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事務局だより                             

 

SNBC NEWS 1月 
 

謹んで新年のお慶びを申し上げます。まだまだコロナ禍の厳しい状況が続い

ておりますが、2021 年が皆様にとって素晴らしい一年になることを心よりお祈

り申し上げます。 
 

１２月の事務局の動きについて報告します。 

  

中部部会 第 243 回 2020年 12 月 ＮＢサロン 

講師を、あいおいニッセイ同和損保㈱ 静岡支店業務推進マネジャー 

武井 亮 様にお願いし、テーマ『 近未来と保険会社 』について配信い

たしました。 
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 「令和２年度化粧品スキルアップセミナー(オン

ライン)」開催のご案内  

産業振興財団 

からのお知らせ 

お知らせ                            

静岡県産業振興財団フーズ・ヘルスケアオープンイノベーションセンターでは、静岡

県健康福祉部・独立行政法人日本貿易振興機構と共催で、「令和２年度化粧品スキル

アップセミナー」を開催します。この機会に是非ご参加ください。 

 

 詳しくはこちら：http://www.fsc-shizuoka.com/info/r2_cosmeskillupseminar/ 

 

1.日  時 ：令和 3 年 2月 5日(金) 13：30～16：00 

2.開催方法 ：ウェブセミナー（ZOOM使用） 

3.参加対象者：・化粧品関連業者（製造販売業者、製造業者、販売元他） 

       ・化粧品分野に参入を希望する者 

4.実施規模 ：接続する回線数は 80回線 

5.内  容 ：講演(1)化粧品海外市場の現状について 

           (一社)ジャパン・コスメティックセンター  

       講演(2)化粧品の主に中国輸出へ向けた輸出規制、 

           留意点(独)日本貿易振興機構 

6.参 加 費：無料 

7.申込締切日：令和 3 年 1月 15 日(金)17：00 

 

【問合せ先】静岡県健康福祉部生活衛生局薬事課薬事審査班 

      TEL：054-221-2869 FAX：054-221-2199  

      E-mail：yakuji@pref.shizuoka.lg.jp 

 

「フーズ・ヘルスケアオープンイノベーショ

ン プロジェクトセミナー(オンライン)」開

催のご案内  

静岡県産業振興財団フーズ・ヘルスケアオープンイノベーションセンターでは、新型 

コロナウイルス感染症の流行により、巣ごもり消費の増加など消費者行動が大きく変

化している中で、今後の経営方針の検討に参考となるよう、消費者動向の変化及び危

機管理戦略を学ぶオンラインセミナーを開催します。 

 

 詳しくはこちら：http://www.fsc-shizuoka.com/info/foodsseminar/ 

 

1.日  時 ：令和 3 年 2月 3日(水) 13：30～16：10 

2.開催方法 ：ウェブセミナー（ZOOM使用） 

3.参加対象者：県内の食品製造や販売等の事業者（農林漁業者を含む） 

4.参 加 費：無料 

5.プログラム：講演：コロナ禍での県内消費者動向について 

       講師：(一財) 静岡経済研究所 研究部長 川島 康明 氏 

       講演：食品業界における危機管理戦略（BCP）について 

       講師：(一社) 静岡県中小企業診断士協会 副会長兼専務理事  

下田 悟 氏 

http://www.fsc-shizuoka.com/info/r2_cosmeskillupseminar/
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6.視聴方法 ：あらかじめ ZOOMのダウンロードをお願いします。 

       2月 1日(月)にセミナー招待 URLをお送りしますので、 

そこからご参加ください。 

7.申込締切 ：令和 3 年 1月 29 日(金) 

 

【問合せ先】公益財団法人静岡県産業振興財団 

      フーズ・ヘルスケアオープンイノベーションセンター 

      TEL： 054-254-4513 FAX：054-253-0019 

      E-mail:newfoods@ric-shizuoka.or.jp 

「ＢＣＰ入門編策定セミナー2021」開催のご案内  

静岡県と(一社)静岡県中小企業診断士協会の主催により、県内 4 会場で「BCP 入門編

策定セミナー」を開催いたします。この機会に、是非、ご参加ください。 

 

 詳しくはこちら：http://www.shindan-shizuoka.jp/ 

         （静岡県中小企業診断士協会 HPトップページの中段） 

 

1.開催日会場：焼津会場：令和 3年 2月 5 日(金) 焼津商工会議所 2 階会議室 

       伊豆会場：令和 3年 2月 9 日(火) 修善寺総合会館大研修室 

       沼津会場：令和 3年 2月 12日(金) コンベンションぬまづ 407会議室 

       磐田会場：令和 3年 2月 19日(金) 磐田商工会議所 3 階大ホール 

       ※なお、後日、県ホームページから「BCP 入門編策定セミナー」の状

況を随時配信いたします。 

2.申込方法 ：参加申込フォーム（ https://forms.gle/WSEuGdcU6ChtG2F88 ）から 

       お申込みください。 

       フォーム送信ができない方は 

       (1)参加希望回、(2)個別相談会の希望の有無、(3)社名（団体名）、

(4)氏名、(5)メールアドレス、(6)電話番号、(7)住所をご記入のう

え 、 件 名 を 「 BCP セ ミ ナ ー 」 と し て 、 seminar01@shindan-

shizuoka.jp まで、メール送信願います。 

3.申込期限 ：焼津・伊豆会場（1月 29日）、沼津・磐田会場（2月 5日） 

4.定  員 ：全会場共通で 30 名 

 

【問合せ先】一般社団法人 静岡県中小企業診断士協会 

      (静岡市葵区御幸町 3-21 ペガサート 3F) 

      TEL：054-255-1255 FAX：054-255-1256  

      E-mail： seminar01@shindan-shizuoka.jp 

      WEBサイト http://www.shindan-shizuoka.jp/ 

 

http://www.shindan-shizuoka.jp/
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米日カウンシルガバナーズ・サークル実行委員会（静岡県，長野県，岡山県，広島

県，福岡県，大分県）、ジェトロ広島では、「シリコンバレー最新ビジネストレン

ド」WEB セミナーを２回にわたり開催いたします。イノベーションの聖地シリコンバ

レー。次々と新しい技術、アイディアが生まれ、花咲く仕組み、「エコシステム」が

形成されており、GAFA をはじめとする世界的有名企業などにより「イノベーション」

が生まれています。 

 本セミナー第１回は、現地の最新トレンド・事例について解説するとともに、現地

ビジネスで必須のシリコンバレー流のプレゼンテーション・商談スキルについて紹介

します。 

 第２回は、特にベイエリアにおけるヘルスケア市場に着目し、現地の市場概況や最

新トレンドについて解説します。 

 

詳しくはこちら：https://www.jetro.go.jp/events/hir/6cc85b80c4f41765.html 

 

1.開催形式  ：ZOOM ウェビナー 

2.参加費用  ：無料 

3.定  員  ：各回 80名 ※先着順 

4.対象企業  ：静岡県・岡山県・広島県・福岡県・大分県内に事業所を有する企業 

5.開催日テーマ：第 1 回 2021.1.15(金）9時 30 分～11時 15分（日本時間） 

           「成功するアメリカでのセールス活動」 

        第 2 回 2021.1.22(金）9時 30 分～11時 15分（日本時間） 

           「アメリカ西海岸のヘルスケア市場」 

6.申込期限  ：第 1 回：令和 3年 1月 13日(水) 17:00  

        第 2 回：令和 3年 1月 20日(水) 17:00  

            ※ウェブサイトにて受講者毎にお申込みください。 

 

【問合せ先】ジェトロ広島（担当：上江洲(かみえす)） 

      TEL：082-535-2511 FAX：082-535-2516 E-mail：hir1@jetro.go.jp 

 

 

「シリコンバレー最新ビジネストレンド WEB セミナ

ー」のご案内 

https://www.jetro.go.jp/events/hir/6cc85b80c4f41765.html
mailto:hir1@jetro.go.jp

