14 時から 15 時・・・特別講演会
15 時から 15 時 15 分・・・質疑応答
[場所]オンライン（Zoom)
[出欠確認票兼委任状URL] https://www.saitohills.com/form_soukai.html

◆◇◆◇

会員様からのご案内

◇◆◇◆

▼アース環境サービス株式会社様
＜開催ワークショップ・セミナーのご案内 2020年6月～2020年9月＞
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。
※新型コロナウイルスに対する対応について
新型コロナウイルス感染防止の為、今後の状況によりましては、開催を
中止とさせていただく事もございます。
その際は、お申込み者様へ1週間前にご連絡の上、別日振替、返金対応
をさせていただきます。
なにかとご不便をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。
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）
https://info.earth-kankyo.co.jp/saito/#access
【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 ONEST神田スクエア７階）
http://www.earth-kankyo.co.jp/company/access.html
＜食品関連産業向け＞
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】
・2020年7月16日（木）‐17日（金）（全2日間） 1日目（10：00-18：00)、2日目（9：30-17：30）
https://info.earth-kankyo.co.jp/saito/seminar/detail.html?pdid=222
・2020年8月5日（水）‐6日（木）（全2日間） 1日目（10：00-18：00)、2日目（9：30-17：30）
https://info.earth-kankyo.co.jp/saito/seminar/detail.html?pdid=223
・2020年9月7日（月）‐8日（火）（全2日間） 1日目（10：00-18：00)、2日目（9：30-17：30）
https://info.earth-kankyo.co.jp/saito/seminar/detail.html?pdid=228
【東京開催】
・2020年7月13日（月）‐14日（火）（全2日間） 1日目（10：00-18：00)、2日目（9：30-17：30）
https://info.earth-kankyo.co.jp/saito/seminar/detail.html?pdid=224
・2020年8月31日（月）‐9月1日（火）（全2日間） 1日目（10：00-18：00)、2日目（9：30-17：30）
https://info.earth-kankyo.co.jp/saito/seminar/detail.html?pdid=225
2.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】
【大阪開催】
・2020年9月17日（木）（全1日間） 10：30-16：30
https://info.earth-kankyo.co.jp/saito/seminar/detail.html?pdid=230
【東京開催】
・2020年7月1日（水）（全1日間） 10：30-16：30
https://info.earth-kankyo.co.jp/saito/seminar/detail.html?pdid=216
3.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】
・2020年9月25日（金）（全1日間） 10：30-16：30
https://info.earth-kankyo.co.jp/saito/seminar/detail.html?pdid=231
【東京開催】
・2020年7月2日（木）（全1日間） 10：30-16：30
https://info.earth-kankyo.co.jp/saito/seminar/detail.html?pdid=217
4.ISO/IEC17025認定試験所が教える微生物検査員ワークショップ
【大阪開催】
・2020年9月2日（水）（全1日間） 10：30-17：00
https://info.earth-kankyo.co.jp/saito/seminar/detail.html?pdid=226
＜医薬品関連産業向け＞
1.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】
・2020年6月26日（金）（全1日間） 10：30-17：30
https://info.earth-kankyo.co.jp/saito/seminar/detail.html?pdid=215
・2020年7月31日（金）（全1日間） 10：30-17：30
https://info.earth-kankyo.co.jp/saito/seminar/detail.html?pdid=221
【東京開催】
・2020年7月10日（金）（全1日間） 10：30-17：00
https://info.earth-kankyo.co.jp/saito/seminar/detail.html?pdid=220
2.ICHQ10/ISO9001に適合した品質マニュアル作成演習
PIC/S GMP関連ワークショップ （6）
－PQSの構築と文書化、認証された監査員の育成－
【大阪開催】
・2020年9月11日（金）（全1日間） 10：30-17：00
https://info.earth-kankyo.co.jp/saito/seminar/detail.html?pdid=229
【東京開催】
・2020年9月4日（金）（全1日間） 10：30-17：00
https://info.earth-kankyo.co.jp/saito/seminar/detail.html?pdid=227
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 ◇◆◇◆
※いずれのイベントも今後の状況によっては中止・延期となる可能性がございますので、予めご了承くださ
い。
●Deep Tech for Good: Medical Innovations
[日時]2020年06月18日(木)11:30~12:30(日本時間)
申込み〆切:2020年6月18日(木)
[場所]オンライン開催
[詳細]https://www.sginnovate.com/events/deep-tech-good-medical-innovations-online-event
●ニューノーマルに向けた起動ｰコロナショックによる不可逆的な変化に備える
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/669837/B4qPBeH7ci0D_161039/0618D11200618018.html
[日時] 2020年6月18日(木) 16:00~18:30
[場所]Webセミナー(配信URLはお申込みいただいた方にお知らせします)
[主催]大阪商工会議所
●IoTリーンスタート!WEBセミナー
コロナに負けない!IoT戦略を練るのは今!
[詳細]https://www.m-osaka.com/jp/event/detail/001377.html
[日時]令和2年6月19日(金曜日) 午後3時から午後4時30分まで
[主催]大阪府IoT推進ラボ
東大阪市産業創造勤労者支援機構
● 大商｢再生医療ビジネス参入促進オンラインセミナー｣
[日時]6月24日(水)15:00~16:30(予定)
[場所]オンラインセミナー
[主催]大阪商工会議所
[詳細]http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/202005/D23200624012.html
●｢D2CビジネスAcademia｣キックオフセミナー
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/670894/IF3oKKH7ci0D_161039/0624D11200624019.html
[日時]2020年6月24日(水) 15:00-17:15
[場所]Webセミナー(配信URLはお申込みいただいた方にお知らせします)
[主催]大阪商工会議所､一般財団法人関西情報センター
●｢関西ライフサイエンスリーディングサイエンティストセミナー｣
[日時]6月25日(木) 14:00-17:00

[場所]WEB開催(zoomを使用します)
●高石市｢ヘルスケアビジネスオンライン研究会｣(6/26,7/16,8/19)
[日時]
1回目）2020年6月26日(金) 14:00~16:00
2回目）2020年7月16日(木) 14:00~16:00
3回目）2020年8月19日(水) 14:00~17:00
[場所]Zoomオンライン開催
[詳
細]http://www.city.takaishi.lg.jp/kakuka/fukushi_hoken/kenkodukuri_ka/smartwellnesscity/machidukuri_kyougikai.html
●産学連携オンライン講座｢コロナの時代を生きる｣
[詳細]https://chiemori.jp/sangaku/event/20200626/)
[日時]
2020年6月26日(金)14:00 ~ 15:30
2020年7月10日(金)14:00 ~ 15:30
[場所]オンライン講座(ZOOMによる)
●オンラインセミナー｢新型コロナ危機下における事業継続
~BCM･BCPの見直しによるレジリエンスの向上~｣
(大阪商工会議所 第6回化学･エネルギー部会)
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/670272/Kj2HAbH7ci0D_161039/0626D23200226025.html
[日時]2020年6月26日(金)15:20~16:20
[場所]オンラインセミナー
[主催]大阪商工会議所 化学･エネルギー部会
●大阪大学接合科学研究所 第17回 産学連携シンポジウム(Web開催)
接合って何? Joining & Welding World Resource Innovation
~ものづくりを支える･変革する~
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/669718/gfYxDJH7ci0D_161039/0626D22200626019.html
[日時] 令和2年6月26日(金) 10:00~17:00(動画視聴可能な時間帯)
[場所]Web方式(お申込みいただきました方に後日詳細をお送りいたします)
[主催]大阪大学接合科学研究所､大阪商工会議所､
一般社団法人 生産技術振興協会
●MoTTo OSAKA オープンイノベーションフォーラム
｢中堅･中小企業のための技術提案力向上セミナー｣
~大企業とのビジネスマッチングに役立つポイントをご紹介!~
[詳細]http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/202005/D22200629010.html
[日時]2020年6月29日(月)15:00~16:10
[場所]オンライン(WEBセミナー形式)
[主催]大阪商工会議所
●企業のトップをお招きしての会場参加型トークセミナー
[日時]6月29日(月) 午後2時から午後5時まで
[場所]Web開催(Zoom)
[主催]近畿バイオインダストリー振興会議
[詳細]https://kinkibio.com/
●~法規制から現場ニーズ､Withコロナを見据えた今後の動向まで~
はじめての介護･福祉関連ビジネス(オンラインセミナー)
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/669805/HfEV7DH7ci0D_161039/0630D23200630013.html
[日時]2020年6月30日(火)14:00~16:15
[場所]オンラインセミナー
●『MoTTo OSAKA オープンイノベーションフォーラム With 大阪ガス株式会社』
技術ニーズ説明会のご案内
[詳細]http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/202005/D22200701013.html
[日時]7月1日(水)13:30~17:00
[場所]大阪商工会議所 7階 国際会議ﾎｰﾙ
[主催]大阪商工会議所
●新型コロナウイルス対策セミナー ~家族と企業を守る感染症対策~
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/670665/50sw97H7ci0D_161039/0701D53200701017.html
[日時]2020年7月1日(水) 15:00~16:30

[場所]大阪商工会議所6階｢末広の間｣
●オンラインイベント｢HVC KYOTO2020 Pre-Event Vol.2｣
[日時]7月2日(木)
[詳細]http://ek21-cl.asp.cuenote.jp/c/eA5saaggs4oFlXbE
~｢Turnkey Lab EGG｣のご紹介~
HVCKYOTO2020企業賞副賞としてKRPは､スタートアップの小規模･短期間利用に最適な実験
機器付レンタルラボ｢Turnkey Lab EGG｣利用権を授与します｡
●バイオグリッド研究会2020 コロナ後のバイオとITの活用ｰ
[日時]7月2日(木) 午後5時から午後7時まで
[場所]Web開催(Zoom)
[主催]バイオグリッドセンター関西
[詳細]http://www.biogrid.sakura.ne.jp/
●新型コロナウィルス対策最前線
~ワクチン開発等､社会を支えるライフサイエンス産業の重要性~
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/670885/k1YcjFH7ci0D_161039/0707D23200707012.html
[日時]2020年7月7日(火)15:00~17:00
[場所]オンラインセミナー
[主催]大阪商工会議所 NPO法人バイオビジネスステーション
●令和2年度ライフサイエンスベンチャー創出支援事業
｢KYOTO発起業家育成プログラム｣参加者募集
[詳細]https://www.astem.or.jp/lifeinov/projects05-2020
[期間]2020年6月8日(月)~7月8日(水)(必着)
●国際税務調査実務対応セミナー
[日時]2020年7月8日(水)13:30~17:00
[場所]大阪商工会議所 5階 502号会議室(大阪市中央区本町橋2-8)
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/670668/kcrg8EH7ci0D_161039/0708D11200708016.html
●｢地震･風水害だけじゃない事業継続計画策定のススメ~新型コロナ感染症への対応｣
[問合]大阪産業創造館
[詳細]http://krs.bz/smrj-hp/c?c=13615&m=7958&v=27556de0
●海外への販売を本気で考えませんか?
海外への販路展開セミナー ~ 越境ECにチャレンジ ~
[日時]2020年7月15日(水)15:00 ~ 17:00
[場所]茨木商工会議所 会議室
[主催]:茨木商工会議所
[詳細]https://www.kansaicci.jp/kentei/apply.php?seq=13170
●WEBセミナー:ポストコロナを見据えたブランディング
[問合]ジェトロ神戸､ひょうご神戸海外ビジネススクエア
[詳細]http://krs.bz/smrj-hp/c?c=13616&m=7958&v=7f4bc4c8
●新型コロナの特例税制 ~ あなたが使える新型コロナ対策税制はｺﾚだ!! ~
[詳細]http://r26.smp.ne.jp/u/No/670806/7fdfAaH7ci0D_161039/0722D54200722019.html
[日時] 2020年7月22日(水) 14:00~16:00
[場所] 大阪トヨペットビル 9階 大ﾎｰﾙ
[主催]大阪商工会議所 西支部
●第9回バイオ講座｢ライフサイエンス･アントレプレナー入門塾2020｣
[主催]公益財団法人都市活力研究所､神戸大学大学院科学技術イノベーション研究科
[日時] 2020年7月25日(土)~12月19日(土)まで全6日間
(毎月第3土曜日 13時~18時､名刺交換会含む)
[場所] 公益財団法人都市活力研究所セミナールーム
[詳細]https://urban-ii.or.jp/events/detail.php?event_id=340
●シーズ発表『「診る」~先進診断技術~』
[日時]7月27日
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?Qvc_3UME6_21Y_hmp
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6月に入り、少しずつ日常生活が戻ってまいりました。
セミナーの開催もオンラインで再開するところが増えてきたように思います。
当クラブでも、しばらくはZoomによるオンライン開催でセミナーを行う予定
です。今月30日の彩都ヒルズクラブ社員総会特別講演会兼彩都バイオサイエンス
セミナーは、金田安史先生による「大阪大学における研究開発エコシステムの
取り組み」です。受付開始早々申込が殺到したので、現在当クラブ会員様を
最優先に専用フォームでお申し込みを受け付けております。
まだご参加表明をいただいていないかたはお早目にお申込みいただきますよう
お願い申し上げます。
※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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