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発行：板橋・北企業活性化支援ネットワーク
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Trick or Treat！今日はハロウィンです。仮装イベントなど、日本
流の楽しみ方が年々増えているように感じます。夜遅くにお帰りの方
は、交通機関の混雑に巻き込まれないようお気をつけください。
板橋・北区内の中小企業を応援するメールマガジンの第 57 号です。
今回もセミナーやイベントのご案内など経営に役立つ耳寄り情報が満載です。
※本メールは配信専用のため返信はできませんのでご了承ください。
◆◇◆ＩＮＤＥＸ◆◇◆
▼トピックス―――――――――――――――――――――――
【1】「第 20 回いたばし産業見本市」（11/10,11/11）開催のご案内
◇ものづくりの板橋で開催する、製造業のためのビジネス展示会です！
＜板橋区公社＞
【2】東京都・板橋区「医工連携交流会」in 帝京大学医学部付属病院
（12/13）参加者募集
◇医療機器・医工連携に関心のある方、ご参加お待ちしています！
＜東京都・板橋区公社＞
【3】
「技能際」
（11/3）開催のご案内
◇実演・体験コーナーあり！ものづくりに触れてください！
＜都立中央・城北職業能力開発センター板橋校＞
▼セミナー・講座―――――――――――――――――――――
【4】
「創業 4 分野マスターコース」参加者募集
◇創業 4 分野をマスターして板橋区でおトクに創業！
＜板橋区＞
【5】いたばし企業塾「なぜ、日本で初めて遠隔医療サービスを
しようと思ったのか」
（11/16）参加者募集
◇起業に興味のある方・経営者の方、ご参加お待ちしています！
＜板橋区＞
【6】人材定着促進セミナー（11/17）参加者募集
◇板橋区内企業様を対象に、ノウハウをお話いただきます！
＜板橋区＞

【7】中小企業の経営戦略セミナー「社員のメンタル不全を防ぐた
めには」
（11/8）参加者募集
◇メンタルヘルス問題の予防・早期発見・対処法を解説！
＜板橋法人会＞
【8】海外展開チャレンジセミナー（11/11）参加者募集
◇海外展開をお考えの方必見！
＜都公社＞
【9】防災・耐震セミナー「防災と減災～阪神・淡路大震災の経験
から学ぶ」
（11/17）参加者募集
◇ぜひご参加ください！
＜西京信用金庫＞
【10】文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業
微細加工プラットフォーム「薄膜実践セミナーⅡ」
（11/15）
開催のご案内
◇多くの皆様のご参加をお待ちしています！
＜産総研＞
▼展示会・イベント――――――――――――――――――――
【11】
「大手・商社ジェグテック商談会」
（11/25）開催のご案内
◇新しいパートナーに出会えるチャンス！
＜中小機構＞
【12】
「大手ロボットメーカー・ジェグテック商談会」（12/14）
開催のご案内
◇新しいパートナーに出会えるチャンス！
＜中小機構＞
▼補助金・助成金―――――――――――――――――――――
【13】
「平成 28 年度節電対策設備等導入費用助成事業」のご案内
◇工場証明の LED 化など、その導入費用の一部を助成します！
＜都公社＞
【14】革新的サービスの事業化支援事業「東京発！新サービス事
業モデルの創出」のご案内
◇申請提出の希望日受付を開始しました！（11/16 まで）
＜都公社＞
▼その他――――――――――――――――――――――――
【15】～職場で取り組む健康づくり～「オフィス de エクササイズ」
参加事業所募集
◇従業員の健康づくりに興味のある経営者・人事担当の皆様、
奮ってご参加ください！
＜東京都・東京商工会議所＞

◆◇◆本文◆◇◆
▽トピックス━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】
「第 20 回いたばし産業見本市」開催のご案内＜板橋区公社＞
─────────────────────────────
板橋区は都内有数の工業集積地であり、光学・精密機器産業を始
めとして、多数の実力ある企業が事業を展開しています。「製造と
加工技術展」と題した＜いたばし産業見本市＞では、このような板
橋区の産業特性を活かし、多くの製造業の企業による優れた製品・
技術の展示はもちろん、幅広い産業を支えている区内企業の技術、
板橋発の新製品もご紹介します。
■日 時：平成 28 年 11 月 10 日（木）10：00～18：00
11 月 11 日（金）10：00～17：00
■会 場：板橋区立東板橋体育館（東京都板橋区加賀 1-10-5）
■開催規模：出展企業・団体数（予定） 約 120 社
来場者数（予定） 約 2,500 名
■入場料：無料
※いたばし産業見本市ホームページより、事前登録をしていただく
とスムーズにご入場いただけます。
事前入場登録フォーム：http://www.itabashi-iie.jp/pre_registration/
■セミナー：無料 要申込
※上記、事前入場登録フォームよりお申込ください。
○「日本の医療機器開発・製品化の課題と今後の展望
～植込型補助人工心臓の開発に係る中から学んだこと～」
日時：11 月 10 日（木） 11:15～12:15
講師：東京都健康長寿医療センター長 許 俊鋭 氏
○「長寿企業にみる企業の発展（長寿企業に共通する特徴）
」
日時：11 月 10 日（木） 14:00～15:00
講師：元日刊工業新聞社社長
電気通信大学特任教授 千野 俊猛 氏
○「ジェットエンジン部品と加工技術」
日時：11 月 11 日（金） 10:30～12:30
講師：株式会社 IHI 航空宇宙事業本部生産センター
主任調査役 落合 宏行 氏
○「町工場発！女社長の経営改革と人財改革」
日時：11 月 11 日（金） 13:50～15:20
講師：ダイヤ精機株式会社 代表取締役 諏訪 貴子 氏

○「小説「下町ロケット」に学ぶニッチトップ企業になるための」
知財戦略・経営戦略
日時：11 月 11 日（金） 15:40～16:40
講師：弁護士/弁理士 鮫島 正洋 氏
■お申込及び詳しくは
URL: http://www.itabashi-iie.jp/
■お問合せ
いたばし産業見本市実行委員会事務局
（
（公財）板橋区産業振興公社内）
TEL：03-3579-2191
E-mail:iie@itabashi-kohsha.com
▽展示会・イベント━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】東京都・板橋区「医工連携交流会」in 帝京大学医学部付属
病院 参加者募集＜東京都・板橋区公社＞
─────────────────────────────
帝京大学医学部付属病院、板橋区との合同クラスター研究会と
なります。関係機関の参画及びマッチングの促進を目的として、
臨床現場での医療機器開発に係わるニーズ（お困りごと）を発表
いただきます。また、研究会後には、医療者等との交流会も設け
られます。多くの方のご参加をお待ちしております。
■日 時：平成 28 年 12 月 13 日（火）13：00～19：00
■会 場：提供大学 板橋キャンパス 臨床大講堂
（東京都板橋区加賀 2-11-1 本部棟 2 階）
■定 員：200 名
■参加費：無料
■対象者
医療機器産業・医工連携に関心をお持ちの臨床機関、大学、研究
機関、製販企業、ものづくり企業、その他行政・支援機関の方
■スケジュール
13：00～13：30 開会挨拶
13：30～17：15 臨床ニーズ発表
（医療者から 20～30 テーマの発表を予定）
17：30～19：00 医療者との交流会
■お申込及び詳しくは

URL：https://ikou-hub.tokyo/
■お問合せ
東京都医工連携 HUB 機構
TEL ：03-3502-6501
▽展示会・イベント━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】
「技能際」開催のご案内＜都立中央・城北職業能力開発セン
ター板橋校＞
─────────────────────────────
職業訓練施設を公開し、職業訓練科目の紹介、実演、体験コー
ナーを設けて都民の皆様に職業訓練の内容やその成果などをご紹
介するとともに、工作教室を実施し、『ものづくり』の楽しさを体
験していただくことができます。
また、催しや作品の展示・即売などを実施します。多くの皆様の
ご来場をお待ちしております。

■

日 時：平成 28 年 11 月 3 日（木・祝）10：00～15：00

■

会 場：都立中央・城北職業能力開発センター板橋校
（板橋区舟渡 2-2-1）

■開催概要
≪工作教室 ものづくりを楽しもう≫
※抽選受付方法…指定時間に集合後、くじ引き
○自動車車体整備科 1 年
・マグネシウム燃料電池カーの製作 午前・午後各 10 名 抽選
○機械加工科
・笛の製作 午前・午後各 30 名 先着順
○実務作業科
・電話メモ帳づくり 午前・午後各 45 名 先着順
・フライングディスクづくり 午前・午後各 45 名 先着順
○三次元ＣＡＤ科
・3D お絵描き 午前・午後各 10 名 抽選
≪実習・実演・体験コーナー≫
・自動車板金作業実演
・マシニングセンタ機械実演
・名前入りキーホルダー進呈（抽選、午前・午後各 20 名）
・射出成形体験（プラスチック製品製作）

・製作ゲーム体験（午前・午後各 15 名、先着順）
・三次元ＣＡＤ操作の体験
・不思議な風船の実演
・認知症介護体験
■詳しくは
URL: http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/school/skill/ginousai/itabashi.html
■お問合せ
東京都産業労働局 雇用就業部 能力開発課 技能振興担当
TEL：03-5320-4715
▽セミナー・講座━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】
「創業 4 分野マスターコース」参加者募集＜板橋区＞
─────────────────────────────
板橋区内での創業を志す方や創業後間もない方が、創業に必要な
4 分野の授業コース「創業 4 分野マスターコース」を受講した後、
板橋区より「受講証明書」の交付を受けた場合、創業時に様々な
優遇措置を受けることができるようになりました。
11 月開催分についてご案内いたします。
※12 月、1 月の開催はございません。
■日 時
≪11 月分≫各回 18:00～21:00
平成 28 年 11 月 2 日（水）
、9 日（水）、16 日（水）
、30 日（水）
■対 象
1．板橋区内での創業を志す方
2．創業後概ね 5 年以内の区内中小企業者等
（個人事業主も含みます）
※いずれもお住いは板橋区外でもかまいません。
■会 場：板橋区立企業活性化センター
（板橋区舟渡 1-13-10 アイ･タワー2 階）
■内 容：経営、人材育成、財務、販路開拓
■費 用：無料
■申込方法及び詳しくは
URL：http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_kurashi/060/060788.html
■お問い合わせ
板橋区 産業経済部 産業振興課
TEL：03-3579-2172
▽セミナー・講座━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【5】いたばし企業塾「なぜ、日本で初めて遠隔医療サービスを
しようと思ったのか」参加者募集＜板橋区＞
─────────────────────────────
急成長ベンチャー企業が医療分野に参入。社長より、解決したい
医療の課題と今後の未来図についてお話いただきます。
■日 時：11 月 16 日（水）18：00～20：00（懇親会 20 時～）
※開場予定時間は 17：30 となります。
※開場前でも、商談、作業等にご利用頂ける休憩スペースがござい
ます。
■会 場：板橋区立企業活性化センター研修室
（板橋区舟渡 1-13-10 アイ･タワー2 階）
■対 象：起業を検討されている方、起業に興味のある方、会社経営
者（個人事業を含む）
、起業関連のビジネスに従事されて
いる方
■講 師：春日博文（ポート株式会社代表取締役）
■定 員：35 人（先着順）
■参加費：1000 円
※当日受付にて申し受けます。
※懇親会に参加される方は、別途実費がかかります。懇親会のみの
ご参加はご遠慮ください。
※学生の方には、簡単な作業（資料配布、会場設営、受付等）をお
手伝い頂く代わりに、受講料が無料となる「学生ボランティア制度」
があります（詳しくはお問い合わせ下さい）
。
■申込期限 ：11 月 15 日（火）まで

■

お申込及び詳しくは
URL：goo.gl/12FNBp（ショート URL になります）

■

お問合せ
板橋区立企業活性化センター
TEL：03-5914-3145
▽セミナー・講座━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】人材定着促進セミナー参加者募集＜板橋区＞
─────────────────────────────
人材の確保は年々厳しさを増し、企業にとっては重要な経営課
題です。今回は、苦労して採用した人材の育成、定着促進につい
て考えるセミナーです。
本セミナーでは、中小企業の「人」に関する課題解決を行う専
門家の視点で、早期離職の原因と対策、またその防止策について、

様々な角度から、従業員の定着のためのノウハウをお伝えします。
■日 時：平成 28 年 11 月 17 日（木）10：30～11：30
■会 場：ハイライフプラザいたばし
（東京都板橋区板橋 1-55-16）
■対 象：板橋区で事業を営む企業
■講 師：岸川 宏 氏
株式会社アイデム人と仕事研究所 所長
■参加費：無料
■申込期限：平成 28 年 11 月 16 日（水）まで
■お申込及びお問合せ
ヒューマンタッチ株式会社
TEL:03-6388-0115
※板橋区「板橋区若者サポート事業」の受託会社です。
▽セミナー・講座━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】中小企業の経営戦略セミナー「社員のメンタル不全を防ぐた
めには」参加者募集＜板橋法人会＞
──────────────────────────────
本セミナーではメンタルヘルスに精通している赤澤 将先生をお
招きし、メンタルヘルスが会社経営を揺るがす問題となりつつある
中で、新たに求められている企業の安全・健康配慮義務についての
理解や労災補償・損害賠償などとの関連性について解りやすく解説
いたします。
■日 時：平成 28 年 11 月 8 日（火）18:30〜20:30（開場：18:00）
■会 場：板橋法人会館 3 階会議室（板橋区氷川町 39-2）
■対 象：経営者及びそれに準ずる方
■講 師：赤澤 将 氏（社会保険労務士 ・精神保健福祉士）
■受講料：一般（非会員）
：1,000 円
板橋法人会会員：無 料
■定 員：50 名
■申込期限：平成 28 年 11 月 6 日（日）

■お申込及び詳しくは
URL: http://www.itabashi-houjinkai.or.jp/seminar/20161108_keieisenryaku.html
■お問合せ
（公社）板橋法人会事務局
TEL:03-3964-1413
▽セミナー・講座━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】海外展開チャレンジセミナー参加者募集＜都公社＞
─────────────────────────────
海外展開に興味をお持ちの都内中小企業の皆様に向けた知識・
ノウハウのご提供のため、セミナーを下記の通り開催致します。
■日 時：平成 28 年 11 月 11 日（金）14：00～17：00
■会 場：ヒューリックカンファレンス 3F ROOM4
（東京都台東区浅草橋 1-22-16 ヒューリック浅草橋ビル）
■定 員：50 名 （ 先 着 順 ）
■スケジュール
≪第 1 部 14：05～15：00≫
○タイトル：
「タイを中心とする ASEAN ビジネスの魅力 ASEAN ビジ
ネス参入の課題と中小企業のチャンス」
○講 師：公益財団法人東京都中小企業振興公社
国際事業課プランマネージャー 矢島 洋一氏
≪第 2 部 15：10～16：10≫
○タイトル：
「海外で通用する革新的製品の開発ストーリーと ASEAN
市場に向けた戦略」
○講 師：株式会社 WASARA 代表取締役 伊藤 景一郎氏
■お申込及び詳しくは
URL：http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1610/0006.html
■お問合せ
（公財）東京都中小企業振興公社 国際事業課
TEL：03-5822-7241
▽セミナー・講座━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】防災・耐震セミナー「防災と減災～阪神・淡路大震災の経験
から学ぶ」参加者募集＜西京信用金庫＞
──────────────────────────────

日本銀行神戸支店・支店長在任時に阪神・淡路大震災に遭遇した
遠藤勝裕氏に貴重な経験から得た「防災」と「減災」の心構えにつ
いてお話しいただきます。
■日 時：平成 28 年 11 月 17 日（木）15：00～17：15
■会 場：西京信用金庫 本店 7 階集会室
（新宿区新宿 4-3-20）
■講 師：遠藤 勝裕 氏
（独立行政法人日本学生支援機構理事長、東京都教育委員会委員）
■参加費：無料
■定 員：200 名
■申込期限：平成 28 年 11 月 10 日（木）
■お申込及び詳しくは
URL: http://www.shinkin.co.jp/saikyo/
■お問合せ
西京信用金庫 地域貢献部
TEL:0120-319-150 FAX:03-3356-5595
▽セミナー・講座━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業 微細加
工プラットフォーム「薄膜実践セミナーⅡ」開催のご案内
＜産総研＞
──────────────────────────────
前半は、スパッタ堆積法による機能性薄膜、後半は、2 次元半導
体材料等について取り上げます。オーサーズ・インタビューの時間
を設けましたので、講師の方々に個別に質問をすることが可能です。
後日行われる実習では、NPF の装置を使用して SrTiO3 誘電体薄膜
形成・熱処理と、結晶性・電気特性評価などを盛り込み、機能性薄
膜開発の基礎的なスキルを獲得していただけるように期待していま
す。
≪講義≫
■日 時：平成 28 年 11 月 15 日（火）12：55～17：30
■会 場：産業技術総合研究所つくば中央 2‐12 棟第 6 会議室
https://ssl.open-innovation.jp/npf/training/h28-3/index.html

■参加費：無料
■定 員：90 名（先着順、参加登録をお願いします）
■プログラム
12:55-13:00 「はじめに」 産総研 共用施設ステーション 多田哲也
13:00-13:40 「スパッタリングで作る機能性超格子薄膜とその応用
～相変化メモリからトポロジカル絶縁体まで～」
産総研 ナノエレクトロニクス研究部門 富永淳二
13:40-14:20 「機能性酸化物材料のスパッタリング」
株式会社アルバック超材料研究所 水野雄介
14:20-14:50 「スパッタリング法による MgNbAlN 圧電薄膜の開発」
産総研 製造技術研究部門 上原雅人
14:50-15:10 休憩（オーサーズインタビュー）
15:10-15:40 「プラズマ CVD を用いたグラフェンの合成、評価、
デバイス応用」
産総研 ナノ材料研究部門 沖川侑揮
15:40-16:10 「2 次元層状半導体 MoS2 の MOSFET 応用」
産総研 ナノエレクトロニクス研究部門 森 貴洋
16:10-16:25 「ナノプローバーによる Hall 効果測定」
産総研 ナノプロセシング施設（NPF） 大塚照久
16:25-16:40 「原子層堆積（ＡＬＤ）装置の利用事例～Al2O3 ゲー
ト絶縁膜、TiO 酸化物チャンネル、NbN 超伝導膜～」
産総研 ナノプロセシング施設（NPF） 山崎将嗣
16:40-17:00 オーサーズインタビュー
≪実習≫
■日 時：平成 28 年 12 月～平成 29 年 2 月の間の 3 日間
■会 場：産業技術総合研究所つくば中央 2-12 棟
ナノプロセシング施設（NPF）
■参加費：50,000 円/人
■定 員：3 名（同時に実施します）
■内 容：NPF の装置を使用して SrTiO3 誘電体薄膜形成・熱処理
と結晶性・電気特性評価など、機能性薄膜開発の基礎的なスキル
の実習。
■お申込及び詳しくは
URL: https://ssl.open-innovation.jp/npf/training/h28-3/book/index.html
■お問合せ
国立研究開発法人 産業技術総合研究所

TIA 推進センター 共用施設運営ユニット・共用施設ステーション
ナノプロセシング施設
E-mail：tia-npf-school3@aist.go.jp
▽展示会・イベント━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【11】
「大手・商社ジェグテック商談会」開催のご案内
＜中小機構＞
──────────────────────────────
独立行政法人中小企業基盤整備機構（中小機構）は、中小企業者
との取引や連携を希望する大手企業との商談会を下記のとおり開催
します。
■日 時：平成 28 年 11 月 25 日(金）
■会 場：中小機構 会議室（東京都港区虎ノ門 3-5-1）
■参加費：無料（事前予約制）
■申込期限：平成 28 年 11 月 10 日（木）12：00 まで
■お申込及び詳しくは
URL: http://www.smrj.go.jp/kanto/seminar/099082.html
■お問合せ
中小機構 関東本部 販路開拓部マーケティング支援課
担当：打田、平井、武藤
TEL：03-5470-1638
▽展示会・イベント━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【12】
「大手ロボットメーカー・ジェグテック商談会」開催のご案内
＜中小機構＞
──────────────────────────────
独立行政法人中小企業基盤整備機構（中小機構）は、中小企業
者との取引や連携を希望する大手ロボットメーカーとの商談会を
下記のとおり開催します。

■

日 時：平成 28 年 12 月 14 日(水）

■

会 場：中小機構 会議室（東京都港区虎ノ門 3-5-1）

■

参加する大手企業

川崎重工業株式会社

■

参加費：無料（事前予約制）

■

申込期限：平成 28 年 11 月 18 日（金）まで

■

商談会お申込及び詳しくは
URL:http://www.smrj.go.jp/kanto/seminar/099084.html
※また同日開催の「ロボット活用による新分野展開セミナー」の
お申込みも受け付けております。
≪セミナーテーマ≫
「産業ロボットの活用による新分野展開、ロボット活用の可能性
について」
≪講 師≫川崎重工業株式会社 ロボットビジネスセンター
営業企画部 副部長 真田知典氏 ほか
≪日 時≫平成 28 年 12 月 14 日（水）10 時 30 分～12 時
≪定 員≫150 名
≪申込期限≫平成 28 年 12 月 12 日正午
（定員に達し次第、申込受付を終了いたします）
≪セミナーお申込及び詳しくは≫
URL:http://www.smrj.go.jp/kanto/seminar/099085.html

■

お問い合わせ
中小機構 関東本部 販路開拓部マーケティング支援課
担当：打田、平井、武藤
TEL：03-5470-1638
▽補助金・助成金━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【13】
「平成 28 年度節電対策設備等導入費用助成事業」のご案内
＜都公社＞
──────────────────────────────
都内中小企業の方が、自家発電設備、蓄電池、LED ランプ等を導
入する際に、その費用の一部を助成します。この度、申請期間を延
長しましたので、お知らせいたします。
■助成対象となる設備
（１）自家発電設備
（２）蓄電池
（３）デマンドコントローラー
（４）進相コンデンサ
（５）インバータ
（６）LED ランプ
■助成対象事業：都内の中小企業者及び中小企業グループ

■助成対象経費
設備の導入に必要な「設備費」
、
「設計費」及び「工事費」のうち、
公社が必要かつ適切であると認める経費
■助成率：助成対象経費の 1/2 以内
※中小企業グループは 2/3 以内（LED ランプの場合は 1/2 以内）
■助成限度額：1,500 万円（LED ランプの場合は 1,000 円）
■申請期限：平成 28 年 12 月 22 日（木）まで
■お申込及び詳しくは
URL：http://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/setsubijosei/jikahatsu.html
■お問合せ
（公財）東京都中小企業振興公社 企画管理部 設備リース課
TEL：03-3251-7889
▽補助金・助成金━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【14】革新的サービスの事業化支援事業「東京発！新サービス事
業モデルの創出」のご案内
＜都公社＞
──────────────────────────────
本支援事業では、東京発の新しいサービス事業モデルの創出と
早期の事業化を促進するため、事業化等に要する経費の一部を助
成するとともに、サービス担当マネージャーによるハンズオン支
援を実施します。このたび、申請受付を開始しましたので、お知
らせいたします。
■申請書提出希望日の申込期限
平成 28 年 11 月 16 日（水）17：00 まで
■申請書類提出日
平成 28 年 11 月 18 日（金）～11 月 25 日（金）の間で公社が
指定する日時

■

事業内容
(1)経費の助成
ア．助成対象期間
交付決定日から平成31年2月28日まで（2年間）
なお、助成対象期間は２期に分かれます。
【第1期】交付決定日から平成30年2月28日
【第2期】平成30年3月1日から平成31年2月28日
各期終了後に実績を確認・検査した上で、助成金を交付します。

イ．助成限度額：2,000万円
ウ．助成率：助成対象と認められる経費の1/2以内
エ．助成対象経費
革新的サービスの事業化等に要する経費の一部
(2)サービス担当マネージャーによるハンズオン支援
ア．事業計画のブラッシュアップ
事業性の観点から、事業計画の課題と方向性を提示し、具体性の
高い事業計画に向けた助言を行います。
イ．事業化に向けた実行支援
事業の進捗状況に応じて、販路開拓や資金調達等の助言・支援施
策のコーディネートを行います。
■申請資格
ビジネスモデルが優れていると認められ、表彰・助成・支援を受け
ているなど、資格要件がございます。
詳しくは募集要項をご確認ください。
■お申込及び詳しくは
URL: http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1610/0004.html
■お問合せ
（公財）東京都中小企業振興公社 経営戦略課 請川・山中
TEL：03-5822-7232
▽その他━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【15】～職場で取り組む健康づくり～「オフィス de エクササイズ」
参加事業所募集＜東京商工会議所・東京都＞
─────────────────────────────
申込企業にインストラクターを無料で複数回派遣し、運動不足
に伴うリスクや身体活動量を増やすことによる健康づくりの説明
や職場で気軽に取り組むことのできる運動プログラムを提供いた
します。
■対 象
・都内に所在する中小企業をはじめとする「会社」
、「会社以外の
法人」
、
「個人事業主」
・都内に所内する企業等の事業所（営業所や支店単位でのお申し
込みも可能）
■運動プログラム
申込企業にインストラクターを派遣し、運動プログラムを提供し
ます。
1 企業あたり、2～4 回程度、1 回あたり 60 分程度で以下のメニュ
ーを実施します。

(1)オリエンテーション
当日のプログラムの説明や健康状態の把握
（健康講話）
運動不足が招くリスクや運動不足解消のためのポイントを説明
(2)ウォーミングアップ
オフィスにある椅子などを使い簡単な体操を実施
(3)チャレンジタイム
その場で簡単な体力測定を行い、自身の体力をチェック
(4)オフィス de エクササイズ
肩こり、足のむくみなど働き盛り世代が抱える様々なトラブルを
軽減・予防するための運動プログラムを実施
■お申込及び詳しくは
URL: http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2016/09/23/17.html
■お問合せ
東京商工会議所 サービス・交流部
TEL：03-3283-7681
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
当公社ＨＰ（http://itabashi-kohsha.com/）
配信停止をご希望の方は、当公社 HP 右下の「メールマガジンの
登録」より、メールアドレスをご入力いただき、削除にチェック
を入れて、送信してください。
─────────────────────────────

************************＊＊＊＊＊
中小企業サポートセンター/
公益財団法人板橋区産業振興公社
〒173-0004 板橋区板橋 2-65-6
電話：3579-2175 FAX：3963-6441
E メール：ispc@itabashi.or.jp
＊＊＊＊＊************************

