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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RDサポート様
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
はじめまして、株式会社RDサポート・株式会社アイメックRD代表の大澤と
申します。
https://www.rdsupport.co.jp/
https://www.imeqrd.co.jp/
この度、エッセイ寄稿の機会を頂きましたので、大変僭越ながら、
弊社RDサポートのご紹介をさせて頂きます。
RDサポートは1998年、私が千葉大学大学院1年の時に創業した会社です。
創業と同時に起ち上げたのは、研究開発に特化した派遣事業。
1998年当時は現在のように産後休暇、育児休暇制度が整備されていない企業が
多く、当時私の先輩や同級生で、正社員で研究職としてキャリア形成している
女性研究職が、ライフイベント（結婚・出産）を通してキャリアが切れるという
状況を数多く目の当たりにしました。「これは大きな社会損失、切れるキャリア
を繋げたい・・」という思いから、当時活況だった人材派遣という形態で女性の
研究職と企業を繋げる事業、研究開発派遣事業を始めました。
研究開発派遣事業の起ち上げから更に、2009年には「食品・ヘルスケア・バイオ」
分野に特化した人材紹介事業を立ち上げました。
大手からスタートアップベンチャーまで、食品・バイオ・ヘルスケア分野の研究
開発系人材を中心に採用支援するサービスとなります。
人材紹介部門では研究開発職を中心に、年間1万人以上のエントリーがあり、
弊社コンサルタントが採用企業の第二人事部という使命を掲げ、最も適した人材を
ご採用するまで深く伴走させて頂きます。
大阪にも拠点がございますので、ご興味ございましたらご一報頂ければ幸いです。
https://www.rdsupport-tenshoku.jp/
また、この6月より『キャリアのニューノーマル』にシフトした新たな人材サービス
として、国内初！研究開発のシェアリング事業「RD LINK」を始めました。
https://rdlink.jp/
中小企業、ベンチャーでは高度専門人材を採用することに大変苦労されます。採用した
としても、「アンマッチで早期離職してしまう」、「高度専門人材だからこそ高年収で
人件費が大きな負担になる」など・・。ベンチャーにとっては高度専門人材の採用に
おいて、様々な障壁が立ちはだかります。
「RD LINK」は、そんな企業の課題を解決し、日本の企業の研究開発を支えたい！と
いう思いよりスタート。6月より本事業を開始し、早くも多くの依頼を頂いております。
採用において、どんなご相談でも結構ですので、お声がけ下さいませ。
「雇用創出」「研究開発支援」のプラットフォーム構築をミッションに掲げ、皆様方の
ご支援に尽力して参ります。

今後とも何卒宜しくお願い申し上げます。
■RDサポート（人材）お問い合わせ
https://www.rdsupport.co.jp/contact
■アイメックRD（食品・医薬品開発支援）お問い合わせ
https://www.imeqrd.co.jp/inquiry/
株式会社RDサポート/株式会社アイメックRD
代表取締役社長
大澤 裕樹
☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆
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
☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆
第185回彩都バイオサイエンスセミナー
「スキンフローラをコントロールする技術とその応用
　　～シーズを新しい価値に！～」をオンラインで開催します！
お申込みがまだの方はお早めに！
[日時]9月29日（火） 締切 9月25日（金）
[場所]オンライン（Zoom)
[URL] https://www.saitohills.com/form_count13579.html
☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆
　　　　☆☆☆ ラボをお探しの方をぜひご紹介下さい！ ☆☆☆
彩都バイオインキュベータ・彩都バイオイノベーションセンター入居者募集中！
ご紹介いただいた企業様には賃料1か月相当分の報奨金をお渡しできる制度が
ございます！
ご紹介いただければ弊社スタッフがご紹介先様に直接ご連絡いたします！
各部屋70㎡前後・全室ウェットラボ仕様・共用動物舎有・P2レベル対応、
賃料等3000円（税抜）/1㎡、茨木市・大阪府から手厚い公的支援制度有！
[お問合せ]バイオ・サイト・キャピタル株式会社 TEL 072-640-1060
☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆・★・☆
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【2】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う経営支援施策について
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■経済産業省「家賃支援給付金」について
売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、国が
地代・家賃（賃料）の負担を軽減する給付金を支給します。
［詳細］https://yachin-shien.go.jp/
■大阪府「高機能換気設備等の導入支援補助金」の公募
[期間]～9月30日
[詳細] http://www.pref.osaka.lg.jp/eneseisaku/sec/korona_kankisetubi.html
■ 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金/郵送受付開始
新型コロナの影響による休業で、賃金(休業手当)を受けることができなかった方々
に日額11,000円を上限に支給する「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付
金」は郵送での受付を開始しています。オンライン申請も準備中です。
<厚生労働省/休業支援金の郵送受付開始について>
[詳細]http://krs.bz/smrj-hp/c?c=15077&m=27108&v=7801a9d3

<同上/事業主の皆様へ、まずは雇用調整助成金の活用をご検討ください>
[詳細]http://krs.bz/smrj-hp/c?c=15078&m=27108&v=9a5ac6cc
■雇用調整助成金等の拡充
<雇用調整助成金の拡充>
[詳細]http://krs.bz/smrj-hp/c?c=14009&m=27108&v=e6a7d0f9
<小学校休業等対応助成金・支援金の拡充>
[詳細]http://krs.bz/smrj-hp/c?c=14010&m=27108&v=883a75d7
■雇用を守る出向支援プログラム
[詳細]http://krs.bz/smrj-hp/c?c=14011&m=27108&v=2db1e5d9
■ 持続化給付金の対象拡大
[詳細]http://krs.bz/smrj-hp/c?c=14012&m=27108&v=185c538a
■ 事業再開に向けた感染拡大予防ガイドラインと持続化補助金の活用
<業種ごとの感染拡大予防ガイドライン>
[詳細]http://krs.bz/smrj-hp/c?c=14014&m=27108&v=73873f2c
■ 日本公庫、新型コロナ対策資本性劣後ローン/8月上旬より取扱開始
日本政策金融公庫より、スタートアップ企業や事業再生に取り組む方等を対象とした
「新型コロナ対策資本性劣後ローン」(※国民生活事業)に係る制度概要やQ&A、申
請書類、解説動画等のご案内がありました。8月上旬からの取扱開始予定です。
<日本政策金融公庫/新型コロナ対策資本性劣後ローンのご案内>
[詳細]http://krs.bz/smrj-hp/c?c=15079&m=27108&v=3fd156c2
■ 日本公庫・商工中金等による実質無利子・無担保融資の拡充/取扱開始
<日本政策金融公庫HP>
[詳細]http://krs.bz/smrj-hp/c?c=14686&m=27108&v=ed8ccf9d
<商工組合中央金庫HP>
[詳細]http://krs.bz/smrj-hp/c?c=14687&m=27108&v=48075f93
<中小企業ビジネス支援サイト「J-net21」解説記事>
[詳細]http://krs.bz/smrj-hp/c?c=14688&m=27108&v=aa5c308c
■ 感染症の第2波や自然災害などに備えるための事前準備・計画策定
感染症の第2波や自然災害などから事業を継続するには、「もしも」の際の計画を事
前に作ることが第1歩となります。当該計画を「事業継続力強化計画」として国が認
定し、税制優遇や補助金の加点などの支援を受けられる制度がございます。
<中小企業庁/事業継続力強化計画>
[詳細]http://krs.bz/smrj-hp/c?c=15081&m=27108&v=9e3093ef
<中小企業ビジネス支援サイト「J-net21」解説記事>
[詳細]http://krs.bz/smrj-hp/c?c=15082&m=27108&v=abdd25bc
■ 緊急開催!E-SODAN「災害対応相談デー」
チャットで相談できるE-SODAN「専門家とのチャット」にて、経営に大きな影響を
与える自然災害や新型コロナの第2波等への対策に関する相談にBCPの専門家が
対応します!想定外の事態へ今から対策をしたい事業者の方からのご相談をお待ち
しています。
<中小機構/E-SODAN(※「専門家とのチャット」と入力ください)>
[詳細]http://krs.bz/smrj-hp/c?c=15083&m=27108&v=0e56b5b2
■ 経済産業省の新型コロナ支援策パンフレット更新
<経済産業省/支援策パンフレット(PDF)>
[詳細]http://krs.bz/smrj-hp/c?c=14689&m=27108&v=0fd7a082
■ ものづくり補助金(ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金)
<詳細はこちら>
[詳細]http://krs.bz/smrj-hp/c?c=14690&m=27108&v=614a05ac
■ 固定資産税等の軽減
[詳細]http://krs.bz/smrj-hp/c?c=14691&m=27108&v=c4c195a2
<中小企業ビジネス支援サイト「J-net21」解説記事>
[詳細]http://krs.bz/smrj-hp/c?c=14692&m=27108&v=f12c23f1

<中小企業庁/固定資産税の特例(固定ゼロの拡充・延長)>
[詳細]http://krs.bz/smrj-hp/c?c=14693&m=27108&v=54a7b3ff
■ 『中小機構 総合ハンドブック』を公開
[詳細]http://krs.bz/smrj-hp/c?c=14694&m=27108&v=9af74f57
■ 経済産業省の新型コロナウイルス感染症に係る支援パンフレット更新
[詳細]http://krs.bz/smrj-hp/c?c=14366&m=27108&v=88b64f94
■ IT導入補助金
[詳細]http://krs.bz/smrj-hp/c?c=14367&m=27108&v=2d3ddf9a
■ IT経営簡易診断
[詳細]http://krs.bz/smrj-hp/c?c=14368&m=27108&v=cf66b085
■ テレワークに係る公的支援情報のまとめ
[詳細]http://krs.bz/smrj-hp/c?c=14370&m=27108&v=047085a5
■ IT活用・テレワークに関する動画集
<中小企業のためのEC活用支援ポータルサイト「ebiz」>
[詳細]http://krs.bz/smrj-hp/c?c=14371&m=27108&v=a1fb15ab
■ 事業再生に向けた特例リスケジュールと中小企業再生支援協議会の活用
<特例リスケジュール>
[詳細]http://krs.bz/smrj-hp/c?c=14016&m=27108&v=e3e11971
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）
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《再掲》
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《再掲》
<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、新型コロナウイ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
▼ 注意喚起

【大阪府】事業者の皆様へ
   新型コロナウイルスに乗じたヤミ金融を絶対に利用しないで！！！
〇新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、ヤミ金融業者が巧妙な
手口で融資の勧誘等を行う可能性があります。
〇「ブラックOK」「即金」「審査なし」に加え、「新型コロナウイルス
   特例の給付金」「給与の買取り」等の言葉を使い、メールやSNSで
   勧誘してきます。ご注意ください！
〇最近では、給与の買取り等とうたって、違法な貸付けをする『給与ファク
タリング』など新手のヤミ金融被害が発生しています。
［詳細］ http://www.pref.osaka.lg.jp/kinyushien/kashikin_riyoumae/covid-19_kashikin.html
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【3】公募・募集情報
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◆◇◆◇ 会員様からの求人情報 ◇◆◇◆
・株式会社ミルイオン … 正社員、契約社員
「詳細」 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 ◇◆◇◆
▼経済産業省
・ジャパン・ヘルスケアビジネスコンテスト（JHeC）2021
本コンテストは2015年度から実施しており、今回は６年目の開催となります。
JHeCは、(1)ヘルスケア分野における課題解決に挑戦している優れた個人・団体
・企業等の表彰を通して社会の認知度を上げ、(2)大企業・ベンチャーキャピタ
ル等とのビジネスマッチングを促進することで、それらの個人・団体・企業等
の成長を促すことを目的としています。
本取組を行うことで、ヘルスケアに関わる関係省庁や関係団体、各種イベン
トやプログラムと広く連携し、ヘルスケア領域における大きな潮流を生み出す
ことを目指します。
［期間］2020年7月24日（金）～8月31日(月）12:00
［書類審査］2020年9月上旬
［一次プレゼン審査］2020年10月15日・16日のいずれか1日（時間未定）
［最終プレゼン審査］2021年1月28日（木）13:00～18:00（開催時刻は予定）
［最終プレゼン審査会場］大手町三井ホール（https://www.otemachi-hall.jp/）
※新型コロナウイルス感染症の状況によっては、オンライン開催になる可能性
があります。
［詳細］https://healthcare-innohub.go.jp/events/jhec_2021
▼AMED
・令和2年度 「医療分野国際科学技術共同研究開発推進事業 戦略的国際共同
研究プログラム(SICORP)日・カナダ共同研究」に係る公募について
[期間]2020年6月22日(月)~ 2020年9月15日(火)20時00分(日本時間)
[詳細]http://krs.bz/amed/c?c=18213&m=7791&v=6bbb8a96
▼NEDO
・「官民による若手研究者発掘支援事業」に係る公募について
[期間]～8月17日
[詳細] https://www.nedo.go.jp/koubo/CA2_100226.html
・「革新的ロボット研究開発基盤構築事業」に係る公募
[期間]～ 8月28日
[詳細] https://www.nedo.go.jp/koubo/CD2_100217.html
▼JST
・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) 《再掲》

[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《再掲》
[期間]2020年09月01日
［詳細］
https://www.jst.go.jp/inter/program/announce/announce_eujoint_horizon2020.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。《再掲》
[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。《再掲》
[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/jitsuyoka/bosyu.html
▼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)」 《再掲》
[詳細]http://krs.bz/smrj-hp/c?c=12915&m=7958&v=c433203b
[期間]8月31日(月)まで
▼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》
[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
・産学連携スタートアップ支援事業補助金
［詳
細］https://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/sangyo/shoukou/menu/kigyoshien/sanngakurennkei/1475815238586.html
［期間］2020年8月3日（月曜日）～2020年8月31日（火曜日）
・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
▼大阪産業技術研究所
大阪産業技術研究所では、新型コロナウイルス感染症により経営に影響を受けた
府内中小企業の研究開発等を支援するため、当研究所の依頼試験、装置使用等の料金
の納付期限を6か月間延長しています。
[詳細]http://krs.bz/smrj-hp/c?c=14085&m=14070&v=5c9a88fc
[期間] 2020年5月26日から2020年12月28日までの申込受付分
◆◇◆◇ その他の公募など ◇◆◇
▼ひょうご産業活性化センター
・「ポストコロナ・スタートアップ支援事業 」(拡充版クリエイティブ起業創出事業)
[詳細]http://krs.bz/smrj-hp/c?c=14549&m=7958&v=e2eabe8a
[期間]8月31日(月)まで
▼クラウド実践対象実行委員会
「CLOUD INITIATIVE(全国中小企業クラウド実践大賞)」
[詳細]http://krs.bz/smrj-hp/c?c=13824&m=7958&v=f96a4e99
[期間]8月31日(月)まで
▼池田泉州銀行
・ニュービジネス助成金

[詳細] https://www.sihd-bk.jp/houjin/chiikiokoshi/newbusiness.html
[期間]～10月26日
・イノベーション研究開発助成金
[詳細] https://www.sihd-bk.jp/houjin/chiikiokoshi/consocium.html
[期間]～10月26日
▼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
▼△▼△━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】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 ◇◆◇◆
****************************************************
第185回彩都バイオサイエンスセミナー
「スキンフローラをコントロールする技術とその応用
～シーズを新しい価値に！～」
****************************************************
腸内フローラ（腸内細菌叢）と健康・疾病の関係が注目され、乳酸菌を含む
製品などが多数販売されています。腸と同様に、皮膚（肌）にもスキン
フローラ（皮膚細菌叢）が存在し、この細菌叢中の微生物は善玉菌や悪玉菌
などに分類できることがわかってまいりました。演者等は、全ての微生物を
一律に殺菌するのではなく、善玉菌を残して悪玉菌だけを選択的に抑制する、
という新しい技術を開発し、その技術の様々な分野への応用研究を進めて
おります。
本セミナーでは、研究者によるシーズの発表から、企業におけるオープン
イノベーションを活用したPJの設立、既存事業への応用、および新規事業
への展開についてお話させて頂きます。
【日時】 令和２年9月29日（火曜日）
　　　　　10時から11時・・・オンラインセミナー
　　　　　11時から11時40分・・・オンライン交流会
【場所】 オンライン：後日ZoomURLをご案内
【講師】地方独立行政法人大阪産業技術研究所 森之宮センター
　　　　生物・生活材料研究部 総括研究員 兼 脂質工学研究室長 永尾 寿浩氏
　　　　株式会社桃谷順天館 桃谷総合文化研究所　　 リーダー　　 宇山 彩香氏
【主催】一般社団法人彩都ヒルズクラブ（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）
【参加費】無料 （Webセミナーにつなげるネット回線は各自ご負担ください）
【定 員】リアル・オンライン合計 最大80名 （リアルセミナーは最大40名迄）
【お申込み】下記アドレスより、お申し込みフォームにアクセスしてお申込下さい。
(https://www.saitohills.com/form_coun13579.html)
【締 切】9月25日（金曜日）
　　　　　後日、ご講演の受講URLをメールにてお送りいたします。
【お問合わせ】 彩都ヒルズクラブ（事務局：バイオ・サイト・キャピタル㈱）
　　Tel：072-640-1173 / mail：info@saitohills.com
　　（定員になり次第、締め切らせていただきます。）　　　　　　　
◆◇◆◇ 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7月～2020年11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9月10日（木）‐11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=232
・2020年10月12日（月）‐13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=243
・2020年11月5日（木）‐6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=237
【東京開催】
・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
・2020年10月15日（木）‐10月16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=242
・2020年11月9日（月）‐11月10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=238
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
・2020年10月21日（水）（全1日間） 10：30-16：30
https://info.earth-kankyo.co.jp/saito/seminar/detail.html?pdid=244
【東京開催】
・2020年9月4日（金）（全1日間） 10：30-16：30
https://info.earth-kankyo.co.jp/saito/seminar/detail.html?pdid=234
・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=235
3.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10月2日（金）（全1日間） 10：30-17：30
https://info.earth-kankyo.co.jp/saito/seminar/detail.html?pdid=241
・2020年11月12日（木）（全1日間） 10：30-17：30
https://info.earth-kankyo.co.jp/saito/seminar/detail.html?pdid=239
【東京開催】
・2020年10月8日（木）（全1日間） 10：30-17：00
https://info.earth-kankyo.co.jp/saito/seminar/detail.html?pdid=240
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18日（金）（全1日間） 10：30-17：00
https://info.earth-kankyo.co.jp/saito/seminar/detail.html?pdid=233
・2020年10月29日（木）（全1日間） 10：30-17：00
https://info.earth-kankyo.co.jp/saito/seminar/detail.html?pdid=236
【東京開催】
・2020年10月7日（水）（全1日間） 10：30-17：00
https://info.earth-kankyo.co.jp/saito/seminar/detail.html?pdid=245
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～
・2021年3月1日（月）-6日（土）（全6日間）
http://www.earth-kankyo.co.jp/company/news/2020/20200610-000554.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：mailto: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。
●Withコロナ時代における医療・介護・健康ビジネスの可能性―事業化の観点から
［日時］8月21日（金） 午後2時から午後5時まで
［場所]（1）（2）いずれかを選択
　　　　（1）大阪商工会議所4階401号会議室
　　　　　　（大阪府大阪市中央区本町橋2―8）
　　　　（2）Web開催 ※申込者にアクセス方法連絡
［定員］（1）60人　　　　（2）300人
［主催］大阪商工会議所、日本ホームヘルス機器協会、在宅ケア・ものこと思い研究所
［詳細］　https://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/202007/D23200821015.html
●関西・共創の森 キックオフイベント「NEXT関西イノベーション・マッチング」
［日時］8月25日（火）13:00～16:40（予定）
［開催形式］オンライン開催
［定員］250名程度 ※定員に達し次第、受付を締め切らせていただきます。
［締切］8月21日（金）17:00
［詳細］https://www.techconnect.go.jp/matchingev/
●ものづくり企業のクラウドファンディング活用術
[日時]8月27日
[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?R1H_3Zr2q_23c_hmp
●大手企業とマッチングのチャンス【製造業の逆見本市2020】
[日時]8月28日〆

[詳細]http://mg.sansokan.jp/r/c.do?R1I_3Zr2q_23c_hmp
● 健康経営NEXTセミナー「健康経営のグローバル展開とISOの流れ 」
[日時]6月15日(月)~8月31日(月)
[場所]オンライン開催(YouTubeにて随時閲覧)
[詳細]https://www.sansokan.jp/events/eve_detail.san?H_A_NO=30737
●第2回 産学官連携情報交流セミナー
―マッチングシステムを使いこなそう！／オンライン商談の必勝戦略
［日時］9月1日（火） 午後2時30分から午後4時10分まで
［場所］Web開催（Zoom） ※申込者にアクセス方法メール連絡
［定員］100人（先着順）
［締切］8月24日（月） 午後5時
［主催］大阪府、PMKイニシアティブ
［詳細］https://osaka-bio.jp/support/protein/events/seminar2009/
●第416回 CBI学会研究講演会
「リアルワールドデータを介した医薬連携による新たな治療薬創出の可能性」
[詳細]http://cbi-society.org/home/documents/seminar/2017to20/20200907.html
[日時]2020年9月7日(月) 13:00-17:30
[場所]オンライン配信(Zoomウェビナー利用)
●「欧州ライフサイエンス企業とのオンライン商談会2020」への参加企業募集
[日時]9月28日(月)午後2時から30日(水)午後8時まで
[場所]商談専用システム(B2match)
[締切]9月18日(金) 午後5時
[主催]大阪府、日欧産業協力センター
[詳細]https://osaka-bio.jp/shoudankai2020/
●OKJPフォーラム2020「大阪各地で実装段階に入りつつある
ヘルスケアサービス」(6/26~9/30)
[日時]配信期間6月26日(金)~9月30日(水)
[場所] オンライン開催(YouTubeに限定公開、リンクからのみ視聴可能)
●千里ライフサイエンスセミナーP4『ゲノム編集がもたらす革新と更なる展望』
[詳細]http://www.senri-life.or.jp/seminar/seminar-1-20201110a.html
[日時]2020年11月10日(火) 10:30~16:20
[場所]千里ライフサイエンスセンタービル 5F 山村雄一記念ライフホール
[詳細]http://www.senri-life.or.jp/seminar/seminar-1-20201110a.html
●動画セミナー「無料でできる!WEB面接ツール5選と導入方法」
[詳細]http://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/202003/D26191122024.html
●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」《再掲》
[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
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8月に入り連日厳し暑さに見舞われております。
コロナ対策でのマスク着用は必要ですが、熱中症にも気を付けなければならない
時期ですね。体調管理には十分気を付けてください。私事ではありますが、
8月は毎年甲子園に高校野球を見に行くのですが、今年はそれも叶わず、花火等
のイベントもなく例年に比べて少し寂しい夏になりそうです。日焼けを気にしな
いでいいのは不幸中の幸いかな。
今月28日の彩都バイオサイエンスセミナーは、満員御礼で受付を終了させて頂き
ました。その次、9月29日は大阪産業技術研究所の永尾寿浩氏および株式会社
桃谷順天館 宇山 彩香氏によるコラボセミナー「スキンフローラをコントロール
する技術とその応用～シーズを新しい価値に！～」です。

次号以降も皆様が関心を持っていただける内容をお送りできればと思います。
※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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