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事務局だより
SNBC NEWS 12 月
先月は、コロナ禍による行動制限も緩和されてきて日常が戻ってきた感もあり、これま
で会員の皆様が参加して実施するのを控えていた NB サロンもリアル開催が行われました。
感染力がこれまで以上に高いとされる変異株「オミクロン株」がアフリカやヨーロッパ各国で感染
が確認されておりましたが、日本でも 1 人感染が確認されまだまだ気の抜けない状況が続きま
すので感染予防には留意しましょう。
それでは 11 月の事務局の動きについて報告します。
□１1 月８日（月）18:00～19:30 中部サロン トーカイビル 1 階 会議室
アサヒビール㈱静岡支社長 相樂 英希様の講演「すべてのお客様に最高の明日を」
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□１1 月１７日（水）10:00～12：00 第 1 回 魅力付け委員会 グランディエールブケトー
カイ 24F「コスモス」
より魅力ある会にするべく、会の活性化について検討する委員会を発足させました。
古谷副会長が委員長を務め、12 月に第 2 回目の委員会を開催し意見をまとめ、1 月 24 日の
賀詞交換会にて発表いたします。
□１１月２６日（金）19:00～20:30 東部サロン 本町タワービル４F
日本大学国際関係学部 准教授 矢嶋 敏朗様の講演「コロナ禍での観光産業の現状と今
後について」
矢島先生からは、観光業の現状の説明、ゼミの学生が取組む観光振興にかかる活動や、そ
の活動をとおして地域が抱える課題等が示され、県東部の観光業の更なる発展に向けた講演
が行われた

産業振興財団
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◆【参加者募集】静岡のテレワークを考えるセミナー
静岡県・(公財)静岡県産業振興財団では、県内企業のテレワークの導入を支援する
ため、全 3 回の「静岡のテレワークを考えるセミナー」を開催しています。
最終回となる今回は、「どうやってテレワークを実現？ 実践企業がおすすめする
IT ツール」と題して、テレワーク関連の IT 機器・ツール整備時の課題や対応、
セキュリティ上の留意点、人事評価やマネジメントの視点も踏まえたツールの選び方や
使い方などを切り口にして事例を御紹介します。
実際に使用している IT ツールや導入までの苦労についての本音を、
パネルディスカッション形式でお話しいただいた後、参加者との意見交換の時間も
用意しています。
導入企業や専門家と直接意見交換ができる貴重な機会ですので、ぜひ御参加ください。
なお、当日のアクセス先 URL は開催前にメールをお送りいたします。
お手数でございますがメールアドレスを必ずご記載の上、お申込み頂ますようお願い致し
ます。
■開催概要
日
時
会
場
申
込
対
象

：令和 3 年 12 月 9 日(木) 14：00～16：00
：オンラインセミナー(Zoom) 定員：70 名(見逃し配信ございます)
：下記「申し込み」よりお願いします
：県内の人事労務管理者、経営者等
(導入イメージが湧かない方、IT ツールにお悩みの方)
参 加 費 ：無料
締
切 ：令和 3 年 12 月 8 日(水)17：00
登 壇 者 ：・社会福祉法人美芳会 人事担当
大塚渉爾 様
・株式会社コハマ
代表取締役
小濱芳太郎 様
・三和事務機株式会社 代表取締役社長 鈴木研 様
アドバイザー：・社会保険労務士
村松秀雄氏(静岡働き方改革推進支援センター)
進
行 ：・公益財団法人静岡県産業振興財団 阪口瀬理奈
■詳細はこちら：http://www.ric-shizuoka.or.jp/news/news_750.html
■問合せ先

：公益財団法人静岡県産業振興財団
診断設備チーム 仲田(なかだ)
TEL：054-273-4431 E-mail：nakada@ric-shizuoka.or.jp

◆【受講者募集】わかりやすい IoT を用いた現場実装講座
(沼津会場)(再掲)
令和 3 年度 静岡県 IoT 活用研究会～IoT 大学連携講座～
IoT の専門知識がない方でも簡単に操作できる IoT 機器を用いて体験研修を行うことで
IoT が難しいというイメージを緩和させ、また実習だけで終わることなく講座で
セットした機器を職場に持ち帰り実際に使ってもらうことで利用価値を実感してもらい、
IoT 導入を促進することを目的として開催します。
「Node-Red」という簡単なプログラムを使い、データ取得を体験いただく講座で好評を
得ています。募集人数が少ないため、お早めに申し込みください。
【開催日時・場所】(1)実

習：令和 3 年 12 月 17 日(金) 10:00～16:30
県沼津工業技術支援センター
(2)成果発表会：令和 4 年 2 月予定 場所:沼津地区予定

【対
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象

者】

静岡県内中小企業の製造業の方で IoT による見える化を進めたい

方

【講
【参

加

師】
費】

実習にてセットアップした機器を自社工場にて設置、データ収集、
成果発表が可能な方
静岡県工業技術研究所職員 ＋ 外部 IoT 支援専門家
17.710 円
(講座利用機器として: ラズパイ・グローブパイ・各種センサー等)

詳細はこちら
http://www.xeo-ssl.net/ricshizuoka.or.jp/_medias/fck/2021iot/1217iotjisoukouza.pdf
【お問合せ】静岡県 IoT 活用研究会事務局
(公財)静岡県産業振興財団 革新企業支援グループ 長井
TEL:054-273-4434 E-mail：nagai@ric-shizuoka.or.jp

◆【掲載企業募集】製造業検索サイト「静岡県ものづくり企業ナ
ビ」(再掲)
産業財団では、県内中小製造業の情報発信を支援し、新規受注機会の創出を図ることを
目的とした企業検索サイト『静岡県ものづくり企業ナビ(通称:ものナビ)』を構築中です。
(2021 年 12 月末公開予定)
コロナ禍において営業手法に変化が求められる中、この機会にぜひ「ものナビ」掲載を
ご検討ください。
1.費
用：無料
2.申込要件：(1)静岡県内に自社の製造拠点を有する中小企業
(2)産業財団への「取引あっせん事業 企業登録」(無料)
詳細はこちら
http://www.ric-shizuoka.or.jp/news/news_745.html

◆【受講生募集】静岡ものづくり生産性向上推進リーダー育成ス
クール
│ミニスクール(再掲)
「ミニスクール」は、スクールの主要テーマを分類した内容を、個々の企業に合った
テーマで従業員の皆様に学習して頂き、学習後には生産現場で直に実践するという
取り組みです。
実施回数：標準コース 3 回 ※最大 5 回まで
費
用：33,000 円(税込) / 回＋講師の旅費

実施回数分

詳細はこちら
http://www.ric-shizuoka.or.jp/mono/mini.html

◆「地域経済牽引事業計画」作成のご案内(再掲)
静岡県産業振興財団では、地域未来投資促進法に係る「地域経済牽引事業計画」の作成
をご検討されている企業の方々に対し、作成支援を行っています。同計画に承認された
場合は、(1)設備投資に係る減税措置、(2)国補助事業の優遇などのメリットを
享受できます。制度の詳しい説明や計画作成方法についてご関心等ございましたら、
お気軽にお問い合わせください。

地域経済牽引事業計画作成のご案内：http://www.ric-shizuoka.or.jp/images/1265.pdf
【問合せ先】公益財団法人 静岡県産業振興財団 革新企業支援チーム

TEL：054-273-4434 E-mail：joho@ric-shizuoka.or.jp

◇静岡県国際経済振興会(SIBA)イベント情報
(1)あなたの海外商談スキルを一気に磨く、特別プログラム！(セミナー→小規模勉強会)
第一弾：ベトナムオンライン商談スキルアップ講座
2021 年 12 月 14 日(火)10:00-11:30
ベトナム最新市場概要とオンライン商談のポイントを解説するウェビナー(無
料)
http://www.siba.or.jp/news/events/post_214.html
第二弾：海外営業力強化トレーニング(ベトナム)
2022 年 1 月 25 日(火)9:30-16:00
ベトナム企業とのアポイント取得から商談プレゼンまでを実演で行い、
海外営業力を鍛え上げる 10 人限定の勉強会(有料)
http://www.siba.or.jp/news/events/post_216.html
(2)貿易実務基礎セミナー(3 日程のいずれかをご受講ください)
一日集中型で、貿易全体の流れと抑えておくべき実務のポイントを解説します。
12 月 8 日(水)、翌 1 月 17 日(月)、翌 2 月 18 日(金) 9：00～17：00(3 日程共通)
http://www.siba.or.jp/news/events/52.html
(3)海外展開オンラインセミナー
カメヤ食品株式会社 亀谷社長がご登壇し、海外販路開拓における自らの経験談、
気づきについてお話します。
12 月 10 日(金)14:00-15:30
http://www.siba.or.jp/news/events/post_215.html
(4)SIBA 海外ビジネス無料相談 いつでも受け付けております。
http://www.siba.or.jp/trade/

◇ 医療・介護現場との情報交換会
～現場の医療従事者より製品開発のヒントを得る～
医療現場にある機器や設備には、使用者である医療従事者にしか分からない
「使いにくさ」や改善点が数多くあります。この現場の「ニーズ」が新しい商品開発の
大きなヒントとなります。
浜松医工連携研究会では、医療現場の方々との交流を通じて、これらの「ニーズ」の
製品化を目指しています。
今回の講演会は聖隷福祉事業団と浜松医科大学の講師より現場・業務内容について発表し
ていただきます。
後日毎回実施しています医療現場の見学会は、院内状況を考慮して開催が未定である事を
ご了承ください。
開催日：2021 年 12 月 14 日(火)16：00～18：30
会 場：グランドホテル浜松 2 階鳳西またはオンライン(Zoom)
◆講演会(16:00～18:15)
(1)リハビリテーションとケアにおける現状と課題
聖隷福祉事業団 浜松市リハビリテーション病院

作業療法士

係長

上杉

治氏

(2)地域包括支援センターの活動について
聖隷福祉事業団 地域包括支援センター和合 所長 松山 美津代氏
(3)光尖端医学教育研究センターにおける研究及びニーズ紹介
浜松医科大学光尖端医学教育研究センター フォトニクス医学研究部 教授
優氏
◆交流会(18:15～18:30) ※飲食は伴いません
講師との名刺交換会
参加企業同士による情報交換会等
※講演の順番は前後する場合があります。あらかじめご承知おきください
※講師などとの交流会は、新型コロナウィルス感染状況により中止となる場合が
ございます。
申し込みは、下記 URL からお申込ください
https://www.hamamatsu-cci.or.jp/events/show/1389/1
【申込・問合先】浜松商工会議所 工業振興課 担当：名波
TEL：053-452-1116 FAX：053-459-3535
E-mail：kogyo@hamamatsu-cci.or.jp

長島

