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 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】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） 

 

【2】ＹｏｕＴｕｂｅでＳＥＯ対策・集客セミナー（2/18） 

   ～ネットを使って低予算で新規顧客を呼び込む方法～ 

  （岸和田商工会議所） 

 

【3】中小企業のためのサイバーセキュリティセミナー（3/1） 

  （(地独)大阪産業技術研究所）  

 

【4】大阪府営港湾国際経済セミナー「港湾と世界経済」（2/14） 

  （大阪府港湾協会） 

 

【5】「OSAKA 創業フェア 2019(第 12 回創業グリップ Day!)」（2/13） 

   ～創業に関する悩みや疑問を解決できる 1 日を提供します!～ 

  （大阪信用保証協会） 

 

【6】第 9 回 ヘルスケア・医療機器 開発展 大阪【MEDIX OSAKA】（2/20～22） 

   大阪産業振興機構ブースの共同出展 16 企業・団体のご紹介       

  （(公財)大阪産業振興機構） 

 

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

 

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



 

   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。 

 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。 

 

【●○●タブレット端末でのテレビ相談ができるようになりました！！●○●】 

 岸和田市役所に設置のタブレット端末をご利用いただくことで、下記の日時以 

外での相談も可能となりました！ 

 利用希望日の３営業日前までに、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。 

 ※詳細については、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。 

 ※また、相談員の都合により、必ずご希望のお日にちにご利用できるとは限り 

  ません。ご了承ください。  

 

日 時：［日程］２月６日（水）、２月 20 日（水）、３月６日（水）、 

        ３月 20 日（水） 

    ［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） 

 

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

    

    ＹｏｕＴｕｂｅでＳＥＯ対策・集客セミナー（2/18） 

    ～ネットを使って低予算で新規顧客を呼び込む方法～ 

          （岸和田商工会議所） 

                 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 中小企業や個人事業主の方を対象に、限られた予算の中で、YouTube などの動 

画を活用することで、効率よくネットで集客し、販路拡大につなげる方法につい 

て、具体的事例を交えてわかりやすく解説します。 

   

開催日: 平成 31 年 2月 18 日(月) 午後 2時～4 時  

会 場: 岸和田商工会議所 2 階 研修室  

受講料: 無料  

講 師: 株式会社ファイブスター  代表取締役  金山 義則 氏  

内 容: 1.YouTube による集客とは 

    2.小さな会社にとって YouTube が効果的な理由 

    3.ランディングページで集客 

    4.アメリカで大人気のホワイトボードアニメーションとは 

    5.自社の魅力を再発見する方法 

お申込み：下記必要事項をご記入の上、FAX にてお申し込みください。 

     ①セミナー名称 ②事業所名 ③参加者名・役職 

     ④住所 ⑤ＴＥＬ ⑥Ｅメールアドレス     

お問合せ：岸和田商工会議所 TEL:072-439-5023 FAX:072-436-3030  

 

※詳細は下記 URL よりご覧ください。 

  http://www.kishiwada-cci.or.jp/navigation1/event.html 

 

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

 

   中小企業のためのサイバーセキュリティセミナー（3/1） 

        （(地独)大阪産業技術研究所）              

 



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

日時：平成 31 年 3月 1日(金) 17:00～19:00 

場所：(地独)大阪産業技術研究所 和泉センター 研修室 1 

   （泉北高速鉄道和泉中央駅から南海バス(5 番のりば)に乗車、 

   「大阪技術研前」まで約 10 分） 

定員：先着 90 名  

費用：無料 

問合：(地独)大阪産業技術研究所 和泉センター 業務推進部    

   TEL:0725-51-2512 

申込：メール（gyoumu_seminar@tri-osaka.jp） 

   または FAX（0725-51-2520）でお願いします。  

 

※詳細は下記 URL よりご覧ください。 

https://orist.jp/izumi/events/seminar/ 

 

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

 

   大阪府営港湾国際経済セミナー「港湾と世界経済」（2/14） 

           （大阪府港湾協会）              

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 大阪府港湾協会では、大阪府営港湾の国際化促進事業の一環として、今後の事 

業展開として海外での市場開拓等を検討・希望されている企業の方々に向けたセ 

ミナーを開催しております。 

 

日 時：平成 31 年 2月 14 日(木) 16:00～17:15 

場 所：ホテル・アゴーラ リージェンシー堺 3 階 ガーデンコート 

       (堺市堺区戎島町 4 丁 45 番地の 1) 

参加費：無料 

定 員：100 名(先着順) ※定員に達した場合のみ連絡 

申込み：タイトル欄記載の URL をご覧ください。     

締 切：平成 31 年 2月 8 日(金) 

主 催：大阪府港湾協会 

共 催：堺国際ビジネス推進協議会 

後 援：大阪府、(公財)大阪産業振興機構、(独)日本貿易振興機構 

協 力：堺港湾振興会、高石港湾振興会、泉大津港湾振興会、 



    岸和田港振興会、貝塚港湾振興会 

問合せ：大阪府港湾協会事務局(経営振興課経営振興グループ内) 担当：大渕 

         TEL：0725-21-7203 FAX：0725-21-7259  

         E-mail：fueikouwan@opal.ocn.ne.jp 

 

※詳細は下記 URL よりご覧ください。 

http://www.osakaprefports.jp/seminar.php?tid=487 

 

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

 

   「OSAKA 創業フェア 2019(第 12 回創業グリップ Day!)」（2/13） 

    ～創業に関する悩みや疑問を解決できる 1 日を提供します!～ 

           （大阪信用保証協会）              

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 専門家や金融機関などに、創業に関する相談ができる 26 のブースを設置。 

 また、注目を集める先輩起業家による特別講演やトークセッション、SNS の活 

用法が分かるセミナーを実施します。創業をお考えの方や創業間もない方、ぜひ 

ご来場ください。 

  ご来場の方に、創業準備に役立つ冊子を差し上げます。 

 

日 時：平成 31 年 2月 13 日（金）13:00～19:00 ※途中入退場自由 

場 所：大阪産業創造館 3 階・4 階（大阪市中央区本町 1-4-5） 

対 象：創業予定者および創業して間もない中小企業者(創業後 5 年未満の方) 

参加費：無料 

その他：一時託児所も設置しております（事前予約制） 

問合先：大阪信用保証協会 経営支援部 創業・保証相談課 

    TEL：06-6260-1730 FAX：06-6260-1786 

 

詳しくは大阪信用保証協会のホームページをご覧ください。 

http://www.cgc-osaka.jp/event/83 

 

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

 

   第 9 回 ヘルスケア・医療機器 開発展 大阪【MEDIX OSAKA】（2/20～22） 

   大阪産業振興機構ブースの共同出展 16企業・団体のご紹介       



          （(公財)大阪産業振興機構）              

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 (公財)大阪産業振興機構では、大阪府内のものづくり中小企業支援として、 

「第 9 回ヘルスケア・医療機器 開発展 大阪【MEDIX OSAKA】」に大阪産業振興機 

構ブースを 16 企業・団体と共同出展いたします。 

 出展カテゴリーは、製品・部品・ソフトウェア・支援機関と多岐に 渡ります 

ので、この機会に是非当財団ブースへお立ち寄りください。 

 共同出展 16 企業・団体の詳細については、下の URL を参照ください。 

https://www.mydome.jp/deal/healthcare.html 

 

日 時: 平成 31 年 2月 20 日(水)～22 日(金) 10:00～18:00(最終日のみ 17:00) 

     ・展示会 URL：https://www.medix-kansai.jp/ja-jp.html 

    ・当展示会の入場には、主催者発行の招待券が(1 枚/人)が 

     必要です。入手方法はこちら(無料) 

                       ↓  ↓    

 https://contact.reedexpo.co.jp/expo/IPJK/?lg=jp&tp=inv&ec=MEDIX 

会 場: インテックス大阪 5 号館 [当財団出展小間番号：12-28] 

        (大阪市住之江区南港北 1-5-102） 

問 合: (公財)大阪産業振興機構 経営支援部 取引支援課 

    (担当：長島・山路・田中）  

        E-mail：torihiki@mydome.jp 

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

  

【後記】－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

  今回も最後までお読みいただきまして、ありがとうございます。 

  ２月 17 日（日）に泉州国際市民マラソンが開催されます。例年、岸和田市は 

  通過地点となっていましたが、今年はハーフマラソンが開催され、岸和田城 

  付近にゴール地点が設けられます。周辺では、応援のためにだんじり囃子 

  （ばやし）が披露されたり、物産展も開催されたりする予定ですので、お時 

  間が合えば是非お越しください。 

  引き続き、メールマガジンのご愛読をお願いいたします。 

 

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

  



 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。 

 

 

 


