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◇◆◇◆◇ 皐月 ◆◇◆◇◆
東日本大震災で被災された皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
日本公庫は、今回の震災で被災された皆さまの返済相談、融資相談に政
府系金融機関として円滑、迅速かつきめ細かな対応を行っています。
今回も、震災後の日本経済を元気にしようと奮闘している起業家の皆さ
まに役立つ情報満載でお届けします！
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１．特別相談窓口の設置等
日本公庫は、全国の支店に「東日本大震災に関する特別相談窓口」を設
置し、小規模企業等の皆さまからのご相談に対応しているほか、災害復
旧貸付等の取り扱いも行っています。また、関係機関（管内の商工会議
所、商工会等）と連携し、出張相談会や説明会等を順次実施しています。
最新情報につきましては、当公庫ホームページでご確認ください。
(日本公庫ホームページ)
http://www.jfc.go.jp/
★‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
☆‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
２．
【連載】こんな時代に「売る」技術
「
『売れる！』インターネット活用術 ＜第５回＞」
株式会社 スプラム
中小企業診断士 竹内 幸次
◎「起業家の必須アイテム『ビジネスブログ』を活かしきる！」
連載第５回は、
「ビジネスブログ」の活用方法について、竹内先生が解
説してくださいます。
「ブログって単なる日記でしょ！？」ってお考えのあなた！
先生の解説を読んで、ブログを「ビジネスブログ」として活用してみま
せんか。

気になる続きはこちらから
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/mm_110525.pdf
(PDF ファイル 361KB)
★‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
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３．先人に学ぶ 起業家レポート
「生活のために始めた靴磨きをビジネスに育てる」
株式会社 BOOT BLACK JAPAN
代表取締役 長谷川 裕也
皆さまは、靴磨きと聞いてどんな光景を思い浮かべますか？
今回紹介する長谷川社長は、生活のために始めた靴磨きを独自の発想で
ビジネスに育て上げ、従来のイメージを大きく覆すことに成功しました。
参入障壁の低い分野で差別化を図ろうとしている起業家の皆さま。
必見です！
気になる続きはこちらから
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/genko_110525.pdf
(PDF ファイル 331KB)
★‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
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４．日本公庫（国民生活事業）からのお知らせ

■
■
■■ セミナー情報 ■■
■
■
公庫では、全国各地で創業予定の方や、創業された方を対象にしたセミ
ナーを開催しています。

＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊
<<東京都>>
日 時：平成 23 年 6 月 17 日(金) 15:00～16:45
場 所：日本公庫 東京中央支店 4F
テーマ：平成 23 年度第 1 回日本公庫経営支援セミナー
～もう一度見直す！ネット活用集客法（初級編）～
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
日 時：平成 23 年 6 月 21 日(火) 14:00～16:30
場 所：国立商協ビル 2F さくらホール
テーマ：多摩で「創業」を目指す方へ
「平成 23 年度第 2 回ミニブルーム交流カフェ」

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
日 時：平成 23 年 6 月 24 日(金) 14:00～16:30
場 所：日本公庫 東京中央支店 4F
テーマ：
「日本公庫＋TKC 創業支援セミナー」
～あなたの夢をビジネスプランに～
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
日 時：平成 23 年 7 月 8 日(金) 18:30～20:00
場 所：日本公庫 東京中央支店 4F
テーマ：日本公庫・ドリームゲート共催
創業・経営支援セミナー
超実践的！顧客開拓＆固定化の『仕組み』をマスターせよ！
『0 円で 8 割をリピーターにする集客術』
＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊
<<神奈川県>>
日 時：平成 23 年 6 月 20 日(月)、7 月 19 日(火) 15:00～16:00
場 所：(財)横浜企業経営支援財団 横浜メディアビジネスセンター7F 大会議室
テーマ：日本公庫・(財)横浜企業経営支援財団共催
創業セミナー
＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊
<<奈良県>>
日 時：平成 23 年 6 月 17 日(金)17：30～19：30
場 所：日本公庫 奈良支店 国民生活事業会議室
テーマ：日本公庫主催
創業セミナーin 奈良
～あなたの創業(ゆめ)を実現させてみませんか～
＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊
その他、最新のセミナー情報はこちらから
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
http://www.jfc.go.jp/k/seminar_oshirase/index.html
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５. 読者アンケート
「起業家応援マガジン」では、読者の皆さまのご意見・ご感想をお待ち
しています。よりよい誌面作りのために、皆さまの声をお聞かせ下さい！
【ご意見・ご感想はこちらから】
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
https://krs.bz/kokukin/m/enquete
★‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
☆‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
６．編集後記

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
被災地の公庫支店で、あるお客さまから 300 万円の融資のご相談を受け
たときのことです。
その方は、今回の震災でとりわけ被害の甚大な地域で配管工事業を営ん
でおられ、不幸にも事務所と自宅、そして機械設備までも津波で失いま
した。被害総額は数千万円にもなるそうです。
しかし、その方は気丈にも笑顔でこうおっしゃいました。
「私はすべてを失いました。だから、私にとって、これが第２の創業なん
です。ゼロから始めるには、300 万円くらいがちょうどいいんです」
笑顔の裏には、何としても再起を図るんだという強い意志があったこと
は言うまでもありません。その方は、震災のあったその日から一日も休
まず、被災地のライフライン復旧に奔走していたそうです。
今回「先人に学ぶ 起業家レポート」で紹介した長谷川社長の道のりも、
決して平坦ではありませんでした。しかし、起業家を目指す強い意志が
あったからこそ、靴磨きを独自のビジネスに育てあげることに成功しま
した。
閉塞感を感じがちなこういう時期だからこそ、上述の起業家たちのよう
な強い意志でこの難局を乗り切っていくことが必要なのではないでしょ
うか。
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
次回の配信は 2011 年 6 月 22 日の予定です。お楽しみに。
★‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
☆‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
本メルマガの配信解除はこちらから
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
https://krs.bz/kokukin/m/merumaga-kaijyo
バックナンバーはこちらから
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
http://www.jfc.go.jp/k/mailmagazine/backnumber/index.html
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次回もお楽しみに
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