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   日 本 公 庫   起 業 家 応 援 マ ガ ジ ン ＶＯＬ．１３☆ 
 
      ～ ビジネスは人間関係からスタートする ～ 
 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 
 今月は、なでしこジャパンのＷ杯優勝というビッグニュースがありまし 
 た。歴史的快挙に勇気をもらった読者も多かったのではないでしょうか。 
 主将の澤選手は、帰国後、「夢を諦めずに頑張ってきてよかった」と言 
 いました。 
 
 日本公庫も「創業」という夢に向かって邁進する皆さまを応援していま 
 す！今月も起業家の皆さまに役立つホットな情報満載でお届けします。 
 
 
 …◆ 目次 ◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━… 
 
 １．【連載】こんな時代に「売る」技術 
 ２． 先人に学ぶ 起業家レポート 
 ３． 日本公庫（国民生活事業）からのお知らせ 
 ４． 東日本大震災に関する特別相談窓口 
 ５． 「起業家応援マガジン」読者アンケート 
 ６． 編集後記 
 
 
 …☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 １．【連載】こんな時代に「売る」技術 
 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆… 
 
 「売れる！ビジネスコミュニケーション ＜第１回＞」 
 
                                株式会社 話し方研究所 
                   代表取締役 福田 健 
 
 ◎「ビジネスは人間関係からスタートする」 
 
 今月から新しい先生をお迎えして、「ビジネスコミュニケーション」に 
 ついて６回にわたって解説していただきます。 
 
 第１回のテーマは「人間関係」です。 
  起業をお考えの皆さま! 
  先生の解説を読んで、ビジネスを支える人間関係について、もう一度見 
 つめ直してみませんか？ 
 
  気になる続きはこちらから 
  ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 
  http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/mm_110727.pdf 
  (PDF ファイル 337KB) 
 
 
 …☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 ２．先人に学ぶ 起業家レポート 
 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆… 
 
 「笑っている父親」を増やしたい 
 
              ＮＰＯ法人 ファザーリング・ジャパン 

http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/mm_110727.pdf


                   代表理事 安藤 哲也 
 
 今回ご紹介する起業家は、「社会起業家」として、父親の子育て支援・ 
 自立支援事業を展開する安藤さんです。 
 
 マスコミからの取材やさまざまな講演依頼に引っ張りだこで、全国を駆 
 け回っている安藤さん。社会問題に正面から向き合うその姿勢が、現在 
 の事業拡大につながっています。 
 そんな安藤さんの起業ストーリーをご覧ください。 
 
  気になる続きはこちらから 
  ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓  
  http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/genko_110727.pdf 
  (PDF ファイル 813KB) 
 
 
 …☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 ３．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。 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<埼玉県>> 
 
 日 時：平成 23年 7月 30日(土)10:00～16:30  
  場 所：With You さいたま 4F 視聴覚室 
 テーマ：さいたま商工会議所主催 
     日本公庫、埼玉県創業・ベンチャー支援センター、 
      (財)さいたま市産業創造財団、埼玉県男女共同参画推進センター 共催 
     「思い」と「強み」をビジネスのカタチにする 4 日間 
     第 8期 女性創業塾 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<東京都>> 
 
 日 時：平成 23年 8月 3日(水)14:00～16:30 
  場 所：女性就業支援センター 4F 第 2セミナー室 
 テーマ：日本公庫 主催 
     開業のプロが支援する！飲食店開業塾 2011in 東京 
     ～あなたの夢をカタチにしよう～ 
 
  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 
 日 時：平成 23年 8月 4日(木)13:30～16:50 
  場 所：女性就業支援センター 4F 第 1セミナー室 
 テーマ：日本公庫・女性労働協会 共催 
     女性のための起業セミナー 
     ～私だからできること、みつけてみませんか～ 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<石川県>> 
 
 日 時：平成 23年 8月 25日(木)14:00～16:00  

http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/genko_110727.pdf


  場 所：金沢商工会議所 中小企業会館 1F 第一研修室 
 テーマ：日本公庫・TKC 北陸会・金沢商工会議所 共催 
        創業支援セミナー 
     「あなたの夢をビジネスプランに！」 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<岐阜県>> 
 
 日 時：平成 23年 8月 22日(月)14:00～16:00 
  場 所：多治見商工会議所 4F 研修室 
 テーマ：日本公庫・TKC 中部会・多治見商工会議所 共催 
     創業支援セミナー 
     「あなたの夢をビジネスプランに！」 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<愛知県>> 
 
 日 時：平成 23年 8月 21日(日)13:30～16:50(16:50～自由懇談・個別相談会)  
  場 所：グランスクエア新栄 6F 
 テーマ：開業は楽しい！！ 
     ～私が開業した背景、決断の決め手、そして今！～ 
 
  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 
 日 時：平成 23年 8月 25日(木)14:00～16:00  
  場 所：TKC 中部会 研修室 
 テーマ：日本公庫・TKC 中部会 共催 
     創業支援セミナー 
     「あなたの夢をビジネスプランに！」 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<京都府>> 
 
 日 時：平成 23年 8月 31日(水)18:00～20:00 
  場 所：(財)京都高度技術研究所 8F 会議室 
 テーマ：日本公庫・(財)京都高度技術研究所 共催 
     今さら聞けない『起業って？』を教えてくれる 
     創業セミナー１ 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<兵庫県>> 
 
 日 時：平成 23年 8月 6日(土)14:00～16:00  
  場 所：兵庫県立男女共同参画センター イーブン 
 テーマ：日本公庫・ドリームゲート・EVEN 共催 
     創業・経営支援セミナー 
     創業者・第二創業者 必見！ 
     自己資源を活かし、成功するためのビジネスプラン構築セミナー 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<岡山県>> 
 
 日 時：平成 23年 8月 24日(水)14:00～16:30 
  場 所：倉敷商工会議所 3F 第 5会議室 
 テーマ：日本公庫・TKC 岡山県支部・倉敷商工会議所 共催 
     創業支援セミナー 
     「あなたの夢をビジネスプランに！」 
 



 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<広島県>> 
 
 日 時：平成 23年 8月 5日(金)14:00～17:00  
  場 所：広島商工会議所 2F 202 号室 
 テーマ：日本公庫・TKC 中国会・広島商工会議所 共催 
     創業応援セミナー 
     「あなたの夢をビジネスプランに！」 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<福岡県>> 
 
 日 時：平成 23年 8月 12日(金)14:00～16:10  
  場 所：大同生命福岡ビル 9F 
 テーマ：日本公庫・TKC 九州会福岡支部・福岡商工会議所 共催 
     創業支援セミナー 
     「あなたの夢をビジネスプランに！」 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 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 
 
 
 
 創┃業┃相┃談┃ブ┃ー┃ス┃出┃展┃！┃！┃ 
 ━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛ 
 
 「外食・フランチャイズ産業から日本を元気に！」をテーマに、8月 17 日 
 （水）～19日（金）の 3 日間、東京ビッグサイトにて、第 2回フランチャイ 
 ズ・独立開業支援展が開催され、日本公庫（国民生活事業本部 創業支援 
 部）が相談ブースを出展します。 
  新たなビジネスチャンスの創造の場であり、ぜひこの機会にご来場くだ 
 さい。 
 
 
 
 日┃本┃公┃庫┃の┃情┃報┃提┃供┃サ┃ー┃ビ┃ス┃ 
 ━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛ 
 
 日本公庫 国民生活事業では「起業家応援マガジン」のほか、さまざまな 
 情報提供サービス（無料）を実施しています。 
 ご興味のある方は、ぜひご登録ください。 
 
 ★事業者サポートマガジン 
  事業を営む方に、経営に役立つ情報やセミナー情報を配信しているメ 
  ールマガジンです。 
 【ご登録はこちら↓】 
  http://www.jfc.go.jp/k/mailmagazine/mail_top.html 
 
 ★新着情報配信サービス 
  日本公庫 国民生活事業のホームページの金利変更等の更新情報をタイ 
  ムリーにお届けするメール配信サービスです。 
 【ご登録はこちら↓】 
  http://www.jfc.go.jp/k/mailmagazine/mail_top.html 
 
 
 …☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 ４．東日本大震災に関する特別相談窓口 

http://www.jfc.go.jp/k/seminar_oshirase/index.html
http://www.jfc.go.jp/k/mailmagazine/mail_top.html
http://www.jfc.go.jp/k/mailmagazine/mail_top.html


 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆… 
 
 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、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、被害を受けた小規模企業等の皆さまからの融資相談及び返済相談 
 に対応しています。 
 
 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/ 
 
 
 …☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
  
 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！ 
 
 【ご回答はこちらから】 
 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 
 https://krs.bz/kokukin/m/enquete 
 
 
 …☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 ６．編集後記  
 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆… 
 
 いつも起業家応援マガジンをご愛読いただき、ありがとうございます。 
 
 今回から連載を開始した「こんな時代に『売る』技術」の第３弾、「売 
 れる！ビジネスコミュニケーション」はいかがでしたか。 
 
 福田先生の解説の中で、「挨拶」に関するエピソードがありました。 
 私は仕事柄、お客さまの事務所や工場を訪問する機会が多いのですが、 
 従業員の皆さまの明るい挨拶で、気持ちのよい思いをしたことが何度か 
 あります。 
 
 ある時、訪問先の社長にその思いを素直にお伝えしました。すると、そ 
 の社長は、 
 「挨拶もろくにできない人と仕事をしたいと思いますか」 
 とおっしゃいました。 
 
 挨拶ができることとビジネスの良し悪しを結び付けることは強引かもし 
 れませんが、 
 
 「仕入先や販売先など関係するすべての人々に気持ちのよい印象を与え 
  られる会社だからこそ、安心して仕事を任せられる」 
 
 そんな関係を作り上げていくことも大切なのではないでしょうか。 
 
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 次回の配信は 2011年 8月 24日の予定です。お楽しみに。 
 
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

http://www.jfc.go.jp/
https://krs.bz/kokukin/m/enquete


 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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