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      ◆岸 和 田 市 企 業 支 援 メ ー ル マ ガ ジ ン◆ 

        ≪第 19号≫ ２０１８年６月１日 配信 

  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

  

 各支援機関の施策情報やセミナー情報など、企業の皆様や創業者のお役に立つ 

情報を配信します。 

  

■--  目  次  --■------------------------------------------------ 

  

【1】相談企業の７割が売上ＵＰ！お金をかけずに売れる仕組みをお教えします！ 

   富士市産業支援センター f-Bizのセンター長である小出氏による講演会を実 

   施します。（岸和田市） 

 

【2】大阪府よろず支援拠点による岸和田市無料経営相談会を実施しています 

  （岸和田市・岸和田商工会議所・大阪府よろず支援拠点） 

 

【3】外国人活用基礎講座（岸和田商工会議所、岸和田市、池田泉州銀行） 

 

【4】おおさか地域産業資源活用サポート事業助成金 

   公募説明会開催のご案内（泉南地域活性化推進協議会事務局） 

 

【5】会話の中からお客様のニーズを引き出せる ～訊く極意～ 

   ビジネスコミュニケーション能力アップセミナー（堺商工会議所） 

 

【6】ものづくり企業 取引先開拓セミナー 

   【販路開拓】成功への 10の鉄則！！（堺商工会議所） 

 

【7】展示商談会「マイドームビジネスフェスタ 2018」出展企業募集のお知らせ！ 

  （（公財）大阪産業振興機構） 

  

■--  各 情 報  --■---------------------------------------------- 

【1】 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

  相談企業の 7割が売上 UP！お金をかけずに売れる仕組みをお教えします！ 

  富士市産業支援センター f-Bizのセンター長である小出氏による講演会を 



  実施します。（岸和田市） 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 経営者、起業家、創業を考えている方必見！「行列のできる経営相談所」とし 

て全国的に注目を集める「富士市産業支援センター f-Biz」のセンター長である 

小出 宗昭 氏をお招きし、自身の支援の成功事例をもとに、中小企業の売上 UP 

に役立つヒントについてご講演いただきます！ 

 

日 時：平成 30年 7月 9日（月）14:00～16:00 

会 場：岸和田市立福祉総合センター 3階 大会議室 

    （岸和田市野田町 1丁目 5番 5号） 

内 容：「お金をかけずに売れる仕組みをお教えします！」 

    小出氏自身の支援の成功事例をもとに、売上 UPに役立つヒントについて 

    ご講演いただきます。 

参加費：無料 

申 込：下記 URLの当セミナーに関するページに掲載のチラシに、必要事項をご記 

    入の上 FAXで申し込み、またはチラシに記載の QRコードから必要事項を入 

    力の上メールで申込 

    http://www.city.kishiwada.osaka.jp/soshiki/43/keieiseminar.html 

定 員：150名 

主 催：岸和田市 

共 催：岸和田商店経営研究会 

問合せ：岸和田市産業政策課 TEL：072－423－9485 

 

【2】 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

  

   大阪府よろず支援拠点による岸和田市無料経営相談会を実施しています 

    （岸和田市・岸和田商工会議所・大阪府よろず支援拠点） 

  

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 岸和田市、岸和田商工会議所、大阪府よろず支援拠点と合同で、毎月原則第 1、 

3水曜日、岸和田商工会議所にて、中小企業・小規模事業者の皆様のための無料 

経営相談会を実施します。 

 

 大阪府よろず支援拠点とは、国が各都道府県に設置した無料の経営相談所です。 

 様々な資格、経歴を持つコーディネーター陣が在籍し、相談者と同じ目線で、 

真の解決策・改善策をとことん一緒に考え、具体的で専門性の高い解決方法をご 

提案します。 

http://www.city.kishiwada.osaka.jp/soshiki/43/keieiseminar.html


 

 業種にこだわらず、創業、売上拡大、経営改善など、中小企業・小規模事業者 

が抱える経営上のあらゆるお悩みごとの解決をお手伝いいたします。 

 また、相談内容に応じて、課題解決に向けた適切な支援機関のご紹介もさせて 

いただきます。 

 

 経営に関するお悩み事なら、どんなことでも無料でご相談いただけます。この 

機会に是非、どんな些細な事でも結構ですので、お気軽に当無料経営相談会をご 

活用ください。 

  

日 時：［日程］6月 6日（水）、6月 20日（水）、7月 4日（水）、7月 18日（水）、 

        8月 8日（水）、8月 22日（水）、９月５日（水）、９月 19日（水） 

        ※8月は休みの関係で第 2、4水曜日 

    ［時間］10：00～10：50、11：00～11：50、13：00～13：50 

        14：00～14：50、15：00～15：50、16：00～16：50 

場 所：岸和田商工会議所(別所町 3-13-26) 

参加費：無料(何度でも) 

申 込：産業政策課（Tel:072-423-9485） 

問 合：岸和田市役所 産業政策課 商工振興担当 

    Tel:072-423-9485（商工振興担当直通） 

 

【3】 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

      外国人を活用しようとお考えの方へ！外国人活用基礎講座 

        （岸和田商工会議所、岸和田市、池田泉州銀行） 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 近年、グローバル化を背景に外国人を社員として迎える企業や外国人実習生を 

受け入れたいと考える企業が増えております。外国人の採用や労務管理の必要性 

が高まる中、本講座では、外国人を雇い入れる場合の届出方法や外国人技能実習 

制度の現状から入国・帰国までの流れ、技能実習体制などを説明していただき、 

事業主として何を準備し、何をしなければならないか等を説明していただきます。 

 外国人活用に興味のある事業主や経営幹部の方は、是非この機会にご聴講くだ 

さいますようご案内申し上げます。 

 

日 時：平成 30年 6月 26日（火）14:00～16:00 

会 場：岸和田商工会議所 2Ｆ研修室 

内 容：14:00～14:30 ①外国人を雇用する場合の手続きについて 



     ＜講師＞ 岸和田公共職業安定所 雇用指導官 濵口 健一 氏 

    14:30～15:45 ②技能実習生受入のポイント、受入実務と留意点等 

     ＜講師＞ 株式会社共新 国際事業部 取締役本部長 宮尾 宏 氏 

          協同組合共栄 国際事業推進課 宮永 吾一 氏 

    15:45～16:00 ③雇用サポートについて 

     ＜講師＞ 池田泉州銀行 リレーション推進部 調査役 谷口 洋介 氏 

参加費：無料 

申 込：６月 22日（金）迄 に申込 

    申込書は岸和田商工会議所のＨＰもしくは窓口にて入手し、必要事項を 

    ご記入の上、FAXあるいは郵送でお申し込みください。 

    FAX：072－436－3030／住所：〒596－0045 岸和田市別所町 3－13－26 

    http://www.kishiwada-cci.or.jp/top.html 

定 員：40 名（定員になり次第しめきります） 

主 催：岸和田商工会議所・岸和田市・池田泉州銀行 

問合せ：岸和田商工会議所 TEL：072－439－5023 

 

【4】 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

         おおさか地域産業資源活用サポート事業助成金 

      公募説明会開催のご案内（泉南地域活性化推進協議会事務局） 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 おおさか地域産業資源活用サポート事業助成金は、技術や人材、歴史、伝統な 

ど地域の資源を活用した新しい事業にチャレンジする中小企業者等に対して、そ 

の事業の立ち上げ経費の一部を助成するものです。 

 下記のとおり、公募説明会を開催しますので、応募を検討される方は是非ご参 

加ください。 

 

・会場① 

 日 時：平成 30年 6月 18日（月）14：00～15：30 

 会 場：岸和田商工会議所 2階 研修室 

・会場② 

 日 時：平成 30年 6月 22日（金）14：00～15：30 

 会 場：泉佐野商工会議所 2階 第 1研修室 

 

 申 込：申込書は岸和田商工会議所のＨＰにて入手し、必要事項をご記入の上、 

     FAX（072-436-3030）でお申し込みください。 

     http://www.kishiwada-cci.or.jp/navigation2/ki/hojyokin.html#hojyokin_03 

http://www.kishiwada-cci.or.jp/top.html
http://www.kishiwada-cci.or.jp/navigation2/ki/hojyokin.html#hojyokin_03


 問合先：泉南地域活性化推進協議会事務局（担当：松原） 

     〒596-0045 岸和田市別所町 3-13-26 岸和田商工会議所内 

     TEL：072-439-5023 FAX：072-436-3030 

     URL：http://www.kishiwada-cci.or.jp 

     E-mail：matsubara@kishiwada-cci.or.jp  

 

【おおさか地域産業資源活用サポート事業助成金の概要】 

対 象 者：・大阪府内地域で創業を予定されている方 

     ・大阪府内に主たる事業所を有し、当該事業所で事業を営む中小企業 

      者又は中小企業者のグループ 

助 成 額：200万円 

助 成 率：3分の 2 

助成期間：平成 30年 10月～平成 31年 9月 

対象事業：・地域資源を活用した、地域住民の生活に密着した衣食住関連サービ 

      ス・商品の開発 

     ・伝統産業など地域固有の産業資源を活用した新商品開発等の事業 

     ・観光歴史文化資源を活用した新たな集客やものづくりに関する事業 

     ・農林水産資源を活用した新商品開発等の事業 

     ・上記にてブランド形成を図る事業及び組み合わせによる事業など 

公募開始：平成 30年 6月 1日（金） 

受付期間：平成 30年 7月 2日（月）～平成 30年 7月 20日（金） 

実施主体：公益財団法人大阪産業振興機構 

 

 

【5】 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

      会話の中からお客様のニーズを引き出せる ～訊く極意～ 

    ビジネスコミュニケーション能力アップセミナー（堺商工会議所） 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 お客様は自社に合った商品・サービスを求めています。そのニーズを引きだす 

話術・コミュニケーション力が、今後の商談成立チャンスを左右するのかもしれ 

ません。本セミナーでは相手を理解し共感しつつ、８割を相手にしゃべらせる技 

術をご紹介します。今後のビジネスチャンスをつかむ手法を学べますので是非こ 

の機会にご受講ください！ 

 

日 時：平成 30年 6月 21日（木）15：00～17：00 

会 場：堺商工会議所 ２階 大会議室（堺市北区長曽根町 130番地 23） 

http://www.kishiwada-cci.or.jp/
http://kishiwada-portal/cgi-bin/cbgrn/grn.cgi/mail/send?to=matsubara%40kishiwada-cci.or.jp


内 容：・コミュニケーションの目的(相手を動かすために) 

    ・相手は勝手にしゃべってはくれない 

    ・適切な質問と反応で会話のキャッチボール 

    ・インタビューの実演で、相手のニーズをつかむ 

    ・訊きつつその場をコントロールする会話力 

定 員：50社（１社２名まで） 

受講料：会員 1,080円（税込）（堺・和泉・泉大津・泉佐野・貝塚・岸和田・ 

    高石・松原・八尾商工会議所会員） 

参加特典：７月 26日（木）開催の「第 10回自社商品売込み商談会 in堺」に優先的 

     にご入場できます！ 

申込方法：メールフォームから申込 

      ⇒http://www.sakaicci.or.jp/entry92.html 

主 催：堺商工会議所 

共 催：岸和田商工会議所 

 

【6】 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

          ものづくり企業 取引先開拓セミナー 

       【販路開拓】成功への 10の鉄則！！（堺商工会議所） 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 お客様は自社に合った商品・サービスを求めています。そのニーズを引きだす 

話術・コミュニケーション力が、今後の商談成立チャンスを左右するのかもしれ 

ません。本セミナーでは相手を理解し共感しつつ、８割を相手にしゃべらせる技 

術をご紹介します。今後のビジネスチャンスをつかむ手法を学べますので是非こ 

の機会にご受講ください！ 

 

日 時：平成 30年６月 26日（木）15：00～17：00 

会 場：堺商工会議所 ２階 大会議室（堺市北区長曽根町 130番地 23） 

内 容：■なぜ新規開拓がうまくいかないのか？ 

     ・よくある失敗ポイント 

    ■販路開拓１０の鉄則とその実例 

     ・売込み型から「巻き込み型」への転換 

     ・顧客の反応を激変させる商談方法   等々 

定 員：50名 

受講料：会員（堺・和泉・泉大津・泉佐野・貝塚・岸和田・高石・松原・八尾商 

    工会議所） 1,080円（税込） 

    一般 2,160円（税込） 

http://www.sakaicci.or.jp/entry92.html


 

参加特典：①7月 12日（木）開催【ものづくり商談会】へ、開場後、優先的に入 

     場することができます！ 

     ②【ものづくり商談会】当日に来場企業自社ＰＲシートをプレゼント 

申込方法：メールフォームから申込 

      ⇒http://www.sakaicci.or.jp/entry93.html 

主 催：堺商工会議所 

共 催：岸和田商工会議所 

 

【7】 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

        展示商談会「マイドームビジネスフェスタ 2018」 

      出展企業募集のお知らせ！（（公財）大阪産業振興機構） 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 (公財)大阪産業振興機構では、大阪府内のモノづくり企業を中心に展示商談会 

「マイドームビジネスフェスタ 2018」を開催いたします。当日は多数の来場者が 

予定されています。企業・製品の PR、販路拡大、既存顧客との関係強化、情報収 

集などにお役立ていただける絶好の機会です。 

 

＜出展のご案内＞ 

 〇マイドームおおさか全館をあげてのモノづくり展示商談会です。 

 〇出展料は 1小間 50,000円。初めてご出展される企業の方も安心。 

  効果的な展示会に向けて支援いたします。 

 〇ビジネスチャンス発掘フェア 2018と同時開催のため多数の 

  来場者が見込まれ、新たな受注機会のチャンスです。 

 

日 時：平成 30年 11月 28日(水) 午前 10時～午後 5時 

        11月 29日(木) 午前 10時～午後 4時 

会 場：マイドームおおさか 1階 展示ホール(大阪市中央区本町橋 2-5) 

募集小間数(予定)：60小間  ※複数小間の申し込みも可能です。 

出展料：1小間 50,000円 (消費税込み) 

    ※ただし、MOBIO常設展示場出展企業は、1小間 30,000円(消費税込み) 

小間仕様(予定)：間口 2.5m x 奥行 2m x 高さ 2.5m 

出展対象企業：製造業または関連する業種 (グループを含む) 

       ※原則として大阪府内に事業所があること 

お申込：詳細・お申込みは下記の URLへ！ 【締切日:7月 20日(金)】 

    http://www.mydome.jp/festa/ 

http://www.sakaicci.or.jp/entry93.html
http://www.mydome.jp/festa/


主 催：(公財)大阪産業振興機構 

問合先：(公財)大阪産業振興機構 経営支援部 取引支援課  

    E-mail：torihiki@mydome.jp 

      TEL：06-6748-1144 FAX：06-6745-2362 

 

 

【後記】－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

  最後までお読みいただきまして、ありがとうございます。 

  ここ最近で一気に気温が上がり、道行く人々の服装もガラッと変わったかと 

  思えば、いよいよ梅雨入りし、雨が多くなる時期になりました。気温の変化 

  が激しいので、体調管理に気を付けて日々を過ごしましょう。 

  引き続き、当メールマガジンのご愛読をよろしくお願いいたします。 

  

------------------------------------------------------------------------ 

  

 編集・発行 岸和田市役所 魅力創造部 産業政策課 商工振興担当 

       Tel：072-423-9485（商工振興担当直通） 

       Email：sangyo@city.kishiwada.osaka.jp 

  

  ※ 各情報の詳細や申込については、それぞれの本文中の URLやお問い合わ 

    せ先までご確認をお願いいたします。 

  ※ 配信先の変更・配信停止、また、ご意見・ご要望等については、上記 

    メールアドレスまでご連絡ください。 

  ※ 岸和田市企業支援メールマガジンは、原則として月に１回の発行です。 

 

http://kishiwada-portal/cgi-bin/cbgrn/grn.cgi/mail/send?to=torihiki%40mydome.jp
http://kishiwada-portal/cgi-bin/cbgrn/grn.cgi/mail/send?to=sangyo%40city.kishiwada.osaka.jp

