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起 業 家 応 援 マ ガ ジ ン ＶＯＬ．１６☆

「話す・聞く」技術を磨く～コミュニケーション１０則（後編）～
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
行楽、読書、スポーツ、食欲…。
「秋」の代名詞はたくさんありますが、
読者の皆さまの中には、
「創業の秋」という方も多いのではないでしょ
うか？
起業家の皆さまの秋が実り深いものになるよう願いつつ、今月も経営に
役立つ充実のコンテンツでお届けします。
…◆ 目次 ◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…
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【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４回＞」
株式会社 話し方研究所
代表取締役 福田 健
◎「話す・聞く」技術を磨く～コミュニケーション１０則（後編）～
今回は、前回に続き「話す・聞く」やりとりをスムーズに進めていくた
めの心得をまとめた「コミュニケーション１０則」の後編を、福田先生
にご紹介いただきます。
ビジネスの場面で実践すれば、あなたのコミュニケーションが変わりま
す！
気になる続きはこちらから
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/mm_111026.pdf
(PDF ファイル 394KB)
…☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
２．先人に学ぶ 起業家レポート
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆…
「留学経験者の力を引き出して事業を拡大」
株式会社 アレックスソリューションズ
代表取締役 大野 雅宏
今回ご紹介する大野社長は、競争の激しいシステム開発の業界にありな
がら、人材の採用選考の際にＩＴの知識を重視しません。

若者の就業支援に熱心に取り組み、急成長を遂げた同社の起業ストーリ
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_111026.pdf
(PDF ファイル 599KB)
…☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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。
＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥
<<北海道>>
日 時：平成 23 年 11 月 10 日(木)13:00～16:00
場 所：札幌市中央図書館 3F 講堂
テーマ：日本公庫・札幌市中央図書館 共催
札幌の起業家応援フェア
夢への第一歩★起業
＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥
<<埼玉県>>
日 時：平成 23 年 11 月 2 日(水)18:30～20:10
場 所：所沢商工会議所
テーマ：日本公庫・所沢商工会議所・ドリームゲート 共催
創業・経営支援セミナー
渡すだけで仕事が取れる「名刺」制作の基本
仕事が取れる名刺の作り方を完全公開！
＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥
<<新潟県>>
日 時：平成 23 年 11 月 24 日(木)18:00～19:30
場 所：新潟市立中央図書館ほんぽーと
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
渡すだけで仕事が取れる「名刺」制作の基本
仕事が取れる名刺の作り方を完全公開！
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
日 時：平成 23 年 10 月 29 日(土)～12 月 10 日(土)毎週土曜日 13:30～16:30
場 所：上越商工会議所
テーマ：日本公庫・上越商工会議所・中小企業相談所・
上越信用金庫・関東信越税理士会 高田支部 共催
ゆめの実現！成功の秘訣！！
平成 23 年度 創業塾
＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥
<<東京都>>
日 時：平成 23 年 11 月 5 日(土)、12 月 17 日(土)毎月 1 回 土曜日
場 所：タワーホール船堀、すみだ産業会館 第 5 会議室
（※開催日により会場が異なります。
）
テーマ：TKC 東・東京会 創業・経営革新支援委員会 主催 日本公庫 協力
スタートダッシュセミナー＆相談会

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
日 時：平成 23 年 10 月 27 日(木)～平成 23 年 11 月 7 日(月)18:30～20:00
場 所：野村不動産上野ビル 9F
テーマ：TKC 東・東京会 創業・経営革新支援委員会 主催 日本公庫 協力
創業塾
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
日 時：平成 23 年 11 月 10 日(木)14:00～16:40
場 所：アレアホール
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
もう一度見直す！インターネットを活用した集客法(初級編)
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
日 時：平成 23 年 11 月 11 日(金)13:00～17:00
場 所：ココリアホール
テーマ：日本公庫・多摩信用金庫 共催
2011 SOHO リレーフォーラム
SOHO から日本を元気に！
＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥
<<神奈川県>>
日 時：平成 23 年 11 月 22 日(火)～平成 24 年 3 月 13 日(火)15:00～16:00
場 所：(財)横浜企業経営支援財団 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
＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥
<<愛知県>>
日 時：平成 23 年 11 月 19 日(土)14:00～16:00
場 所：愛知県図書館 5F 大会議室
テーマ：日本公庫・愛知県図書館・ドリームゲート 共催
創業・経営支援セミナー
ムリせず、ウソをつかず、1 億売れた営業の極意
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
日 時：平成 23 年 11 月 20 日(日)13:00～17:30
場 所：ミッドランドホール C 会議室
テーマ：日本公庫・(株)日医リース 共催
クリニック開業セミナー
成功する開院に向けての第一歩！
あなたの明るい未来をサポートします！
＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥
<<京都府>>
日 時：平成 23 年 11 月 30 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
事業計画ってなぁに？の答えがみつかる
創業セミナー２
＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥
<<大阪府>>
日 時：平成 23 年 11 月 22 日(火)14:00～16:00
場 所：N 総合会計 5F 会議室
テーマ：N 総合会計 主催 日本公庫 協力
超シンプル！事業計画・資金調達講座
＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥
<<広島県>>
日 時：平成 23 年 11 月 15 日(火)13:30～18:00
場 所：日本公庫 広島支店 4F 会議室
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
高収益を実現する インターネットを使った販路拡大 3 つの秘策
＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥

<<香川県>>
日 時：平成 23 年 11 月 20 日(日)14:00～17:00
場 所：サンクリスタル高松 3F 第 1 集会室
テーマ：日本公庫・高松市中央図書館 共催
創業支援セミナー
「創業後に困らないお金の話」
＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥
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

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
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆…
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。
先月と今月の２回にわたって紹介した「『話す・聞く』技術を磨く～コ
ミュニケーション１０則」はいかがでしたか。
それぞれの項目について、一つ一つ自分自身に置き換えて振り返ってみ
ると、頭ではわかっていても、実際にはできていないことが多かったの
ではないでしょうか。
「コミュニケーション１０則」の中の第１０則「自分の持ち味を生かす」
はコミュニケーションだけではなく、事業計画を立案する際にも通じる
ポイントです。
どのような事業でも、事業運営には少なからず経営者の「持ち味」が発
揮されているものです。それが、
「経営理念」として体現されているケ
ースもあれば、
「こだわり」として差別化の要素となっているケースも
あります。
しかし、その「持ち味」を事業計画書上にうまく表現できなかったがた
めに、金融機関や取引先から思うような協力を得られなかったという起
業家も少なくありません。
自分の「持ち味」は他人に理解してもらうことで初めて生かされ、
「強
味（強み）
」となります。
これから創業される方も、すでに創業している方も、自分の「持ち味」
を知り、積極的にアピールしてみてはいかがでしょう。
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
次回の配信は 2011 年 11 月 23 日の予定です。お楽しみに。
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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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