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2018.5.23 宮城県気仙沼地方振興事務所メールマガジン
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
このメールマガジンは，企業活動に役立つ情報を広く企業の方々に
お知らせすることを目的として発行している無料マガジンです。
県の各種制度，説明会，イベントなどに関する情報をいち早くお届け
したいと思いますので，ぜひ御覧ください！情報・御意見・御感想も
お待ちしています！

◆◇ 目次 ◇◆

【1】平成 30 年度みやぎ企業採用力向上セミナー
「今すぐ役立つ！！新卒採用のポイント講座」について
【2】宮城県・上海商談会（FBC 上海 2018 ものづくり商談会）出展企業
募集について
【3】シンガポールへの食品販路開拓セミナー＆「Food Japan 2018」個別
相談会

―――――――――――――――――――――――――――――――――
☆平成 30 年度みやぎ企業採用力向上セミナー
「今すぐ役立つ！！新卒採用のポイント講座」について
―――――――――――――――――――――――――――――――――
県では，県内企業の人材確保を支援するため，自社に適したものづくり
人材を採用するためのポイントを採用・育成のプロフェッショナルがわか
りやすく解説します。

■日程・会場
（１）高卒講座
【石巻会場】
5 月 25 日（金）

宮城県石巻合同庁舎 201 会議室

（石巻市蛇田字新沼田 12 番地 4 街区 1 画地）
【大崎会場】
5 月 28 日（月）

宮城県大崎合同庁舎 501 会議室

（大崎市古川旭 4 丁目 1-1）

※講義内容は 2 会場とも共通です。

（２）大卒講座
10 月 16 日（火）

宮城県庁第二入札室

（仙台市青葉区本町 3 丁目 8-1）

■時間
（全会場共通）
午後 1 時 30 分から午後 4 時まで

■対象
宮城県内ものづくり企業の採用担当者，経営者の方

■内容
新卒者（高卒，大卒）の採用活動でのポイント，自社の魅力発見法とその
伝え方，面接のポイント，新卒社員が定着して活躍する育成法や職場づく
り等について，それぞれの講座で解説します。

■講師
オフィス 55 代表 髙木

茂

氏

■参加費
無料
※参加される場合は，事前申込が必要です（先着順）

■内容・申込方法等の詳細につきましては，以下のページをご覧ください。
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sanzin/saiyo-seminar.html

■お申込み・お問い合わせ
宮城県経済商工観光部
産業人材対策課企画班
TEL 022-211-2764
FAX 022-211-2769
Mail sanzinp@pref.miyagi.lg.jp

―――――――――――――――――――――――――――――――――
☆宮城県・上海商談会（FBC 上海 2018 ものづくり商談会）出展企業募集
について
―――――――――――――――――――――――――――――――――
県と宮城県国際経済振興協会では、中国での県内企業の販路開拓を支援
するため，株式会社七十七銀行とともに本商談会を共催し，出展支援を行
います。
「FBC 上海 2018 ものづくり商談会」は，中国における販路拡大を図る日
本のものづくり企業が一堂に会し，中国の現地企業や日系企業と商談を行
う製造業特化型の商談会です。

■日時
平成 30 年 11 月 19 日（月）から 11 月 21 日（水）までの 3 日間
午前 9 時から午後 5 時まで（最終日は午後 4 時まで）
3 日間とも出展企業間の事前予約制商談及びフリー商談です。

■会場
中国 上海新国際博覧中心

N4 号館

（上海市浦東新区龍陽路 2345 号）

■対象者
中国での部品等調達先・委託加工先の発掘や製品等の販売・PR を希望す
る製造業企業（電気・機械等）及び製造業企業に物流や人材，オフィス用
品などのサービス等を提供する非製造業企業（食品関連業は除く）

■出展料
約 145,000 円
※支払い通貨，連絡先所在地（日本又は中国）等により金額が異なります。
※渡航、宿泊、サンプル輸送、通訳費用等は参加企業による自己手配・負担と
なります。

■募集企業数
10 社程度（申込み多数の場合は調整させていただきます）

■内容・申込方法等の詳細につきましては，以下のページをご覧ください。
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/asiapro/shanghai-fy30.html

■締切
平成 30 年 7 月 27 日（金）午後 5 時

■お問い合わせ
宮城県経済商工観光部
アジアプロモーション課
仙台市青葉区本町 3 丁目 8-1
TEL 022-211-2277
FAX 022-268-4639
E-mail asia-s1@pref.miyagi.lg.jp

―――――――――――――――――――――――――――――――――
☆シンガポールへの食品販路開拓セミナー＆「Food Japan 2018」個別相
談会
―――――――――――――――――――――――――――――――――
シンガポールは，国民一人あたりの所得水準が世界で有数の高さを誇り，
外食中心の食文化を背景として日本食材の購買ニーズも高いことから，有
望な海外市場として注目を集めています。本セミナーでは，シンガポール
における日本食市場の最新動向について解説するとともに，本年 10 月に
シンガポールで開催される「Food Japan 2018」や補助金等に関する情報
を提供します。

■日時
【気仙沼会場】
6 月 6 日（水）午後 2 時から午後 4 時まで（受付開始

午後 1 時 30 分）

七十七銀行気仙沼支店（気仙沼市三日町 1-1-11）
【石巻会場】
6 月 7 日（木）午後 2 時から午後 4 時まで（受付開始

午後 1 時 30 分）

七十七銀行石巻支店（石巻市立町 2-5-12）

■内容
【セミナー】
第１部

シンガポールにおける日本食市場の動向と「Food Japan 2018」を

活用した商談成約に向けた戦略構築について
講師：株式会社おいしい JAPAN（Food Japan 2018 事務局）
代表取締役
第２部

西田 滋直

氏

海外販路開拓に関する専門機関の支援サービスならびに補助金情報

等のご案内

【Food Japan 2018 個別相談会】
「Food Japan 2018」出展に関するご相談(1 社 15 分程度)
相談員：
株式会社おいしい JAPAN
株式会社七十七銀行

代表取締役

西田

滋直

シンガポール駐在員事務所

氏
所長

鹿戸

雄介

氏

■受講料
無料

■内容・申込方法等の詳細につきましては，以下のページをご覧ください。
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/asiapro/index16.html
※今回掲載の気仙沼会場，石巻会場での開催のほか，仙台会場での開催も
予定しています。

■お申込み・お問い合わせ
宮城県経済商工観光部
アジアプロモーション課推進第三班（担当：菅原，志田）
TEL 022-211-2962
FAX 022-268-4639
Mail gb@pref.miyagi.lg.jp

―――――――――――――――――――――――――――――――――

【しおかぜ】
気仙沼での生活がスタートして、2 か月が過ぎようとしています。
習慣なのか？毎朝 5 時に目が覚めるので、神山川の桜並木，港や漁船な
ど、季節を感じながら、ついでに、いい店がないかな？と市内を散策して
います。
大型連休には、大島フェリー発着所をスタートし、気仙沼市の離島・大
島と本土を結ぶ気仙沼大島大橋の下を 2 度くぐる、
「気仙沼ベイクルーズ」

に乗船しました。
「蒼い海」、
「爽やかな風」の下、橋の魅力を満喫しました。8 月にも企画
されていますので、家族やお仲間と体験してみてはいかがですか。
（M.Ｓ）

今号も最後までお読みいただきありがとうございました。
次回のメルマガは，6 月 6 日（水）に発行の予定です。

―――――――――――――――――――――――――――――――――

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

～メルマガ宮城・気仙沼～

○上記の情報は全て，配信日現在，当所で把握しているものです。諸事
情により内容が変更・終了しているケースもあり得ますので，必ず詳細
を確認のうえご利用願います。
○内容に関する御意見・御感想があれば，以下のアドレスに送信ください。
また，配信を中止する場合やメールアドレスの変更，新たな申込の場合
も同様に以下のアドレスに送信ください。

宮城県気仙沼地方振興事務所地方振興部
〒988-0181 気仙沼市赤岩杉ノ沢 47-6
TEL 0226-24-2593 FAX 0226-24-8995
E-mail kstssss@pref.miyagi.lg.jp
URL http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/12.html
スタッフブログ「南三陸＆気仙沼を体感！”来て見て浜ライン”
」
URL http://blog.goo.ne.jp/akazara_boy/

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

