
いなべ創業塾 in

1回のセミナーで効率よく「気づき」を得る

いなべ

地域密着！
スモールビジネスで起業

女性限定！
感性を活かす起業のススメ！

いなべブランドで起業！
地域を盛りあげよう

8 25 木

創業セミナー第1弾

9 15 木

創業セミナー第2弾

10 7金

創業セミナー第3弾

受講料／1回1,000円（税込）

18：30～21：00

13：30～16：00

18：30～21：00

㈲テイクスペース 代表取締役 竹林 晋 氏

㈲テイクスペース 代表取締役 竹林 晋 氏

岡崎ビジネスサポートセンターOKa-Biz
副センター長　髙嶋 舞 氏

　会場　　いなべ市商工会(ウッドヘッド三重内)　http://inabe-shoko.com/
　　　　　第一イベント室　〒511-0428 三重県いなべ市北勢町阿下喜1991番地
　対象　　創業準備者・創業5年未満の事業者　※創業準備者・創業5年未満であれば地域・年齢は問いません。
受講料 　セミナー/各回1,000円(税込)　創業塾/全5回5,000円(税込)　※いなべ市商工会会員は無料です。
　　　　　受理後(土日祝を除く)3日以内に申込確認とともに受講料のご案内をします
　申込　　裏面の受講申込書を、ＦＡＸ・MAIL・郵送または持参してください。また、HPからもご案内しています
お問い合わせ　TEL0594-72-3131　担当：山田・出口　8：30～17：15　土日祝休
　主催　　いなべ市商工会　　　後援　　いなべ市・北勢商工会広域連合

「いなべ」をあらためて知り、
地域に根ざした事業展開へ

３つの　で あなたを支援します
「自分」をみつめ直し、「自分」を
よく知った上で起業する絶好の機会

一回の参加ですぐ役に立つ
ノウハウが満載

連続した5回の講義で集中的に学ぶ

第二期

1112 土
1119 土

10 土

1126土

12 3 土
12

受講料／5,000円（税込） 9：30～16：30
全5回

いなべ創業塾を支える講師陣があなたを全面的にサポートします！

1 2 3

いなべ創業塾 無料体験講座115115 土

岡崎ビジネスサポート　　
　センター OKa-Biz

ビジネスコーディネーター
江藤 麻由 氏

ポエジー 代表
ミズノケイスケ 氏

㈲テイクスペース 代表取締役 竹林 晋 氏
岡崎ビジネスサポート センターOKa-Biz

副センター長　髙嶋 舞 氏

自分らしさのデザイン
を

しています！

ありがとうの言葉をいた
だける

存在を目指しています
！

地域を元気にする
スモールビジネスの
秘訣を教えます！

いなべ創業塾
メイン講師

伝える力UPコーチ

税務のスペシャリスト 日々小規模事業者のた
めの

弁護士！
労務をかみくだいて
わかりやすく

いつも笑顔を忘れませ
ん！

株式会社ナチュラル・コーチ
代表取締役　　　　　
若林 かおり 氏

日紫喜亮税理士事務所 
税理士 日紫喜 亮 氏 弁護士 井関 敏彰 氏

浅野社会保険労務士事務所
社会保険労務士　　　
浅野 和可 氏

パティスリー ギブリ代表
島尻 慎也 氏

髙嶋 舞 氏 プロフィール
㈱やろまい副社長、愛知県立大学
非常勤講師。06年、起業および産
業支援の道に進む。09年、ちいさ
な企業の応援団をコンセプトに独
立、14年法人化。３児の母でもある。 

好評のうちに
終了しました



平成28年度創業支援事業　受講申込書

いなべ創業塾　カリキュラム 全5回　定員／30名　受講料／5,000円

受講を希望される講座の□に「　  」をつけて下さい。

いなべ市商工会 行　FAX：0594-72-2355　E-mail：woodhead@m2.cty-net.ne.jp
郵送・持参も可（TELでの申込は不可）

創業セミナー
第1弾

8月25日㈭

創業セミナー
第2弾

9月15日㈭

創業セミナー
第3弾

10月7日㈮

いなべ創業塾
無料体験講座
11月5日㈯

いなべ創業塾
本講座
全5回

・工夫をこらしたカリキュラム構成により、一回の参加でもすべての参加でも活用しやすくなっています
・創業セミナー第1弾と第3弾は特に市内で起業、事業所がある場合にオススメのセミナーです
・創業セミナー第2弾は女性の視点により女性独自の観点での事業展開を充実させる構成となっており、女性限定セミナーです
・申込締切はございませんが、定員に達し次第キャンセル待ちを承ります。お早目にお申込みください。

参加者
氏名 男 ・ 女

ふりがな

8月25日㈭

9月15日㈭

10月7日㈮

18：30～21：00

13：30～16：00

18：30～21：00

地域密着！スモールビジネスで起業

女性限定！感性を活かす起業のススメ！

いなべブランドで起業！地域を盛りあげよう

㈲テイクスペース　代表取締役　竹林晋氏

岡崎ビジネスサポートセンターOKa-Biz　副センター長　髙嶋舞氏

㈲テイクスペース　代表取締役　竹林晋氏

日　程 時　間 テーマ 講　師

参加者
連絡先

備　考

住所　〒

生年月日

参加日等について連絡事項が
あれば、ご記入ください。

事業所名

いなべ市商工会
会員・非会員・加入予定

起業
年月 年　　　　月

※

事
業
所
が

　
あ
る
場
合年　　 月　　 日

TEL 携帯 E-mail

個人情報の利用目的について/いなべ市商工会が、本申込にてご提供いただいた
個人情報を利用する目的(以下、利用目的といいます)は次のとおりです
・創業支援事業に関する事務手続き及び創業支援事業運営とし、それ以外の目的
で利用する場合は事前にお知らせし、同意を得た上で利用いたします。
個人情報の取り扱いについて/ご提供いただいた個人情報は、当会個人情報方針
に基づき、適切に取り扱います

【事務局処理欄】 受付日／

（28.10）

問い合わせ確認票／ いなべ市商工会／ 会員（No.　　　　　　）・ 非会員 受講料／ 円有・無

年　　月　　日 方法／ FAX ・ メール ・ 持参・ 郵送 ※TELでの申込は不可

担当／ 特記事項／

いなべ創業塾　無料体験講座 受講料無料

いなべ創業セミナー 定員／30名　受講料／各1,000円

講　師テーマ

11月5日㈯ 13：30～14：30
日　程 時　間 本講座である「いなべ創業塾」の受講を迷っている場合や、「創業塾」とは何か知りたい場合にまずは体験講座の

受講をオススメします(実際の受講内容とは異なります)

11月12日㈯

11月19日㈯

11月26日㈯

12月3日㈯

12月10日㈯

10：30～12：30

13：30～16：30

9：30～11：30

11：30～12：30

13：30～15：30

15：30～16：30

9：30～12：30

13:30～16:30

9：30～10:30

10:30～11:30

12:30～14:30

14：30～16:30

9:30～13:00

14:00～16:30

☆経営/起業の心構え

☆販路開拓/マーケティング

☆財務

☆財務

☆人材育成

☆財務

☆人材育成

☆販路開拓/情報発信

☆経営

☆経営

☆経営

☆経営

☆販路開拓

☆経営

「起業支援のスペシャリストが贈る『あなたの起業成功させます！』」

「身近な商品から学ぶ商品・サービスのコンセプト作り」

会計「税金の基礎と実務」

資金１「公庫の創業支援制度」

労務「社会保険の基礎知識」

資金２「保証協会の創業支援制度」

人材育成「リピーターを作るコミュニケーション力」

「新規顧客を集める　ビジネスブログの作り方」

創業体験談

いなべ市の地域資源と支援制度

「続く起業のためのビジネスプランの作り方」

法務「契約書の重要性」

「魅力が伝わるプレスリリースの作り方」

「ビジネスプランブラッシュアップ」「振り返り」

岡崎ビジネスサポートセンター OKa-Biz
副センター長 髙嶋舞 氏

日紫喜亮税理士事務所 税理士 日紫喜亮 氏

日本政策金融公庫 担当者

浅野社会保険労務士事務所 社会保険労務士 浅野和可 氏

三重県信用保証協会 担当者

株式会社ナチュラル・コーチ 代表取締役 若林かおり 氏

ポエジー 代表 ミズノケイスケ 氏

パティスリー ギブリ代表 島尻慎也 氏

いなべ市 担当者

岡崎ビジネスサポートセンター OKa-Biz ビジネスコーディネーター 江藤麻由 氏

弁護士 井関敏彰 氏

岡崎ビジネスサポートセンター OKa-Biz
副センター長 髙嶋舞 氏

日　程 時　間 分　野

※当講座は「特定創業支援事業」です。当講座を受講し、証明書を得て条件を満たした方は、以下の支援制度の対象となります。
①株式会社設立時の登録免許税の減免…資本金の0.7％の登録免許税が0.35％に減免となります。
②創業関連保証の特例について…無担保・第三者保証人なしの創業関連保証枠が1000万円から1500万円に拡充し、事業開始の6か月前から支援を受けることが可能となります。

注）本講座はいなべ市認定の特定創業支援事業のため、①に関しては他の市町村で創業する場合は減免を受けることができません。また、支援制度の条件等、詳細については事前にお問い合わせください。

※一部変更する場合がございます


