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起 業 家 応 援 マ ガ ジ ン

ＶＯＬ．６９☆

第３回 次々と立ちはだかる壁を乗り越える
～メンタルタフネスとリスクマネジメント～
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
春色の候、日ごとに暖かさを感じられるようになりましたが、読者の皆さ
まにおかれましてはいかがお過ごしでしょうか。
創業者の皆さまを応援する起業家応援マガジン。今月も起業・経営に役立
つ情報満載でお届けします！
…◆
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１．【連載】こんな時代に「売る」技術
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆…
「売れる！マネジメント術」
株式会社 ＭＭコンサルティング
代表取締役 上野 光夫氏
＜第３回＞

次々と立ちはだかる壁を乗り越える
～メンタルタフネスとリスクマネジメント～

事業を始めてもすぐに軌道に乗るとは限りません。今回は、ほとんどの起業
家が経験するといわれている、起業前のイメージと事業開始後とのギャップ
を乗り越えるために必要な、メンタルタフネスとリスクマネジメントについ
て、分かり易く解説されています。
気になる続きはこちらから
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/uru_160323.pdf
(PDF ファイル 187KB)
…☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
２．先人に学ぶ

起業家レポート

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆…
「外国人観光客と通訳案内士と地域とをつなぐ」
株式会社トラベリエンス
代表取締役 橋本 直明氏

今回ご紹介する起業家は、外国人観光客向けに独自のガイド事業を展開する
株式会社トラベリエンスの橋本社長です。
橋本社長は、大学卒業後、旅行関連会社等の勤務を経て、長年の夢であった
世界一周の旅に出ます。ドイツでの観光ガイドとの出会いをきっかけに、日
本ではなじみのないガイド付ウォーキングツアー事業に可能性を感じるよう
になります。帰国後、日本の歴史や文化について豊富な知識を有する通訳案
内士を面接で選定し、浅草を巡る予約不要の無料ツアーを看板商品として、
いよいよ創業します。
外国語のメニューが見つからないという観光客の悩みを解消するために、橋
本社長が考えた取組みとは？インバウンド観光を地域の活性化につなげてい
くストーリーは必見です。
気になる続きはこちらから
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/senzin_160323.pdf
(PDF ファイル 852KB)
…☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
３．【特別連載】ソーシャルビジネス・トピックス
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆…
「高齢者介護ビジネスの現状と課題 第３回」
ＫＰＭＧヘルスケアジャパン株式会社
取締役・パートナー 松田 淳 氏
高齢者、障がい者の介護・福祉、子育て支援、地域活性化、環境保全などの
社会的課題を、ビジネスの力で解決しようとする取組みである「ソーシャル
ビジネス」。
本トピックスでは、起業家に大きく注目されているソーシャルビジネスの
創業をさらに後押ししていくために、同分野の専門家のみなさんによる経営
に関する記事を、定期的に配信しています。
１月から、３回にわたって配信しているテーマは、「高齢者介護ビジネスの
現状と課題」です。最終回となる今月号では、自社の経営資源や顧客の変化
を踏まえた今後の事業展開について、専門家が解説します。
詳しくはこちら
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
http://www.jfc.go.jp/n/finance/social/tokushuu09.html
バックナンバーはこちら
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
http://www.jfc.go.jp/n/finance/social/hint.html
…☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
４．日本公庫（国民生活事業）からのお知らせ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆…
Facebook ページ┃開┃設┃の┃ご┃案┃内┃
━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛
日本公庫は、平成 25 年度より、「自ら考え、行動する力」を養うことので
きる起業教育の推進を目的とした、高校生ビジネスプラン・グランプリを

開催しています。27 年 10 月より、当グランプリ公式の Facebook ページを開
設しました。当グランプリに関する情報だけでなく、起業に興味のある方
向けのお役立ち情報等も発信していく予定ですので是非ご覧ください！！
高校生ビジネスプラン・グランプリの詳細についてはこちら
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
https://www.jfc.go.jp/n/grandprix/index.html
高校生ビジネスプラン・グランプリ公式 Facebook ページはこちら
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
http://www.facebook.com/grandprix.jfc

セ┃ミ┃ナ┃ー┃情┃報┃
━┛━┛━┛━┛━┛━┛
日本公庫では、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。
＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥
<<栃木県>>
日 時：平成 28 年 3 月 24 日(木) 10:00～12:00
場 所：宇都宮市立東図書館 集会室
テーマ：ソーシャルビジネスシンポジウム
～社会課題の解決をビジネスに！～
＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥
<<埼玉県>>
日 時：平成 28 年 3 月 26 日(土) 13:00～17:00
場 所：さいたま市立中央図書館 イベントルーム
テーマ：創業・起業応援セミナー「会社設立の""イ・ロ・ハ""」
～実務のプロが教える会社設立のコツ～
＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥
<<東京都>>
日 時：平成 28 年 3 月 25 日(金) 19:00～21:00
場 所：瑞穂町民会館 第 2 会議室
テーマ：先輩起業家に学ぶ創業セミナー
第 91 回ミニブルーム交流カフェ in 瑞穂
＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥
<<静岡県>>
日 時：平成 28 年 3 月 23 日(水) 13:00～19:30
場 所：日本公庫 沼津支店
テーマ：創業一日相談会(合同個別相談会＋創業支援セミナー)
＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥
<<愛知県>>
時：平成 28 年 3 月 23 日(水) 18:30～21:00
平成 28 年 4 月 16 日(土) 14:00～18:30
場 所：日本公庫 名古屋支店 6F 会議室
テーマ：あいちソーシャルビジネス創業スクール
日

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
日 時：平成 28 年 4 月 19 日(火)
場 所：学び舎 mom 新栄店
(名古屋市中区新栄 2-11-2 新栄ソレイユビル 3F)
テーマ：「女性・起業道場 in 名古屋」
夢をかなえるママのための起業道場
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
日 時：平成 28 年 5 月 14 日(土) 平成 28 年 5 月 28 日(土) 13:00～17:00
場 所：名古屋銀行 ハートフルプラザ (大名古屋ビルヂング 16F)
テーマ：創業 Cafe In 大名古屋ビルヂング
～資金調達直前！創業ブラッシュアップスクール～
＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥
<<兵庫県>>
日 時：平成 28 年 4 月 12 日(火) 13:00～15:30
場 所：兵庫県不動産会館 7F 研修ホール(神戸市中央区北長狭通 5-5-26)
テーマ：不動産開業支援セミナー(兵庫県宅地建物取引業協会主催)
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
日 時：平成 28 年 4 月 13 日(水) 13:30～16:30
場 所：全日兵庫会館 4F 大会議室(神戸市中央区中山手通 4-22-4)
テーマ：不動産開業支援セミナー(全日本不動産協会主催)
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
日 時：平成 28 年 5 月 17 日(火) 13:00～15:30
場 所：兵庫県不動産会館 7F 研修ホール(神戸市中央区北長狭通 5-5-26)
テーマ：不動産開業支援セミナー(兵庫県宅地建物取引業協会主催)
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
日 時：平成 28 年 5 月 18 日(水) 13:30～16:30
場 所：全日兵庫会館 4F 大会議室(神戸市中央区中山手通 4-22-4)
テーマ：不動産開業支援セミナー(全日本不動産協会主催)
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
日 時：平成 28 年 6 月 8 日(水) 13:30～16:30
場 所：全日兵庫会館 4F 大会議室(神戸市中央区中山手通 4-22-4)
テーマ：不動産開業支援セミナー(全日本不動産協会主催)
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
日 時：平成 28 年 7 月 13 日(水) 18:00～20:00
場 所：シェアオフィス＆コワーキングスペース coloco セミナースペース
(神戸市中央区磯上通 6-1-17 ウェンブレービル 5F)
テーマ：事業化支援セミナー""六甲道場""
＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥
<<大阪府>>
時：平成 28 年 3 月 28 日(月) 19:00～21:00
所：とよなか起業・チャレンジセンター2F ホール
(豊中市蛍池中町 3-9-20)
テーマ：飲食店の起業セミナー
～金融機関と先輩飲食店経営者からまなぶ～
日
場

＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥
<<福岡県>>
時：平成 28 年 3 月 25 日(金) 14:00～17:00
所：福岡市 STARTUP CAFE(TSUTAYA BOOK STORE TENJIN 3F)
(福岡市中央区今泉 1-20-17)
テーマ：シルバービジネス創業セミナー

日
場

＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥
最新のセミナー情報はこちらから

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
http://krs.bz/kokukin/c?c=1471&m=10608&v=688ffc5e
『０』┃か┃ら┃始┃ま┃る┃ご┃相┃談┃
創┃業┃相┃談┃は┃創┃業┃ホ┃ッ┃ト┃ラ┃イ┃ン┃へ┃！┃
━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛
創業相談を“身近”で“便利”にするフリーダイヤルでの相談サービス
です。
日本公庫の創業融資制度に関する質問や事業計画書の策定方法など、創
業に関する様々なことに、創業に関する専門スタッフがお応えします。
＜創業ホットラインの概要＞
◆電話番号 事業資金相談ダイヤル
0120-154(行こうよ！)-505(公庫)
※自動音声ガイダンスでの案内後、「０」をプッシュしてください。
◆受付時間 平日 9:00～19:00 まで
休┃日┃創┃業┃相┃談┃の┃ご┃案┃内┃
━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛
日本公庫国民生活事業の６つのビジネスサポートプラザ（札幌・仙台・東京
・名古屋・大阪・福岡）では、創業をお考えの方等を対象に完全予約制で休
日相談（祝日を除く）を行っております。
お勤めの方など、平日の来店が困難な皆さまのご利用をお待ちしています！
【詳細はこちら↓】
http://www.jfc.go.jp/n/finance/sougyou/yakan_soudan_info.html
【インターネットからのご予約はこちら↓】
https://www.k.jfc.go.jp/sinkikaigyou/shinkipost_c.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/n/service/mail_kokumin.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/n/service/mail_kokumin.html
調┃査┃月┃報┃３┃月┃号┃の┃発┃行┃
━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛
日本公庫 総合研究所から、中小企業に関する実態調査の結果や企業の
研究事例を紹介した「調査月報」３月号が発行されました。
【内容はこちら↓】

http://www.jfc.go.jp/n/findings/pdf/tyousa_gttupou_1603.pdf
※PDF ファイルは約 4.7ＭＢあります。開くときはご注意ください。
今月号の主な記事は…
○日本公庫シンポジウム
地域の活力を生みだす創業企業
―新規開業企業の成長と課題―
○論点多彩
菓子メーカーに学ぶ成長戦略（前編）
ご興味のある方はぜひご覧ください。
【バックナンバーはこちら↓】
http://www.jfc.go.jp/n/findings/tyousa_gttupou.html

…☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
５．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。
最新情報はこちらから
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
http://www.jfc.go.jp/n/earthquake/index.html
…☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
６. 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
…☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
７．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。
今回の「売れる！マネジメント術」はいかがでしたか？
今回は、不測の事態でも心が折れずに立ち向かう「しぶとさ」の源泉であ
る、メンタルタフネスを鍛える効果的な方法とリスクを最小化する方法に
ついて解説いただきました。上野先生にご紹介いただいた例を参考に、み
なさまに適したメンタルタフネスの鍛え方やリスクマネジメントを検討し
てみてはいかがでしょうか。

次回もお楽しみに！
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
次回の配信は 2016 年 4 月 27 日の予定です。
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
本メルマガの配信解除はこちらから
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https://krs.bz/kokukin/m/merumaga-kaijyo
バックナンバーはこちらから
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