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────────────────────────────────────────
★☆ 「新しい東北」復興ビジネスコンテスト募集のお知らせ ☆★
────────────────────────────────────────
復興庁が平成２５年１２月に設立した「新しい東北」官民連携推進協議会では、地域産
業の復興や地域振興に資する事業を展開している、又はこれから取り組もうとしている方
を対象に「新しい東北」復興ビジネスコンテストを開催することとしました。
被災地の資源を活用する事業、地域経済に波及効果を生む事業等、ふるってご応募くだ
さい。
【スケジュール】
・〈募集期間〉 平成２６年８月２０日（水）まで
・〈第１次審査〉平成２６年９月上旬（書類審査）
・（第２次審査〉平成２６年１０月上旬（プレゼンテーション審査）
・〈表彰式〉
平成２６年１１月下旬
詳しくはこちらをご覧ください
http://www.newtohoku.org/bcontest/
お問い合わせ先
「新しい東北」官民連携推進協議会・復興金融ネットワーク（投融資促進分科会）事務局
（復興庁委託事業）（みずほ総合研究所 社会・公共アドバイザリー部内）
TEL：０３－３５９１－８７９８（平日９時３０分～１７時３０分）
FAX：０３－３５９１－８７７７
E-mail: nt-bcontest@mizuho-ri.co.jp

────────────────────────────────────────
★☆ ふくしま企業カレッジ経営管理セミナー「人事・給与制度」受講生募集のお知らせ ☆★
────────────────────────────────────────
管理者、中間管理者を対象とした、人事・給与制度セミナーを開講します。
中小企業の競争力は、人材が鍵となります。人事・給与制度構築の目的は、社員の育成
スピードを早めて人財に変え、組織力の向上を図ることにあります。
評価・育成制度の構築、処遇制度の構築についてご紹介させていただきます。
【開催日時】平成２６年９月 ５日（金）
平成２６年９月１２日（金） 両日とも１０時～１６時
【開催場所】コラッセふくしま（福島市） ４０３会議室
【受講対象】管理者・中間管理者
【募集定員】１６名（定員になり次第、締め切らせていただきます。）
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【受 講 料】１０，０００円
（受講料には２日間の昼食代、駐車場代が含まれます。）
詳しくはこちらをご覧ください
http://www.utsukushima.net/modules/invitation/article.php?storyid=539
お申し込み・お問い合わせ先
公益財団法人福島県産業振興センター 企業支援部経営支援課
TEL：０２４－５２５－４０３７
FAX：０２４－５２５－４０３６

────────────────────────────────────────
★☆ ふくしま企業カレッジ経営管理セミナー「キャッシュフロー経営」受講生募集
のお知らせ ☆★
────────────────────────────────────────
管理者、中間管理者を対象とした、キャシュフロー経営セミナーを開講します。
なぜ財務分析は必要か、キャッシュフローの改善方法等、キャッシュフロー経営の必要性
と考え方についてご紹介させていただきます。
【開催日時】平成２６年１０月 ９日（木）
平成２６年１０月２３日（木） 両日とも１０時～１６時
【開催場所】コラッセふくしま（福島市）
４０３会議室
【受講対象】管理者・中間管理者
【募集定員】１６名（定員になり次第、締め切らせていただきます。）
【受 講 料】１０，０００円
（受講料には２日間の昼食代、駐車場代が含まれます。）
詳しくはこちらをご覧ください
http://www.utsukushima.net/modules/invitation/article.php?storyid=540
お申し込み・お問い合わせ先
公益財団法人福島県産業振興センター 企業支援部経営支援課
TEL：０２４－５２５－４０３７
FAX：０２４－５２５－４０３６

────────────────────────────────────────
★☆ 「ISO２０１５年改定解説セミナー」のご案内 ☆★
────────────────────────────────────────
国際規格ISO９００１品質マネジメントシステム及び、ISO１４００１環境マネジメント
システムは、現在改定作業が進んでおります。
既にDIS(国際規格原案)が発行されており、FDIS（最終国際規格原案）も今年度中に示
され、ISO９００１は２０１５年９月、ISO１４００１は２０１５年６月頃に改正規格が
発行される見通しとなっています。
そこで当センターといたしまして、県内の企業の皆様に、このISＯ改定に備えていただ
くため「ISO２０１５年改定解説セミナー」を企画しました。
改定に関する最新情報を中心に、わかりやすく解説します。
【日時】平成２６年 ８月２７日（水） １３：００ ～ １６：００
【場所】福島県ハイテクプラザ １階 研修室（郡山市）
【内容】・規格改定の主な変更点及び変更点の活用について
・質疑応答
【講師】一般財団法人日本品質保証機構 ＩＳＯ東北事務所 所長 千田
【定員】５０ 名
【受講料】３，０００円
【締切】平成２６年８月２０日（水）
※ただし、定員になり次第締め切ります。
※申込多数の場合は、１社1名とさせて頂きます。
詳しくはこちらをご覧ください
http://fukushima-techno.com/training/2014/04/iso2015.php
お申し込み・お問い合わせ先
公益財団法人福島県産業振興センター 技術支援部
担当：玉木
TEL：０２４－９５９－１９２９ FAX：０２４－９５９－１８８９
E-mail: seminar@f-open.or.jp
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────────────────────────────────────────
★☆ 「測定器取扱いの基礎と定期検査」のご案内 ☆★
────────────────────────────────────────
この講座は、ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージなど代表的な測定工具について
の正しい操作と取扱いの基本から、定期検査を行うための技術・技能を、実習を通して学
ぶことができます。社内での定期検査業務の担当者養成にお役立て下さい。
【日時】平成２６年９月１０日（水）・１１日（木）・１２日（金）
９：３０～１６：００
【会場】福島県ハイテクプラザ １階 研修室 （郡山市）
【定員】２０名（ただし、定員になり次第締め切ります）
【講師】（株）ミツトヨ ミツトヨ計測学院 専任講師 畝 修造氏
【受講料】３５，０００円（消費税を含む）
※受講料の納入方法は、申込み締切後、受講者宛ＦＡＸで連絡致します。
【申込締切】平成２６年８月２２日（金）
詳しくはこちらをご覧ください
http://fukushima-techno.com/training/2014/04/post-128.php
お申し込み・お問い合わせ先
公益財団法人福島県産業振興センター 技術支援部
担当：玉木
TEL:０２４－９５９－１９２９ FAX：０２４－９５９－１８８９
E-mail: seminar@f-open.or.jp

────────────────────────────────────────
★☆ 平成２６年度 福島市商売力向上対策事業
～みせましょう！福島商人の底力～「商売繁盛塾」オープニングセミナーのご案内 ☆★
────────────────────────────────────────
商売熱心で、地域貢献意欲の高い商業、サービス業の方々を対象として、商売繁盛に
必要な心構えや具体的知識等を習得する「商売繁盛塾」を全８回開催するにあたりオープ
ニングセミナーを開催します。
〈第１回 【オープニングセミナー】〉
【演題】「ありがとう」と言われる商い
・商売がうまくいかないのは何故か？
・人の「買う」「行く」を生むメカニズムと、それに基づく重点課題とは
・商売に明日からすぐ使える実践法
【講師】オラクルひと・しくみ研究所 代表 小阪裕司氏
博士（情報学）／オラクルひと・しくみ研究所代表
【日時】平成２６年９月１２日（金）１８：３０～２０：３０
【会場】福島銀行本店地下大会議室（福島市）
【定員】１２０名
【受講料】無料
〈第２回 【マーケティング】〉
【日時】平成２６年１０月６日（月）１８：３０～２０：３０
【演題】１人１０色マーケティングの種明かし
〈第３回 【財務】〉
【日時】平成２６年１０月２２日（水）１８：３０～２０：３０
【演題】手元に現金が残るお店数字の見方
〈第４回 【プロモーション】〉
【日時】平成２６年１１月１２日（水）１８：３０～２０：３０
【演題】地域密着型の集客術
〈第５回 【ベンチマーク】〉
【日時】平成２６年１１月２６日（水）１８：３０～２０：３０
【演題】量販店に囲まれても生き残る方法“そっとお教えします”
〈第６回 【売り場づくり】〉
【日時】平成２６年１２月１０日（水）１８：３０～２０：３０
【演題】動線から導線を創る
〈第７回 【インターネット活用】〉
【日時】平成２７年１月１４日（水）１８：３０～２０：３０
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【演題】予算ナシ、人材ナシ、時間ナシでもネットで売上を伸ばす方法
〈第８回 【接客】〉
【日時】平成２７年１月２８日（水）１８：３０～２０：３０
【演題】顧客満足向上のための接客力を身に着けよう
【受講料】全て無料
全カリキュラムの詳細はこちらをご覧ください
http://www.fukushima-cci.or.jp/?p=2743
お問い合わせ先
福島商工会議所 事業推進部経営支援課
TEL：０２４－５３６－５５１１ FAX：０２４－５２５－３５６６
E-mail： fcci@fukushima-cci.or.jp

────────────────────────────────────────
★☆ あなたも起業しませんか！「福島創業スクール」参加のご案内 ☆★
────────────────────────────────────────
福島商工会議所では、創業をお考えの方を対象に「福島創業スクール」を開講します。
「創業スタートアップセミナー」と「創業スクール」の２本立てです。
創業に関する基礎知識やビジネスプランの作成について、また、創業者の体験談や創業
現場の視察など盛りだくさんの内容です。創業をお考えの方ならどなたでも参加できます
ので、ぜひお申込みください。
■創業スタートアップセミナー
【日時】平成２６年９月１３日（土）１４：００～１６：３０
【場所】コラッセふくしま８階 会議室
【内容】（特別講演）若手起業家に学ぶ“行動力”
「好きへの挑戦」～想いがないと続かない、想いだけでも続かない～
講 師 株式会社Ｓｕｇａｒ 代表取締役 清水彩子氏
【受講料】無料
【対象者】創業に興味をお持ちの方
【定員】７０名（先着順）
【申込締切】平成２６年９月９日（火）
■福島創業スクール
【日時】平成２６年９月２０日（土）、２７日（土）、
１０月４日（土）、１１日（土）、２５日（土）１０：００～１７：００
（※９月２７日（土）は、１０：００～１８：３０）
【場所】コラッセふくしま８階 会議室
【内容】ビジネスプランの作成、地元創業者による事例発表、創業現場の視察会、
マーケティング、営業と販売戦略、会計・税務・法務の基礎知識、創業に
必要な資金をどう集めるか など
講 師 結城幸次氏、弓削徹氏、西村秀幸氏、太田敬治氏、
日本政策金融公庫
【受講料】おひとり１０，８００円
【対象者】創業をお考えの方
【定員】３０名（先着順）
【申込締切】平成２６年９月１６日（火）
参加申込書及び詳しい内容については、こちらをご覧ください
http://www.fukushima-cci.or.jp
お問い合わせ先
福島商工会議所 事業推進部経営支援課
TEL：０２４－５３６－５５１１ FAX：０２４－５２５－３５６６
E-mail：fcci@fukushima-cci.or.jp
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「うつくしまドットねっと通信」は、起業家を目指す方や現に企業を経営されている皆様
に有用性の高い情報を総合的かつ適時・適切に提供するメールマガジンです。
今後とも皆様のお役に立つ情報を提供していきたいと考えておりますのでどうぞよろしく
お願いいたします。
「うつくしまドットねっと通信」の登録・配信解除はこちらからお願いいたします。
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http://www.mag2.com/m/0001594018.html
「うつくしまドットねっと通信」第２７２号は平成２６年９月１日発行予定です。
今回もご覧いただきましてありがとうございました。
お問い合せはこちらまでお願いします。
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【編集・発行】
公益財団法人福島県産業振興センター(経営支援課)
〒９６０－８０５３ 福島市三河南町1番20号
TEL:０２４－５２５－４０３４ FAX:０２４－５２５－４０３６
URL : http://www.utsukushima.net/
E-mail : sien@f-open.or.jp
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