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熊本商工会議所 Express!! (2019/5/15 号)
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇◆
このメールは、熊本商工会議所メールマガジンにご登録頂き
ました方に送付しております。
日々変化する経済環境の中、皆様のお役に立つ情報源の一つ
として、ご活用いただければ幸いです。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇◆
◆平成 30 年度第 2 次補正予算
小規模事業者持続化補助金の公募開始について
https://www.kmt-cci.or.jp/topics/detail.php?id=20190425164502
平成 30 年度補正予算「小規模事業者持続化補助金」につきまして、
4 月 25 日（木）より公募が開始されました。公募対象者は全国の小規
模事業者であり、 対象事業は地道な販路開拓等のための取組を支援
するものです。本補助金に関する公募要領や様式の取得、補助対象者
や補助事業等の詳細については、当該事務局の下記サイトに掲載され
ておりますので、ご確認ください。
【補助金事務局】
http://h30.jizokukahojokin.info/

①日本商工会議所（補助金事務局）への申請書類一式の送付締切
2019 年 6 月 12 日（水）
【最終日当日消印有効】

②採択結果公表 2019 年 7 月末頃予定

③補助事業実施期間
交付決定日（
「交付決定通知書」に記載）～2019 年 12 月 31 日（火）

【問合せ先】熊本商工会議所 経営支援部
TEL:096-354-6688

──────────────────────────────────
◆IT を活用した生産性向上・業務効率化の実現に向けた経営計画策定セミナー
https://www.kmt-cci.or.jp/seminar/detail.php?id=20190508103751
小規模事業者の経営を持続的に発展させるには、「生産性向上」や
「業務効率化」の実現が不可欠となります。そこで持続化補助金の申請において、
作成が必須となっている販路開拓や業務効率化をテーマとした経営計画の策定
方法について分かりやすく解説します。
【日 時】 2019 年 5 月 15 日(水)15：00～17：00
5 月 22 日(水)10：00～12：00
【会 場】 熊本商工会議所 ６F 会議室
（熊本市中央区横紺屋町 10 番地）
【定 員】 各回 90 名 ※先着順
【対 象】 熊本商工会議所管内の小規模事業者
【受講料】 無料

【講 師】熊本県よろず支援拠点コーディネーター／IT コーディネータ
有限会社 Biz Assist 代表取締役 森田欣典 氏
※詳細、申込等につきましては、上記 URL よりご覧ください。
【問合せ先】熊本商工会議所 経営金融課
TEL:096-354-6688

───────────────────────────────
◆キャッシュレス対応を売上ＵＰに繋げるテクニック
https://www.kmt-cci.or.jp/seminar/detail.php?id=20190426171227
近年、キャッシュレスは、インバウンド対策からキャッシュバック
キャンペーンや、消費税引上げによる売上減少対策として小売・サー
ビス事業者を中心に関心が高まっています。
キャッシュレスの基本から最近の動向等を解説し、各種補助金制度
などもご説明いたします。ご参加お待ちしております！
【日 時】 2019 年 5 月 22 日（水）14：00～16：00
【会 場】 熊本商工会議所 ６F 会議室
（熊本市中央区横紺屋町 10 番地）
【定 員】 50 名 ※先着順
【受講料】 無料
【講 師】特定非営利活動法人ヒューリット経営研究所
理事 川 野 太 氏
（IT コーディネーター・ITC インストラクター）
※詳細、申込等につきましては、上記 URL よりご覧ください。

【問合せ先】熊本商工会議所

経営金融課

TEL:096-354-6688

───────────────────────────────
◆食品表示セミナー「食品表示法のポイントと対応策」
https://www.kmt-cci.or.jp/seminar/detail.php?id=20190425095712
2015 年 4 月 1 日に「食品表示法」が施行され、 新しい基準への対応が
求められています。新法に基づく表示への経過措置期限は 2020 年 3 月 31
日と、早急な対応が必要となります。
本セミナーにご参加いただき、本法のポイントや具体的な対応準備
等についての理解を深め、円滑な準備を行いましょう！
【日 時】2019 年 5 月 28 日(火)14：00～16：00
【会 場】 熊本商工会議所 ６F 会議室
（熊本市中央区横紺屋町 10 番地）
【定 員】100 名 ※先着順
【対 象】管内の食品関連事業者等
【受講料】無料
【講 師】熊本県 環境生活部 くらしの安全推進課
参事 櫻森 智也 氏
㈱再春館安心安全研究所 お客様満足室
室長 大石 麻美 氏
※詳細、申込等につきましては上記 URL よりご覧ください。
【問合せ先】熊本商工会議所 経営金融課
TEL 096-354-6688

───────────────────────────────
◆外国人材活用セミナー「改正入管法のポイントと外国人材の活用」
https://www.kmt-cci.or.jp/seminar/detail.php?id=20190411171246
2019 年 4 月の入管法改正により、単純労働分野で初めて外国人労
働者の受入が可能となるなど、 外国人労働者の雇用環境が大きな
転換点を迎えます。
この度、外国人労働者が多い愛知県で在留資格等に特化した行
政書士事務所を経営する田澤行政書士より法改正後の最新情報な
どについてご講演頂きます。皆様のご参加をお待ちしております。
【日 時】 2019 年 5 月 30 日（木）15：00～17：00（14：30 受付開始）
【会 場】ANA クラウンプラザホテル熊本ニュースカイ
6 階「アルシェ」
（熊本市中央区東阿弥陀寺町 2 番地）
【定 員】 100 名 ※先着順
【対 象】 管内中小・小規模事業者
【受講料】 無料
【講 師】 田澤 満 氏
（名古屋国際総合事務所 所長・入管取次行政書士）
※詳細、申込等につきましては、上記 URL よりご覧ください。
【問合せ先】熊本商工会議所 国際室
TEL:096-354-6688

───────────────────────────────

◆多言語音声翻訳アプリを活用した接客講座
https://www.kmt-cci.or.jp/seminar/detail.php?id=20190509131536
今年の秋にラグビー、ハンドボールの世界大会が開催されると世界
各国から多くのお客様が来熊されることが予想されます。
そこで今回、外国人の接客に役立つ「やさしい日本語」について学
び、多言語音声翻訳アプリ VoiceTra《ボイストラ》を使ったワークショ
ップを開催します。ぜひ参加ください。
【日 時】 2019 年 6 月 12 日（水）昼の部 13：30～16：30
夜の部 17：30～20：00
【会 場】 熊本商工会議所 6F 会議室
（熊本市中央区横紺屋町 10 番地）
【定 員】 各回 50 名
【対 象】 熊本市内の小規模事業者等
【受講料】 無料
【講 師】 やさしい日本語ツーリズム研究会 事務局長 吉開 章 氏
やさしい日本語アドバイザー 日本語教師 伊東 佳代 氏
※詳細、申込等につきましては、上記 URL よりご覧ください。
【問合せ先】熊本商工会議所 商工観光振興課
TEL:096-354-6688

〓〓〓〓【 熊本商工会議所 Express!!】〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
ご意見、配信中止、配信先変更などに関する手続きなどは以下の
メールアドレスからお願いします。
express@kmt-cci.or.jp
本メールマガジン掲載情報に関するお問い合わせは
TEL:096-354-6688 FAX:096-352-5202
E-mail:info@kmt-cci.or.jp
熊本商工会議所までお気軽にどうぞ！
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〒860-8547 熊本県熊本市中央区横紺屋町 10
https://www.kmt-cci.or.jp/
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