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   日 本 公 庫   起 業 家 応 援 マ ガ ジ ン ＶＯＬ．７３☆ 
 
    ～事業アイデアは小さくても強いビジネスを創造するための生命線～ 
 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 
 盛夏の候、各地から梅雨明けの便りも届き、暑さも日に日に増しておりま 
 すが、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！ 
 
 …◆ 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．【特別連載】ソーシャルビジネス・トピックス 
  ４.  日本公庫（国民生活事業）からのお知らせ 
 ５.  平成２８年熊本県熊本地方の震災に関する特別相談窓口 
 ６． 東日本大震災に関する特別相談窓口 
 ７． 「起業家応援マガジン」読者アンケート 
 ８． 編集後記 
 
 
 …☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 １．【連載】こんな時代に「売る」技術 
 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆… 
 
 「売れる！ 事業アイデア発見法」 
              
             一般社団法人起業支援ネットワーク NICe代表理事 
                      株式会社タンク 代表取締役  
                               増田紀彦  
 
 ＜第１回＞事業アイデアは小さくても強いビジネスを創造するための生命線 
 
 増田先生は、経営資源に限りがある創業企業が既存企業との競争に打ち勝ち、 
  生き残っていくには、「小さくても強いビジネス」を創造することが必要だ 
 と主張されています。 
 
 「小さくても強いビジネス」を創造するカギとは？全６回にわたる本連載の 
 導入的な内容となっています。 
  
 気になる続きはこちらから 
  ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 
 http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/uru_160727.pdf 
  (PDFファイル 432KB) 
 
 
 
 …☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 ２．先人に学ぶ 起業家レポート 
 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆… 
 
 「新しいサービスを普及させるために」」 
  
                                            合同会社 You Style   

http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/uru_160727.pdf


                                            代表社員 後藤 雄氏 
 
 今回ご紹介する起業家は、高知市内でスポーツジムを経営する合同会社 You 
 Styleの代表社員の後藤雄氏です。 
 
 後藤代表は大学卒業後、都内のスポーツジムに勤務する中で「もっとお客様 
 に寄り添った仕事をしたい」との思いを抱き、同じ思いを持った同僚と共に 
 2013年に高知市へＩターンし、創業します。 
 
 開業２年、決して大きくない市場、住宅地という立地、安くない料金設定等 
 一見厳しい環境の中でも順調に業績を伸ばす同社。地方創業における成功の 
 ヒントがたくさん詰まっています。 
 
  気になる続きはこちらから 
  ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓  
  http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/senzin_160727.pdf 
  (PDFファイル 1491KB) 
 
  
 …☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 ３．【特別連載】ソーシャルビジネス・トピックス 
 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆… 
 
 「助成金の獲得から活用へ 第３回 助成金申請のための事業づくりと事業後」 
  
                                      ＮＰＯ法人ＣＡＮＰＡＮセンター  
                    代表理事 山田 泰久 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。 
 
 先月から、２回にわたって配信しているテーマは、「助成金の獲得から活用 
  へ」です。今月号では、助成事業として採択されるだけでなく、助成金終了 
 後も持続的に成果を出していくための事業づくりのポイントを、専門家が解 
 説します。 
 
 
 詳しくはこちら 
 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓  
  http://www.jfc.go.jp/n/finance/social/tokushuu12.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┃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 

http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/senzin_160727.pdf
http://www.jfc.go.jp/n/finance/social/tokushuu12.html
http://www.jfc.go.jp/n/finance/social/hint.html


 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。当グランプリに関する情報などを発信しています 
 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。 
 
  ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<北海道>> 
 
 日 時：平成 28年 8月 2 日(火) 14:00～17:00 
 場 所：日本公庫旭川支店 2階会議室 
 テーマ：日本公庫海外展開セミナーin 旭川 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 28年 8月 2 日(火) 18:00～20:30 
 場 所：北海道経済センタービル８階(札幌市中央区北 1条西 2丁目) 
 テーマ：創業支援セミナー 
          高めよう「創業力」！専門家が教える確かな創業プラン作り 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 28年 8月 24日(水) 13:00～17:00 
 場 所：旭川グランドホテル(旭川市 6条通 9丁目) 
 テーマ：“飲食店開業”勉強会 in旭川  
          ～絶対はずせない！これだけは知っておきたい！経営の基本～ 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<青森県>> 
 
 日 時：平成 28年 8月 25日(木) 18:00～21:00 
 場 所：青森商工会議所(青森市橋本 2-2-17) 
 テーマ：創業支援セミナー 
          高めよう「創業力」！専門家が教える確かな創業プラン作り 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<岩手県>> 
 
 日 時：平成 28年 9月 9 日(金) 14:00～17:00 
 場 所：盛岡商工会議所 3階会議室(盛岡市清水町 14-12) 
 テーマ：創業支援セミナー 
          高めよう「創業力」！専門家が教える確かな創業プラン作り 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<宮城県>> 
 
 日 時：平成 28年 7月 29日(金) 14:30～16:30 
 場 所：仙台市図書館 2階研修室 
 テーマ：経営力マーケティング力強化セミナー 
 

https://www.jfc.go.jp/n/grandprix/index.html
http://www.facebook.com/grandprix.jfc


 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<茨城県>> 
 
 日 時：平成 28年 7月 28日(木) 18:00～20:30 
 場 所：土浦商工会議所 
 テーマ：創業支援セミナー 
          高めよう「創業力」！専門家が教える確かな創業プラン作り 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<埼玉県>> 
 
 日 時：平成 28年 8月 3 日(水) 14:00～16:00 
 場 所：新都心ビジネス交流プラザ 4階(さいたま市中央区上落合 2-3-2) 
 テーマ：中小企業向け ICT活用セミナー 
          はじめて WEB～ホームページ活用で売上アップ！～ 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 28年 8月 4 日(木) 18:00～20:00 
 場 所：日本公庫 さいたま支店(国民生活事業) 
 テーマ：創業支援セミナー 
          高めよう「創業力」!専門家が教える確かな創業プラン作り 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 28年 8月 22日(月) 13:30～16:00 
 場 所：越谷市中央市民会館 5階第 4～6会議室(越谷市越ヶ谷 4-1-1) 
 テーマ：売れる！ネットショッピングセミナー 
          ～ネット販売成功の極意教えます！～ 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 28年 8月 23日(火) 9:20～17:00  (開場 9:00) 
 場 所：さいたま市立中央図書館イベントルーム内 
         （さいたま市浦和区東高砂町 11-1 コムナーレ 8階） 
 テーマ：【高校生ビジネスプラン・グランプリ出張授業特別版】 
         「1DAY スクール in SAITAMA」開講！！ 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<長野県>> 
 
 日 時：平成 28年 8月 3 日(水) 13:30～17:00 
 場 所：長野県信用組合本店 5F 会議室 
 テーマ：“飲食店開業”勉強会 in長野 
          ～絶対はずせない！これだけは知っておきたい！経営の基本～ 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 28年 8月 4 日(木) 10:00～18:30 
 場 所：塩尻市市民交流センター えんぱーく 3F 多目的ホール 
 テーマ：ソーシャルビジネスセミナー 
         「地域ネットワークを活かした資金の循環モデル」 
          信州でお金の地産地消を学ぶ 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 28年 8月 29日(月) 13:30～16:00 
 場 所：松本市中央公民館 Mウィング 3階 
 テーマ：女性起業家と話そう！女性起業家セミナー 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<東京都>> 
 
 日 時：平成 28年 7月 28日(木) 14:00～16:00 
 場 所：清瀬市男女共同参画センター アイレック  
          (清瀬市元町 1-2-11 アミュー4階) 
 テーマ：先輩起業家に学ぶ創業セミナー 
          第 96回ミニブルーム交流カフェ in清瀬 
          少ないお金で開業できた“ママ接骨院” 



 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 28年 7月 28日(木) 14:00～16:45 
 場 所：ジェトロ本部(東京都港区赤坂 1-12-32 アーク森ビル 9階) 
 テーマ：海外展開セミナー「高度外国人材の採用と定着」 
         「新興国の現地人材育成動向」 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 28年 8月 4 日(木) 13:30～15:00 
 場 所：日本公庫 本店 5 階 506会議室 
 テーマ：海外展開セミナー「撤退事例に学ぶ中小企業の海外展開」 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 28年 8月 4 日(木) 15:30～17:00 
 場 所：日本公庫 本店 5 階 506会議室 
 テーマ：海外展開セミナー「アセアン諸国との新たなビジネスの可能性」 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 28年 8月 10日(水) 10:00～12:00 
 場 所：小平市健康センター4階 第 2 会議室(小平市学園東町 1-19-12) 
 テーマ：先輩起業家に学ぶ創業セミナー  
          第 97回ミニブルーム交流カフェ in小平 
          寛げる癒しの空間で笑顔が繋がるネイルサロン 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 28年 8月 24日(水) 19:00～21:00 
 場 所：西東京市役所田無庁舎 2F 202・203会議室(西東京市南町 5-6-13) 
 テーマ：先輩起業家に学ぶ創業セミナー 
          第 98回ミニブルーム交流カフェ in西東京 
          システム・アプリ開発事業とコワーキング事業の二刀流に挑む！ 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 28年 8月 26日(金) 13:30～15:00 
 場 所：日本公庫 本店 5階 501会議室 
 テーマ：海外展開セミナー「海外リスクマネジメント」 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 28年 8月 29日(月) 10:00～12:00 
 場 所：町田市民フォーラム 3階 視聴覚室 
          (町田市原町田 4-9-8 サウスフロントタワー町田内) 
 テーマ：先輩起業家に学ぶ創業セミナー 
          第 99回ミニブルーム交流カフェ in町田 
          子育てママの心と体をメンテナンス 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 28年 10月 5 日(水) 18:30～21:00 
 場 所：タワーホール船堀 4F「研修室」  
          (江戸川区船堀 4-1-1 タワーホール船堀 4F「研修室」) 
 テーマ：創業支援セミナー「勝ち残るための起業ノウハウと資金調達」 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<神奈川県>> 
 
 日 時：平成 28年 7月 29日(金) 17:00～20:00 
 場 所：日本公庫 横浜支店 6F 会議室 
 テーマ：創業支援セミナー 
          高めよう「創業力」！専門家が教える確かな創業プラン作り 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 28年 8月 23日(火) 18:00～20:50 
 場 所：川崎商工会議所 2階 会議室 
          (川崎市川崎区駅前本町 11-2 川崎フロンティアビル 2F) 
 テーマ：創業支援セミナー 
          高めよう「創業力」！専門家が教える確かな創業プラン作り 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 28年 9月 13日(火) 平成 29年 1月 19日(木) 15:00～16:00 
 場 所：公益財団法人 横浜企業経営支援財団 大会議室 
 テーマ：日本公庫・創業セミナー 
          創業計画の立て方～金融機関から見たポイント～ 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 29年 3月 14日(火) 15:00～16:00 



 場 所：公益財団法人 横浜企業経営支援財団 大会議室 
 テーマ：日本公庫・創業セミナー 飲食店成功への道～創業事例から学ぶ～ 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<山梨県>> 
 
 日 時：平成 28年 7月 28日(木) 18:00～21:00 
 場 所：甲府商工会議所 2F(甲府市相生 2-2-17) 
 テーマ：創業支援セミナー 
          高めよう「創業力」！専門家が教える確かな創業プラン作り 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<富山県>> 
 
 日 時：平成 28年 7月 27日(水) 14:00～17:00 
 場 所：富山商工会議所 9F会議室(富山市総曲輪 2丁目 1番 3号) 
 テーマ：創業支援セミナー 
          高めよう「創業力」！専門家が教える確かな創業プラン作り 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<石川県>> 
 
 日 時：平成 28年 8月 8 日(月) 13:00～16:30 
 場 所：金沢商工会議所 研修室 (金沢市尾山町 9-13) 
 テーマ：創業支援セミナー 
          高めよう「創業力」！専門家が教える確かな創業プラン作り 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<福井県>> 
 
 日 時：平成 28年 7月 29日(金) 14:00～17:00 
 場 所：日本公庫 福井支店 2階会議室 
 テーマ：創業支援セミナー 
          高めよう「創業力」！専門家が教える確かな創業プラン作り 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<岐阜県>> 
 
 日 時：平成 28年 7月 11日(月) 平成 28年 8月 1日(月) 
          全 4回 14:00～16:00 
 場 所：日本公庫 岐阜支店 
 テーマ：岐阜市を元気にする！ 
          飲食業、美容業の創業を目指す方のための 
         「若鮎セミナー 創業ワークショップ in岐阜市」 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<静岡県>> 
 
 日 時：平成 28年 7月 27日(水) 13:30～16:00 
 場 所：日本公庫 浜松支店 
 テーマ：【浜松】社会起業家（NPOなど）向け法人設立・資金調達セミナー 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 28年 8月 27日(土) 13:30～17:00 
 場 所：静岡事務所 4階 会議室(静岡市葵区黒金町 20-8) 
 テーマ：創業支援セミナー 
          高めよう「創業力」！専門家が教える確かな創業プラン作り 
 



 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<滋賀県>> 
 
 日 時：平成 28年 8月 25日(木) 14:00～17:00 
 場 所：日本公庫 大津支店 1F会議室 
 テーマ：創業支援セミナー 
          高めよう「創業力」！専門家が教える確かな創業プラン作り 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<京都府>> 
 
 日 時：平成 28年 9月 2 日(金) 14:00～17:00 
 場 所：日本公庫 京都支店  
 テーマ：創業支援セミナー 
          高めよう「創業力」！専門家が教える 確かな創業プラン作り 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<兵庫県>> 
 
 日 時：平成 28年 7月 27日(水) 平成 28年 8月 24日(水) 
          平成 28年 9月 14日(水) 平成 28年 9月 28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 29日(金) 14:00～16:30  (13:30受付開始) 
 場 所：サンパル 7階 ビジネスプラザひょうごホール 
          (神戸市中央区雲井 5-3-1)【プレセミナー】 
 テーマ：ロシアビジネスセミナー 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 28年 7月 31日(日) 10:00～17:00 
 場 所：神戸市産業振興センター9階 
          (神戸市中央区東川崎町 1丁目 8番 4号) 
 テーマ：ひょうごコミュニティ・ビジネス 1Dayスクール 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 28年 8月 4 日(木) 15:00～17:00 
 場 所：日本公庫 神戸支店 11階会議室 
 テーマ：女性活躍推進セミナーin神戸 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 28年 8月 10日(水) 平成 28年 8月 24日(水) 各日 13:30～15:30 
 場 所：三木市立教育センター4階 中研修室(三木市福井 1933-12) 
 テーマ：(全 3回)三木市女性起業セミナー 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 28年 8月 21日(日) 平成 28年 9月 18日(日) 各日 13:00～16:00 
 場 所：西脇市茜が丘複合施設 Miraie(みらいえ)会議室 
          (西脇市野村町茜が丘 16-1) 
 テーマ：(全 5回)にしわき創業塾 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<大阪府>> 
 
 日 時：平成 28年 7月 23日(土)～平成 28年 8月 5日(金) 
 場 所：大阪取引所 (大阪市中央区北浜 1-8-16) 
 テーマ：第 2回大阪府立大学「高校生起業家教育講座」 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 28年 8月 30日(火) 14:00～19:00 
 場 所：近畿大学東大阪キャンパス 39 号館 2階 201教室 
          (東大阪市小若江 3丁目 4-1) 



 テーマ：近畿大学研究シーズ発表会 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<和歌山県>> 
 
 日 時：平成 28年 9月 3 日(土) 14:30～17:00 
 場 所：県民交流プラザビッグ愛 (大ホール) 
 テーマ：女性起業家応援カフェ 
          ～夢をカタチに～ ここから起業の一歩がはじまる 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<岡山県>> 
 
 日 時：平成 28年 8月 5 日(金) 10:00～16:00 
          平成 28年 8月 19日(金) 10:00～15:30 
 場 所：岡山県立図書館 2階 多目的ホール(岡山市北区丸の内 2丁目 6-30) 
 テーマ：「高校生ビジネスプラン・グランプリ」ビジネスプラン作成講座 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 28年 8月 20日(土) 13:30～16:00 
 場 所：岡山商工会議所 101会議室(岡山市北区厚生町 3-1-15) 
 テーマ：“夢へ羽ばたけ” 岡山商工会議所創業スクールプレセミナー 
          ～ここから始まる夢へのストーリー！～ 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 28年 9月 17日(土) 平成 28年 10月 22日(土) 9:30～16:30 
 場 所：(第 1～3回)岡山商工会議所 4階 会議室 
          (第 4～5回)岡山商工会議所 1階 会議室 
          (岡山市北区厚生町 3-1-15) 
 テーマ：“夢へ羽ばたけ” 創業スクール（ベーシックコース） 
          ～創業のための第一歩～ 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<広島県>> 
 
 日 時：平成 28年 7月 30日(土) 13:30～16:30 
 場 所：呉チャレンジ・コア(呉市西中央 1丁目 3-31) 
 テーマ：“夢の実現に向けて”もみじ創業応援スタートアップセミナー 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 28年 8月 6 日(土) 平成 28年 8月 20日(土) 9:30～16:30 
 場 所：賀茂泉館 4階 「泉ホール」(東広島市西条本町 12-5) 
 テーマ：「夢」への第一歩を踏み出そう！ 創業チャレンジセミナー 
          ～自分だけの創業プランを作ろう！～ 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 28年 8月 7 日(日) 10:00～15:30 
          平成 28年 8月 17日(水) 10:00～15:30 
 場 所：広島市立中央図書館 3階セミナー室 (広島市中区基町 3-1) 
 テーマ：「第 4回 創造力、無限大∞ 高校生ビジネスプラン・グランプリ」 
          ビジネスプラン作成講座 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 28年 8月 16日(火) 10:00～15:30 
          平成 28年 8月 24日(水) 10:00～15:30 
 場 所：福山市中央図書館 3階集会室 
          (福山市霞町 1丁目 10-1 まなびの館ローズコム) 
 テーマ：「高校生ビジネスプラン・グランプリ」ビジネスプラン作成講座 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 28年 9月 2 日(金) 14:00～17:00 
 場 所：広島商工会議所 3階 307会議室(広島市中区基町 5番 44) 
 テーマ：創業支援セミナー 
          高めよう「創業力」！専門家が教える確かな創業プラン作り 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 28年 9月 15日(木) 13:00～17:00 



 場 所：福山市中央図書館 3階 集会室 
          (福山市霞町 1丁目 10-1 まなびの館ローズコム) 
 テーマ：女性起業家応援セミナー 
          ～“バラの街 福山”でプチ創業をはじめよう！～ 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<香川県>> 
 
 日 時：平成 28年 8月 9 日(火) 14:00～17:00 
 場 所：高松商工会議所 401会議室(高松市番町 2-2-2) 
 テーマ：“飲食店開業” 勉強会 in高松 
          ～絶対はずせない！これだけは知っておきたい！ 
          経営の基本～ 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<愛媛県>> 
 
 日 時：平成 28年 8月 6 日(土) 14:00～16:30 
 場 所：レーイグラッツェふじ(新居浜市高木町 3-2) 
 テーマ：にいはま創業・経営応援セミナー 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<福岡県>> 
 
 日 時：平成 28年 7月 27日(水) 14:00～17:30 
 場 所：日本公庫 福岡支店(国民生活事業) 
 テーマ：創業支援セミナー 
          高めよう「創業力」！専門家が教える確かな創業プラン作り 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 28年 8月 3 日(水) 18:00～20:30 
 場 所：博多座・西銀ビル 13階(福岡市博多区下川端町 2番 1号) 
 テーマ：創業・経営支援セミナー 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 28年 8月 4 日(木) 18:00～20:30 
 場 所：fabbit 
          (北九州市小倉北区浅野 2丁目 14-3 あるある City 2号館 3階) 
 テーマ：創業・経営支援セミナー 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 28年 8月 31日(水) 18:30～20:00 
 場 所：TSUTAYA BOOKSTORE TENJIN 3F 内 スタートアップカフェ 
          (福岡市中央区今泉 1-20-17) 
 テーマ：創業・独立のための 
          第 2回 知っておきたい重点ポイント講座 
          ～資金調達について 融資編～ 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<佐賀県>> 
 
 日 時：平成 28年 8月 25日(木) 13:30～16:00 
 場 所：日本公庫 佐賀支店 6階 会議室 
 テーマ：飲食店 魅力ある店づくりセミナー 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<長崎県>> 
 
 日 時：平成 28年 8月 1 日(月) 18:30～20:30 
 場 所：長崎商工会議所 2Fホール(長崎市桜町 4-1) 
 テーマ：ソーシャルビジネス創業セミナーin長崎 



 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<鹿児島県>> 
 
 日 時：平成 28年 8月 31日(水) 18:00～20:40 
 場 所：ソーホーかごしま「会議室 A」(鹿児島市易居町 1番 2号) 
 テーマ：創業支援セミナー 高めよう「創業力」！専門家が教える確かな 

創業プラン作り 
 
  ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 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.m.jfc.go.jp/syspeg/peg010 
 
 
 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 
 

http://krs.bz/kokukin/c?c=1471&m=10608&v=688ffc5e
http://www.jfc.go.jp/n/finance/sougyou/yakan_soudan_info.html
https://www.m.jfc.go.jp/syspeg/peg010
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┃７┃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」７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_1607.pdf 
 ※PDFファイルは約６．５ＭＢ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…  
 ○調査リポート 
  訪問・通所介護事業における人材マネジメント 
  ―「訪問・通所介護事業に関するアンケート」から― 
 ○見える化で飛躍する中小企業 
  見える化が導いたＶ字回復 
 
 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．平成２８年熊本県熊本地方の震災に関する特別相談窓口 
 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆… 
 
 平成２８年４月の熊本地方の地震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「平成２８年熊本県熊本地方の震災に関する 
 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 
 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 
 https://www.jfc.go.jp/n/inquiry/index.html 
 
  …☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 ６．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 
 
 …☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 ７. 読者アンケート 

http://www.jfc.go.jp/n/service/mail_kokumin.html
http://www.jfc.go.jp/n/findings/tyousa_gttupou.html
https://www.jfc.go.jp/n/inquiry/index.html
http://www.jfc.go.jp/n/earthquake/index.html


 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆… 
 
 「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 
 
 
 …☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 ８．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。 
 
 今回から連載がスタートしました「こんな時代に『売る』技術」の第 12弾 
 「売れる！事業アイデア発見法」はいかがでしたか。 
 
 創業企業が生き残るカギとなる「事業アイデア」ですが、多種多様な商品 
 やサービスが市場にあふれる現代において、新しいアイデアを閃き、形に 
 することは容易ではありません。 
 
 本連載では、全６回にわたって、アイデア発見のための手法を今注目され 
 ている地域資源の発掘等の地方創生の観点も交えながら、発信していく予 
 定です。どうぞご期待ください！ 
 
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 次回の配信は 2016年 8月 24日の予定です。 
 
 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/n/service/mail-backnumber.html 
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