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   日 本 公 庫   起 業 家 応 援 マ ガ ジ ン ＶＯＬ．８０☆ 
 
       ～ここがポイント！初めてのホームページ作成 ～ 
 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 
 少しずつですが日足も伸び始め、春の訪れが感じられます。  
 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】「知って得する！」法律活用術 
 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】「知って得する！」法律活用術 
 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆… 
 
 「知って得する！」法律活用術 
 
                               日本弁護士連合会 
                       ひまわり中小企業センター 
             
 ＜第２回＞ここがポイント！初めてのホームページ作成 
 
 前回からスタートした「知って得する！法律活用術」は、６回にわたり、創業 
 者が、事業を立ち上げて軌道に乗せるまでの間に、直面する数々の法律問題や 
 その解決方法について、各分野で専門的な知識をもつ弁護士がわかりやすく解 
 説します。 
  
 第２回目は「ホームページの作成」がテーマです。 
 
 みなさんの中には、ホームページを作りたい方も多いのではないでしょうか？ 
 違法なホームページを作らないためにも、是非、この機会にホームページ作成 
 時に役立つ法律知識を学んでみませんか？ 
 
 気になる続きはこちらから 
  ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 
  http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/hou_170222.pdf 
  (PDFファイル 482KB) 
 
 …☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 ２．先人に学ぶ 起業家レポート 
 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆… 
 
 「空きスペースの仲介で新たな価値を創出」 
  

http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/hou_170222.pdf


                                      株式会社スペースマーケット   
                                          代表取締役 重松 大輔氏 
 
 今回ご紹介する起業家は、インターネット上のサイトを通じて、会議室や宴 
 会場などのスペースを遊ばせることなく活用したいオーナーと場所を探して 
 いる利用者の仲介を行う会社、株式会社スペースマーケットの重松代表です。 
 
 元勤務先で新規事業の立ち上げなどに携わった重松氏は、創業前にアイデア 
 を考えては周囲に相談するということを繰り返し、約 100個のアイデアを考え 
 ました。 
 
 最終的に、空きスペース事業で創業する決め手はなんだったのか？ 
 この答えの中に、創業の目的や意義を考える際のヒントがあるはずです。 
 
 気になる続きはこちらから 
  ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓  
  http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/senzin_170222.pdf 
  (PDFファイル 1,468KB) 
 
 …☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 ３．【特別連載】ソーシャルビジネス・トピックス 
 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆… 
 
 「人と組織のマネジメント 
  第２回 強くあたたかい組織のつくり方」  
  
                                ＮＰＯ法人ＣＲファクトリー 
                                   代表理事 呉 哲煥氏 
 
  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、ソーシャルビジネスを情報面からサポートするために、 
 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。  
 
  今回は、「強くあたたかい組織をつくるための観点」として、 
 「理念共有・浸透」と「関係性づくり」の重要性について、専門家が解説します。 
 
  詳しくはこちら 
 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓  
  http://www.jfc.go.jp/n/finance/social/tokushuu17.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 
 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆… 
  
 第┃５┃回┃高┃校┃生┃ 
 ━┛━┛━┛━┛━┛━┛ 
  ビ┃ジ┃ネ┃ス┃プ┃ラ┃ン┃・┃グ┃ラ┃ン┃プ┃リ┃の┃ご┃案┃内┃ 
  ━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛ 
 
 日本公庫は、平成 25年度から、「自ら考え、行動する力」を養うことの 

http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/senzin_170222.pdf
http://www.jfc.go.jp/n/finance/social/tokushuu17.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！！ 
 
 【第５回開催決定】 
 日本公庫は、全国の高校生を対象にしたビジネスプランコンテスト第５回 
 「創造力、無限大∞ 高校生ビジネスプラン・グランプリ」を開催します。 
 エントリー受付は、平成 29年 7月 3日（月）～9月 15日（金）まで、最終審査会
は平成 30年 1月 7日（日）、東京大学伊藤謝恩ホールにおいて開催します。 

  
 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 
 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 
 https://www.facebook.com/grandprix.jfc/ 
 
 
 自┃社┃で┃ホ┃ー┃ム┃ペ┃ー┃ジ┃を┃つ┃く┃る┃な┃ら┃、┃ 
  ━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛ 
  1 ┃年┃間┃無┃料┃の┃「┃は┃じ┃め┃て┃Ｗ┃Ｅ┃Ｂ┃」┃  
 ━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛ 
 
 自社で作れるホームページに関心がある方に、初年度無料で簡単にホーム 
 ページが作れる「はじめてＷＥＢ」をご紹介します。 
 
 「はじめてＷＥＢ」とは、ＫＤＤＩ、ドリームゲート、Jimdo、日本政策 
 金融公庫など中小企業やこれから創業する方を応援したい企業が参画し、 
 運営しています。 
  
 「はじめてＷＥＢ」では 4月 30日まで、指定期間中に「新規加入」または 
 「2年目更新」をした会社を対象に、4問アンケートを実施中。 
 毎月先着 180社の方に謝礼のギフト券を進呈しています。 
 
 【詳しくはこちら↓】 
 http://hajimeteweb.jp/index_jfc.php 
 
 
  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。 
 
  ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
  
 <<宮城県>> 
 
 日 時：平成 29年 2月 22日(水) 14:00～16:00 
 場 所：中小企業基盤整備機構東北本部 セミナー室 
          (仙台市青葉区一番町 4-6-1仙台第一生命タワービル 6階) 
 テーマ：経営支援セミナーin仙台 
         「基本から学ぶネットショップのお作法」 
          ～ネット利活用による販路拡大～ 
     (PDF ファイル 379.7 KB) 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<山形県>> 
 
 日 時：平成 29年 3月 2 日(木) 13:30～17:00 
 場 所：酒田産業会館 4階「白鳥」(酒田市中町 2-5-10) 

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


 テーマ：失敗から学ぶ 飲食店経営セミナーin庄内 
     (PDF ファイル 422.7 KB) 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<茨城県>> 
 
 日 時：平成 29年 2月 28日(火) 13:30～16:45 
 場 所：トモスみとビル 3 階 セミナーホール(水戸市大工町 1-2-3) 
 テーマ：ソーシャルビジネス 応援セミナー 
     (PDF ファイル 446.9 KB) 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<栃木県>> 
 
 日 時：平成 29年 3月 7 日(火) 10:00～13:00 
 場 所：宇都宮市東図書館(宇都宮市中今泉 3-5-1) 
 テーマ：ソーシャルビジネスセミナー 
     (PDF ファイル 1.1 MB) 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<埼玉県>> 
 
 日 時：平成 29年 3月 5 日(日) 13:00～17:00 
 場 所：さいたま市立中央図書館イベントルーム 
          (さいたま市浦和区東高砂町 11-1 コムナーレ 8F) 
 テーマ：創業・起業応援セミナー 会社設立のイ・ロ・ハ 
     (PDF ファイル 296.8 KB) 
   ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 29年 3月 12日(日) 13:00～17:00 
 場 所：さいたま市立中央図書館イベントルーム 
          (さいたま市浦和区東高砂町 11-1 コムナーレ 8F) 
 テーマ：創業・起業応援セミナー 創業準備のイ・ロ・ハ 
     (PDF ファイル 310.7 KB) 
   
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<新潟県>> 
 
 日 時：平成 29年 3月 18日(土) 13:30～15:30 
 場 所：新井商工会議所(妙高市下町 7-1) 
 テーマ：妙高市創業支援セミナー 
     (PDF ファイル 642.1 KB) 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<東京都>> 
 
 日 時：平成 29年 2月 22日(水) 14:00～16:30 
 場 所：日本公庫 新宿支店 4階会議室 
 テーマ：飲食店創業支援セミナー 
     (PDF ファイル 902.2 KB) 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 29年 2月 25日(土) 11:00～18:00 
 場 所：トラストシティカンファレンス丸の内 
          (千代田区丸の内 1-8-1丸の内トラストタワーN館 11F) 
 テーマ：東北で創業・事業承継・就農＋移住・定住 
          ～東北 6県移住応援イベント in東京～ 
     (PDF ファイル 610.3 KB) 
   
 



 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 29年 2月 25日(土) 14:00～16:00 
 場 所：日本公庫 三鷹支店 3階会議室 
 テーマ：異業種参入の方も必見！ 
          化粧品をつくる・売る・輸入するための超入門セミナー 
     (PDF ファイル 329.6 KB) 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 29年 3月 2 日(木) 14:00～16:30 
 場 所：日本公庫 新宿支店 4階会議室 
 テーマ：日本公庫×弥生 創業支援セミナー 
     (PDF ファイル 795.0 KB) 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<神奈川県>> 
 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 29年 3月 4 日(土) (全 3回)10:00～17:00 
 場 所：神奈川中小企業センタービル 6階、13階(横浜市中区尾上町 5-80) 
 テーマ：新事業 第 3回 新事業成功講座 
     (PDF ファイル 3.8 MB) 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 29年 3月 14日(火) 各回 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～ 
     (PDF ファイル 712.6 KB) 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<石川県>> 
 
 日 時：平成 29年 3月 14日(火) 13:30～15:30 
 場 所：七尾商工会議所 2 階 研修室(七尾市三島町 70-1) 
 テーマ：ソーシャルビジネス ななお社会起業家応援セミナー 
     (PDF ファイル 545.4 KB) 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<岐阜県>> 
 
 日 時：平成 29年 3月 15日(水)～平成 29年 12月初旬 
          各回 14:00～17:00  4回目のみ 10:00～12:00 
 場 所：各回によって会場が異なります 
 テーマ：長良川流域の地域資源を活用した観光事業拡大セミナー(全 4回) 
     (PDF ファイル 1.1 MB) 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<愛知県>> 
 
 日 時：平成 29年 2月 23日(木) 平成 29年 3月 23日(木) 
          13:00～16:00 
 場 所：2月 23日(木) 日本公庫 名古屋支店 6階会議室 
          3月 23日(木) 愛知県信用保証協会 8階会議室 
                      (名古屋市中村区椿町 7-9) 
 テーマ：社会的課題を解決したい方へ ビジネス変革ゼミナール 
     (PDF ファイル 157.0 KB) 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 29年 2月 25日(土) 13:30～16:00 
 場 所：愛知県図書館 (名古屋市中区三の丸 1-9-3) 
 テーマ：≪次世代女性起業家応援セミナー≫ 
          自分らしく働き（輝き）続けるために今から出来ること 



          ～今日が記念日、自己実現のための最初の一歩～ 
     (PDF ファイル 1.2 MB) 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<京都府>> 
 
 日 時：平成 29年 2月 24日(金) 10:00～17:00 
 場 所：KRP東地区 ASTEM棟 10階(京都市下京区中堂寺南町 134) 
 テーマ：創業ワンデイ 
     (PDF ファイル 1.4 MB) 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 29年 3月 12日(日) 14:00～16:00 
 場 所：京都府立図書館 3 階マルチメディア インテグレーション室 
          (京都市左京区岡崎成勝寺町 9) 
 テーマ：京都(きょう)から始めるあなたの事業 
          ～あなたの夢を図書館が応援～ 
     (PDF ファイル 636.8 KB) 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<兵庫県>> 
 
 日 時：平成 29年 2月 22日(水) 平成 29年 3月 8日(水)  
          (各回)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：全日本不動産協会による不動産開業支援セミナー 
     (PDF ファイル 373.0 KB) 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 29年 2月 22日(水) 平成 29年 3月 1日(水) 10:00～12:00 
 場 所：神戸市産業振興センター8階 802・803会議室 
          (神戸市中央区東川崎町 1-8-4) 
 テーマ：KOBE 創業塾「女性の起業」成功の秘訣編 
     (PDF ファイル 505.0 KB) 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 29年 2月 25日(土) 13:30～16:30 
 場 所：サンライフ三木 2 階 研修室(三木市福井 1933-12) 
 テーマ：三木市起業ビジネスプラン塾 
     (PDF ファイル 1.8 MB) 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 29年 3月 1 日(水) 13:30～17:00 (受付 13:00) 
 場 所：ANAクラウンプラザ神戸 
 テーマ：『アメリカ・ビジネスセミナー』 
          ～米国の「食」市場への挑戦と可能性～ 
     (PDF ファイル 805.9 KB) 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 29年 3月 9 日(木) 13:30～17:00 (受 
 場 所：神戸商工貿易センタービル 14 階 
 テーマ：サービス産業海外進出セミナー 
     (PDF ファイル 433.6 KB) 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 29年 3月 13日(月) 13:30～16:30 
 場 所：県立男女共同参画センター セミナー室 
          (神戸市中央区東川崎町 1-1-3神戸クリスタルタワー7階) 
 テーマ：女性起業家座談会 “先輩起業家”の話を聞こう！ 
     (PDF ファイル 631.9 KB) 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 29年 3月 21日(火) 13:30～15:30 
 場 所：兵庫県不動産会館 6階 602号(神戸市中央区北長狭通 5-5-26) 
 テーマ：兵庫県宅地建物取引業協会による不動産開業支援セミナー 
      (PDF ファイル 179.2 KB) 
 
 



 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<大阪府>> 
 
 日 時：平成 29年 2月 24日(金) 15:00～18:20 
 場 所：日本公庫 大阪支店 8階会議室 
 テーマ：事例に学ぶソーシャルビジネスの経営(PDFファイル 370.6 KB) 
     (PDF ファイル 370.6 KB) 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 29年 2月 26日(日) 平成 29年 3月 12日(日) 
          各回とも 13:30～16:30 
 場 所：泉ヶ丘センタービル集会室 4F 第 2集会室(堺市南区茶山台 1-2-1) 
 テーマ：ソーシャルビジネスってこういうコト！ 
          ～きっかけから経営まで～(PDFファイル 522.0 KB) 
     (PDF ファイル 522.0 KB) 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 29年 3月 1 日(水) 13:00～16:30 
 場 所：枚方信用金庫本店 4階会議室(枚方市岡東町 14-36) 
 テーマ：創業セミナー 
     (PDF ファイル 522.7 KB) 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 29年 3月 9 日(木) 14:00～16:00 
 場 所：とよなか起業・チャレンジセンター2階ホール 
          (豊中市蛍池中町 3-9-20) 
 テーマ：「稼ぐ力」を身につけよう！創業フォローアップセミナー 
     (PDF ファイル 711.5 KB) 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<和歌山県>> 
 
 日 時：平成 29年 2月 27日(月) 13:00～17:00 
 場 所：秋津野ガルテン(田辺市上秋津 4558-8) 
 テーマ：海外展開 海外展開セミナー 
     (PDF ファイル 157.0 KB) 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 29年 3月 10日(金) 14:00～17:00 
 場 所：田辺商工会議所(田辺市新屋敷町 1) 
 テーマ：資金調達 クラウドファンディング活用セミナー 
     (PDF ファイル 408.3 KB) 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<鳥取県>> 
 
 日 時：平成 29年 2月 22日(水) 13:30～17:00 
 場 所：鳥取県立図書館(鳥取市尚徳町 101) 
 テーマ：経営力向上セミナー 
          ～いまさら聞けないマーケティング 4つの基本～ 
     (PDF ファイル 198.8 KB) 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<広島県>> 
 
 日 時：平成 29年 2月 22日(水) 13:30～15:30 
 場 所：広島銀行福山営業本部 3階 会議室(福山市霞町 1-1-1) 
 テーマ：元気な中小企業の共通点 
          ～売上を上げるために大事な 3つのこと～ 
     (PDF ファイル 373.8 KB) 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 29年 2月 26日(日) 10:00～16:30 
 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：体感型ビジネスプラン作成講座 
     (PDF ファイル 1.9 MB) 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 29年 3月 17日(金) 19:00～20:00 
 場 所：エフピコ RiM 9階スタジオ A (福山市西町 1-1-1) 
 テーマ：創業啓発セミナーin福山 
     (PDF ファイル 1.5 MB) 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<大分県>> 
 
 日 時：平成 29年 2月 22日(水) 15:00～17:30 
 場 所：ホルトホール大分 2階セミナーホール 
 テーマ：創業・経営支援セミナー 
     (PDF ファイル 7.4 MB) 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 29年 2月 23日(木) 15:00～17:30 
 場 所：日田信用金庫・本店 5階ホール(日田市中本町 3-20) 
 テーマ：創業・経営支援セミナー 
     (PDF ファイル 7.6 MB) 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<熊本県>> 
 
 日 時：平成 29年 3月 3 日(金) 13:30～16:00 
 場 所：日本公庫 熊本支店 6階 
 テーマ：ソーシャルビジネスセミナーin熊本 
     (PDF ファイル 866.2 KB) 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
  
 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（国民生活事業） 
 
 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://krs.bz/kokukin/c?c=1471&m=10608&v=688ffc5e


  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 
 
 ★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 
  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┃２┃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」2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_1702.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 
    タイ労働市場の構造変化とわが国中小企業の対応 
 
  ○ 論点多彩 
    日本型クリエイティブ・サービスの価値共創モデル 
 
 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 
 
 
  小┃企┃業┃の┃経┃営┃指┃標┃調┃査┃の┃ご┃案┃内┃ 
  ━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛ 
  日本公庫 総合研究所の「小企業の経営指標調査」についてご紹介します。 
  本調査は、日本公庫国民生活事業から 2015年 4月～同年 12月にご融資を受 
  けた方のうち、情報通信業、運輸業、卸売・小売業、飲食店、宿泊業、医療、 
  福祉、教育、学習支援業、サービス業を営む法人企業の皆さまを対象に、 
 決算データを用いて、収益性、生産性、安全性に関するさまざまな指標値を 
 集計したものです。事業計画の策定などにぜひご活用ください。 
 
 【詳しくはこちら↓】 
  https://www.jfc.go.jp/n/findings/sme_findings2.html 
 
 …☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

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
http://www.jfc.go.jp/n/service/mail_kokumin.html
http://www.jfc.go.jp/n/findings/pdf/tyousa_gttupou_1702.pdf
http://www.jfc.go.jp/n/findings/tyousa_gttupou.html
https://www.jfc.go.jp/n/findings/sme_findings2.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 
 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆… 
 
 「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。 
 
 今回の「ここがポイント！初めてのホームページ作成」はいかがでしたか？ 
  
 自身のホームページをよりよくするためにも、引用のルール知り、著作物の 
 許諾を取ることは非常に大切です。 
  
 次回は、アルバイト等の人を雇用するにあたっての法的ポイントを予定して 
 います。 
  
 次回もお楽しみに！ 
 
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

https://www.jfc.go.jp/n/inquiry/index.html
http://www.jfc.go.jp/n/earthquake/index.html
https://krs.bz/kokukin/m/enquete


 次回の配信は 2017年 3月 22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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