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平成27年度「事業報告と決算」を承認
　産業振興財団では、６月８日に理事会及び６月24日に評議員会を開催し、平成27年度の事業報告及び決
算が承認されました。
　平成27年度の我が国の経済は、緩やかな回復基調が続き、企業収益は全体的
に改善傾向をたどりましたが、円の乱高下や個人消費の落ち込みなどの影響もあ
り、中小企業の業況は必ずしも好調とはいえない状況でした。
　このようななか、当財団は市内産業振興のため、各種事業の推進に取り組みま
した。
　経営相談や技術相談のほか、専門家による企業訪問の実施や、地域の支援機

関と連携した「起業応援セミ
ナー」などに取り組み、新た
に開始した「明石夕学サテライト」講座は年間30回開催
し、延べ500人超の参加がありました。
　貸館運営においても、利用者増及び稼働率向上を図る
様々な取り組みを実施して、収益を確保するとともに節
電対策や経費節減に努め、その結果、平成27年度決算
は、前年に引き続き黒字となりました。

～相談窓口を利用しませんか～
　明石市産業振興財団では、地域の企業や起業を目指す方の課
題解決をはかるため専門家による相談窓口を設置しています。
　これまで多くの方々が利用し、様々な課題を解決しています。
　経験豊富な専門家が、個々のご相談内容に応じた解決策を相
談者と共に考えます。ぜひお気軽にご連絡ください。

専門家による相談窓口のご案内

専門家による経営相談（要予約）

毎週火～土曜日
10:00～17:00

中小企業診断士・税理士等

起業・第二創業（要予約）

毎週火～土曜日
10:00～17:00

中小企業診断士・税理士等

発明・特許（要予約）

毎週火～土曜日
10:00～17:00
兵庫県発明協会

技術相談
毎週火～金曜日
10:00～17:00

明石テクノネットワーク

経営相談
毎週火～木曜日
10:00～15:00
明石商工会議所

梅木 勝治 理事長



本年度も4月から「明石夕学サテライト」を開講しています。
今期も多彩な講師陣が登壇し、大変好評いただいております。

慶應MCC　ライブ中継講座　明石夕
せ き

学
が く

サテライト　好評開催中

皆様の声 ～アンケートより抜粋～
7月は、4回開催予定です。皆様のご参加お待ちしております。

7/1（金） 鎌田 浩毅
京都大学教授・地球科学者

「日本列島に迫り来る火山と地震の危機
―「大地変動の時代」を生き延びる―」

7/8（金） 小松 和彦
国際日本文化研究センター 所長

「日本の妖怪文化―その歴史と特徴―」

7/13（水） 一條 和生
一橋大学大学院国際企業戦略研究科 研究科長 教授・IMD 特任教授

「実践経験を通じて培った実践知としての「リーダーシップの哲学」
- リーダーシップ・ジャーニーを歩むために -」

7/28（木） 名和 高司
一橋大学大学院国際企業戦略研究科 特任教授

「CSV 経営―高収益と社会問題の同時解決を目指す」

平成28年度　国内外の展示会等への販路開拓助成企業　決定！

～がんばる明石の企業を応援します～
　財団では、市内中小企業の皆様が開発した製品や技術の販路開拓を支援するため、展示会・見本市へ出展
する際の出展料等の一部を助成する企業を募集していましたが、平成28年度の採択企業が次のとおり決定
しました。

No. 企業名
展示会・見本市

出展する技術／製品の概要
名称 開催期間 開催地

1 アサヒ産業
株式會社

FOOMA
JAPAN2016

（国際食品工業展）
6/7～10 東京

ビックサイト

ミニマルチスライサー、水平
切機、レシプロスライサー、
コンベアプレス機、万能型成
機、サイクルテンダーを出展

2 森合精機
株式会社 2016洗浄総合展 10/19～21 東京

ビックサイト

ヒューマン・ロボット洗浄機、
ス マ ー ト ・ ス ピ ン 洗 浄 機 、
GRAFINER（残留異物自動測
定器）、水分・乾燥度測定装
置を出展

※平成29年度の助成については、当財団までお問い合わせください。

■後期講座について
　後期講座に関する詳細は、8月下旬以降に順次HP等でお知らせする予定です。
　どうぞ、後期プログラムもご期待ください。

話法・論法が一流、聞く側にとって具体的。
話しのネタが多く、使えそうなキーワードがあった。

業界における一線級の方のお話を聞けた。

質問に対する回答が明快でわかりやすかったです。

会社からチケットの配布があり参加しました。

たくさんの発見がありました！



これからの講座・セミナーなどの開催予定

財団から施設に関するお知らせ

■開館日のお知らせ
　財団が管理運営を行っている3館≪産業交流センタ―・勤労福祉会館・中高年齢労働者福祉センター（サ
ンライフ明石）≫では、祝日の月曜日（勤労福祉会館は火曜日）を開館いたします。

産業交流センタ―

 7月18日（月）：海の日
 9月19日（月）：敬老の日
10月10日（月）：体育の日
 1月 9日（月）：成人の日

勤労福祉会館  5月 3日（火）：憲法記念日  （実施済）

中高年齢労働者福祉センター
（サンライフ明石）

 7月18日（月）：海の日
 9月19日（月）：敬老の日
10月10日（月）：体育の日
 1月 9日（月）：成人の日

■明石市立産業交流センターは
平成29年5月以降ご予約いただけません。

　明石市立産業交流センターは、中核市移行に伴う保健所設置の準備
工事を行う計画があり、平成29年5月以降の使用予約の受付ができま
せん。ご了承ください。

セミナー名等 テーマ（内容） 実施予定日

金融・経済セミナー（2回） 投資の基礎の基礎
マイナス金利とお金の居場所

7月 7日
7月14日

産業財産権セミナー 「会社のヒミツを守るには」
－事業発展に欠かせない営業秘密管理― 7月12日

神戸学院大学公開セミナー ポジティブ心理学：やる気と元気を引き出すコミュニケーション 7月22日
神戸学院大学健康セミナー
【勤労福祉会館にて開催】

健康寿命をのばそう
～ロコモティブシンドロームについて栄養学の視点から～ 8月 5日

明石高専技術講演会 事業展開の参考になる産業技術や知識をわかりやすく講演 9月
明石高専技術実習講座 「切削加工（旋盤加工）の基礎を学ぶ」会場：明石高専 9月

※詳細は、HP（http://www.aicc.or.jp/）・広報あかし等で順次お知らせします。
申込・お問合は財団事務局へ  TEL078-936-7917　FAX078-936-7916　E-mail：info@aicc.or.jp

金融・経済セミナー 明石高専　技術実習講座
（シーケンスの基礎を学ぶ）

ものづくり支援セミナー in 明石

■皆様のお役に立つセミナー・講座を開催しています



“明石ものづくり企業紹介”サイト（http://www.aicc.or.jp/mono/）で
あなたの会社を全国・世界に情報発信しませんか

“明石ものづくり企業紹介”サイトは、明石市内を中心に地域産業を牽引する企業の情報を
広く市内外に発信し、販路開拓や業務提携等にお役立ていただくために開設しています。

★ビジネスに情報発信は不可欠です。自社のホームページがあってもなくても、
“明石ものづくり企業紹介”サイトで情報発信ツールを増やしましょう！

■ 特　徴
①インターネットを利用した企業情報発信サイトです。
②企業の基本情報、得意分野、特徴などの情報が発信できます。
③写真・図を最大3枚掲載でき、ビジュアルに表現できます。
④所在地の地図を表示。企業案内としても役立ちます。
⑤50音別・業種別の検索機能も充実しています。
⑥情報の更新処理は財団が行います。
⑦掲載費用は不要です。
⑧ トップページの「最新のお知らせ」欄には、財団や国、大学、各種企業

支援機関からのセミナーや補助金等の役立つ情報を掲載しています。

登録申し込みは簡単です！
まずは、明石市産業振興財団までご連絡ください。
　TEL 078-936-7917　FAX 078-936-7916
　E-mail：info@aicc.or.jp

明石市産業振興財団の登録例

産業交流センター3Ｆ　情報ライブラリーのお知らせ

産業・経営関係の書籍約1,000冊、DVD・ビデオ570本の資料があります。
自己啓発・社内研修の教材として、ぜひご活用ください。（貸出無料）

★「明石夕
せき

学
がく

サテライト」で中継された講師の著書も一部取り揃えています。
図書 夕学講師著書⇒夕

大変化　経済学が教える2020年
の日本と世界 夕 竹中　平蔵 アドラーに学ぶ職場コミュニケー

ションの心理学 小倉　広

継続する力 夕 山本　昌 奇跡のモノづくり 江上　剛
悪あがき 夕 山本　昌 超一流の雑談力 安田　正
絶体絶命でも世界一愛される会社に変
える！―2代目女性社長の号泣戦記 夕 石坂　典子 仕事も人間関係もうまくいくANA

の気づかい
ANAビジネス
ソリューション

「廃業寸前」が世界トップ企業に
なった奇跡の物語 駒井　俊雄 DVD
経営者になるためのノート 柳井　正 信用を高める　ビジネスマナーチェック&実践！

全10巻運は創るもの　私の履歴書 似鳥　昭雄
未来を信じ一歩ずつ　私の履歴書 豊田　章一郎 大事故から会社を守る！職場のヒューマンエラー対策
楽天流 三木谷　浩史


