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第４７回

海 老 名 サ ロ ン

日

時

１０月１２日(金) 午後３時より

場

所

神奈川中小企業センター6 階大研修室

容

（１）「脱原発」で本当に良いのですか？
（２）「中小企業経営から学んだこと」
神奈川県異業種連携協議会副議長 金子 和夫 氏
アイコンテクノ（株）代表取締役
（株）トリウムテックソリュウション取締役会長

内

参加費

（JR 関内駅徒歩約３分）

環境フォーラム会長

３，５００円 交流会「とりろう」
（関内駅前）



第７７回

西 湘 サ ロ ン

日

時

１１月１２日（月）午後６時～８時（開場５時３０分）

場

所

おだわら市民交流センターUMECO

（JR 小田原駅東口より徒歩約 2 分）

話題提供：
「保険屋が語るガンと地震の話！」
内

容

参加費

話題提供者：額田 雅之氏／野地 將平氏
皆様が意外と知らない保険の基礎の話、また、国民の 2 人に 1 人が患うと言う、日本人死亡要因 1 位のガ
ンと、昨今各地で発生し、首都圏でもいつ起きてもおかしくないと騒がれている地震について、現役 2 名
の保険営業マンにお話しして頂きます。

１,０００円（当日）
※

どちらのイベントも詳細は最終ページをご覧ください。

皆さんの参加をお待ちしています。
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今月のコンテンツ
1.
2.
3.
巻末
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川異研通信（通常総会、５月分科会、６月定例会）
／／／平成３０年度川崎異業種研究会通常総会を開催／／／
５月１０日（木）当所にて、会員１４名、オブザーバー２名
の参加者を得て開催した。
菅原会長から平成３０年度事業方針として「川崎異業種研究会
の活力増強」が示され、事業内容として以下の３つの骨子が述べ
られた。（１）会員交流事業の促進（定例会、勉強会、県外視察
会）（２）会員増強活動の促進（３）企業間連携・産学官連携事
業への促進

【総会議長を務める菅原会長】

また、以下の議案が満場一致で承認された。
（１）平成２９年度事業報告および収支決算承認の件
（２）平成３０年度事業計画（案）および収支予算（案）承認の件
（３）役員改選の件
*********************************
総会に続いて、講演会を開催、２８名の参加者を得た。講師にモーグルスキーヤーで平昌オリンピ
ックにも出場された西伸幸氏、聞き手にフリーアナウンサーでかわさき産業親善大使の秋山雅子氏を迎
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えた。講演は「東京オリンピック・パラリンピックへの提言～平昌オリンピックを振り返って～」をテ
ーマに対談形式で行われた。講演に先立ち、川崎市オリンピック・パラリンピック推進室担当課長井上
強氏より川崎市の取り組みについて説明があった。川崎市は、東京オリンピック・パラリンピックを機
に、２０１６年から「かわさきパラムーブメント」に取り組んでいる。本市は開催都市に最も近い都市
の一つとして大会期間中は国内外の多くの人々が訪れることも予想される。この大会の機運を最大限に
活用し、誰もが自分らしく暮らし自己実現を目指せる地域づくりを目指している。英国代表チームの事
前キャンプの受け入れ、駅のバリアフリー化、障がい者の就労体験ほか、具体的な取り組み事例が紹介
され、一同興味深く耳を傾けた。川崎市の説明に続き、対談が始まった。五輪３大会（バンクーバー、
ソチ、平昌）に出場され、数々の世界大会でも活躍された西氏は川崎市幸区出身だ。雪のない川崎でモ
ーグルスキーに出会い、トップに上り詰めるまでの経緯や、競技の魅力、そしてオリンピックに臨む緊
張感などが語られた。
*********************************
西氏のテーマソングも流れた。西氏のために作られたオリ
ジナル応援ソングだ。歌詞の中に「カワサキシティ！」とシ
ャウトする部分がある。西氏が「川崎」を是非歌詞に入れて
ほしいと希望したそうだ。
また２０２０年東京五輪に向けて、運営や設備面について
経験選手ならではの目線から思いが述べられた。選手が思い
切りプレイできるよう安心できる設備、そして会場の外にお
【講師の西氏】

いても、選手の家族や応援者に笑顔で接し、歓迎ムードひい
ては日本の良さも伝えたいとの言葉には、３大会を経験された

重みがあった。
西氏は今大会で引退され、今後はコーチとして後進の指導にあたられる。新たに川崎からオリンピッ
ク選手が生まれることを期待すると力強く語られた。
*********************************
最後に、菅原会長からお礼の言葉と記念品の川崎銘菓が渡され、好評を博した講演が終了した。
講演会終了後は、懇親会を開催した。菅原会長の挨拶、川崎商工会議所

山田会頭の来賓挨拶、来賓紹

介の後、公益財団法人川崎市産業振興財団理事長 曽禰純一郎氏の乾杯発声により開宴した。終始和や
かな雰囲気で親睦を深めた。中締めは紀中顧問が務め、盛会裏のうち散会となった。
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【５月勉強会】
５月２４日（木）６時３０分から、中原市民館にて５月勉強会を開催した。当会は今年度より、名称
を「分科会」から「勉強会」に改め、参加対象も会員企業の従業員や会員以外にも拡げ、これまで以上
に役立つ講習会を実施し、充実を目指している。今回は、和光大学准教授

杉本昌昭氏を講師に迎え

「クラウドファンディングの仕組みと事例紹介」をテーマに講義が行われた。会員８名、和光大学学生
６名の参加者を得た。
講師の専攻である社会学やリテラシーからのアプローチの説明で、大変興味深く話を聞けた。懇親会
では具体的な事例等を交え、成功例、失敗例等をわかりやすく話して頂いた。

【６月定例会】
６月１４日（木）当所にて６月定例会を開催した。会員９名、オブザーバー３名、和光大学学生５名
の参加者を得た。今回は、「第４次産業革命のゆくえ」と題し、和光大学経済経営学部教授 小林 稔
氏による講演が行われた。
*********************************
当会は今年度、IT、働き方改革、高齢化社会に伴う健康維持をテーマとして講演会を企画している。
今回は、５月に行われた「クラウドファンディングの仕組みについて」の勉強会に続いて、最先端技術
がテーマだ。
*********************************
講演では第４次産業革命について、具体的事例を交えわかりやすく説明頂いた。特に注目されている
技術として、コンピュータやモバイルのデジタル技術、ビッグデータの解析技術、自動車、住居、衣服
等をシェアするシェアリングエコノミー、人工知能（AI）やロボットの活用、金融と技術を組み合わせ
たフィンテックなどをあげられ、それぞれについて詳しく述べられた。QR コード決裁や、超スマート
社会への動きなど、最先端の状況に参加者は興味深く耳を傾けた。
講演後の懇親会は、これまで立食形式であったところ、新しい試みとして近隣店舗にて着座式で行わ
れた。参加者は膝を交えて語り合い親睦を深めた。
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【NPO 法人 Ｃ＆Ｓ経営支援協会】
理事長

松井利夫

「経営支援講座」と「起業支援講座」開催のお知らせ！
イグレン加盟の「NPO C&S 経営支援協会」では、毎年、横浜市経済局、日本政策金融公庫、
横浜信用金庫の後援並びにイグレンの協賛を得て創業・起業を目指す方を対象に「起業支援講
座」を開催しています。今年度は、さらに「経営支援講座」を加えて中小企業・小規模事業者
を対象にセミナーを開催しています。前半の講座は、ほゞ、終了していますが、後半の講座を
下記の要領で開催いたしますのでお知らせします。イグレン会員の団体、企業並びに個人の皆
様のご出席をお願い申し上げます。講座の詳細は、巻末添付のチラシをご覧ください。

記
1. 「経営支援講座」
〇講座内容と開催日は次の通りです。
①「人事労務講座」(超人手不足時代の働き方)：9 月 28 日（金）14：30～17：00
②「財務会計講座」(会計情報の上手な使い方)：10 月 25 日（木）14：30～17：00
③「生産性向上講座」(モノづくり効率 UP による原価低減)：12 月 14 日(金) 時間同上
④「補助金活用講座」（補助金獲得の秘訣と活用のヒント）：3 月 15 日(金) 時間同上

2. 「起業支援講座」
〇講座内容と開催日は次の通りです。
ステップアップ講座

（第一日目）：11 月 2 日（金）17：30～21:00
（第二日目）：11 月 7 日（水）17：30～21:00
（第三日目）：11 月 16 日（金）17：30～21:00

〇会場は神奈川中小企業センタービル 特別研修室です。(横浜市中区尾上町 5-80)

【問合せ・申込み先】
TEL/FAX：045-845-1566

NPO C&S 経営支援協会

松井

E-Mail：toshio_matsui@mve.biglobe.ne.jp
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閑中閑話

先日「運慶と鎌倉～史実と伝承を訪ねる」という古都鎌倉史跡めぐり（鎌倉市後援）に参加してみ
ました。鎌倉彫会館～鎌倉国宝館～大倉幕府後～鎌倉宮～覚園寺～永福寺（ようふくじ）跡～杉本寺
というハードなコース取りでしたが、NPO 法人鎌倉ガイド協会のメンバーによる丁寧な説明や国宝
館での学芸員さんの解説のおかげで、結構勉強になり楽しい史跡めぐりでした。
現在鎌倉には運慶作と断定される仏像はないそうですが、「吾妻鏡」をはじめ史書や地誌類には運
慶伝承仏像がかなり記録されているとのこと。奈良東大寺南大門の仁王像を源頼朝の命で制作したと
いう史実から見て、鎌倉幕府と運慶の関係は強いものがあったと推測できますし、科学的な分析技術
で伝承が証明される日が来るでしょう。
鎌倉彫の歴史は、明治初年（1868 年）の「神仏分離令」により触発された寺院・仏像・仏具の全
国的な破壊運動（廃仏毀釈）により致命的な打撃を受けた仏師たちが運慶を始祖とする後藤家・三橋
家の両家を中心に、それまで副業であった鎌倉彫を本業の工芸として発展・確立してきたとのこと。
政治の都合で一つの分化が破壊されても、地域に根差した創造のエネルギーはすごいものだという思
いを強くした史跡めぐりでした。（愛賢司）

神奈川県異業種連携協議会
交流アドバイザーが詰めております、気軽にご連絡ご相談ください（無料）
【月】

①②③宮川 豊 ④⑤荒 直孝

【火】

①②④⑤児玉 英二 ③愛賢司

【水】

①菊地 ②指方 ③加藤 ④愛 ⑤芝

【木】

①②③④⑤松井 利夫

【金】

①愛賢司 ②指方 順一郎 ③④⑤織方

【土、日、祭日】

休業

神奈川イグレン事務局
〒231-0015
横浜市中区尾上町 5-80 神奈川中小企業センタービル 7 階インキュベートルーム 703 号
T/F 045-228-7331

URL：http://www.kanagawa-iguren.com

Mail：iguren@kanagawa-iguren.com

6

第４7 回海老名サロン開催要領
I．日 時 １０月１２日(金)午後３時より
Ⅱ．会 場 神奈川中小企業センター６階大研修室
Ⅲ．進 行 (時間配分は質疑も含む目安です)
１．資料確認と報告
（3 時～3 時 40 分）
２．講
演
（3 時 40 分～5 時 00 分）
（１）「脱原発」で本当に良いのですか？
（２）「中小企業経営から学んだこと」
神奈川県異業種連携協議会副議長 金子 和夫 氏
アイコンテクノ（株）代表取締役
（株）トリウムテックソリュウション取締役会長
環境フォーラム会長
① 福島原発事故から学んだこと
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫

使用済み核燃料の処理
トリウム溶融塩炉の仕組み
経営指針(ア経営理念―社会性、人間性、科学性イ経営方針ウ経営計画)
科学する心
一言が人の心を傷つける，一言が人の心を温める
本気ですれば大抵のことは出来る，本気ですれば何でも面白い等
20 代ロマン、30 代実践、40 代子分作り、50 代スポンサー
狭く、深く、深くそして広げる
感謝、正直、勤勉、寛容
宿命―生き、運命－挑戦、使命―燃えろ、天命－従う
若さの秘訣―仕事から離れるな、食ったら歩け、ときめき

3．出席者からの感想と質疑・討論
Ⅳ．交流会

（5 時 00 分～5 時 40 分）

「とりろう」（関内駅前）

① サロン（

出席

欠席

）

②交流会

ご本人以外の出席者方のご芳名・ご職名

＊ＦＡＸ

０４５－２２８－７３３１

参加費
（

３，５００円
出席

欠席

）

地域の幅広い人材交流を目指した「神奈川新産学公交流サロン」

第７７回西湘サロン開催のお知らせ
【日時】： 平成３０年 １１ 月１２日（月） 午後６時 ～８時（開場５時３０分）
【場所】：おだわら市民交流センターUMECO

(TEL :0465-24-6611)

【 会 費 】：参加費１,０００円（当日）
＊次回

１．話題：

78 回予定：平成 31 年 1 月 15 日（火）（開催時間、場所は今回と同じ予定です）

保険屋が語るガンと地震の話！

皆様が意外と知らない保険の基礎の話、また、国民の 2 人に 1 人が
患うと言う、日本人死亡要因 1 位のガンと、昨今各地で発生し、首都
圏でもいつ起きてもおかしくないと騒がれている地震について、現役 2
名の保険営業マンにお話しして頂きます。
話題提供：額田

雅之氏

話題提供：野地

將平氏

不動産会社、保険会社を経て保険営業を生業とする傍ら、
神奈川県がん対策推進員やマンション管理士としても活動している。また小田原箱根商工
会議所青年部メンバーとして地域の活動などにも積極的に参加している。猫大好き。
自動車会社、保険会社を経て自動車や損害保険について学
びながら、(有)澤地自動車の後継者として自動車の販売や整備のサポートも行っている。
現在宅建士と自動車整備士 2 級の勉強中。ボーリングはプロ級。

２．テーブルディスカッション（ビール、つまみを用意します）
テーブルを囲み、自由に討論・交流を行います。
団体での参加申し込み先：神奈川県異業種連携協議会事務局
〒231-0015 横浜市中区尾上町５－８０ 神奈川中小企業センタービル７階
Tel＆Fax０４５－２２８－７３３１
（担当：吉池）
３．場所

JR 小田原駅東口より
徒歩約 2 分です。
住所：小田原市栄町一丁
目 1 番 27 号（駅東口駐車
場 １ 階 ） (TEL :0465-246611)

個人で参加される方は、申し込みの必要がありません。多人数で参加される方は会場の準備の都合もあります
ので下記参加申込書で参加人数を教えてください。
参加申込書（西湘サロン）Tel＆Fax０４５－２２８－７３３１
氏名
住所

（参加人数：

名） 所属・役職
電話番号

（

）

ＦＡＸ番号 （

）

最新トレンドをつかんで経営をフレッシュに！

経営支援
講座2018
2018年9月 ～ 2019年3月までの講座

受講対象者
講座内容
受講申し込みは裏面参照
▶受講対象者


最新の経営に関するトレンドを
把握して経営に活かしたい方



事業承継に向けて、企業力を
磨き上げたい方



起業済みの方で、経営に関する
より深い知識を身につけたい方



事業承継に向けて企業力向上
のヒントを得たい方

知らないでは済まされない
9月

超人手不足時代を生き抜くための働き方
【日時】 2018年9月28日（金）14:30～１7:00（受付 14:00より）
【会場】 横浜信用金庫 アネックスビル２F会議室

必ず役に立つ

10月

会計情報の上手な使い方
【日時】 2018年 10月25日（木）14:30～１7:00（受付 14:00～）
【会場】 横浜信用金庫 本店8F会議室

こうすれば活用できる
12月

モノづくり効率アップによる原価低減
【日時】2018年 12月14日（金）14:30～17:00（受付 14:00より）
【会場】 横浜信用金庫 本店8F会議室

知って得する、超人手不足時代
を生き抜くための働き方
中小企業が超人手不足時代を
生き抜くために必要な「働き方」を
分かりやすく解説します。

▶10月 財務会計講座
必ず役に立つ、会計情報の上
手な使い方

補助金獲得の秘訣と活用のヒント

「経営の羅針盤」と言われる会計
情報の集約方法や決算書の戦
略的読み方を解説します。

【日時】2019年 3月15日（金）14:30～１7:00（受付 14:00より）
【会場】 横浜信用金庫 アネックスビル2F会議室

▶12月 生産性向上講座

上手に活用しよう
3月

▶9月 人事労務講座

【会 場】 上記、各講座欄にて会場をご確認ください（詳細は裏面）
【参加費】 1,500円/各講座（資料代）
【定 員】 15名（先着順）
【主 催】 NPO C&S経営支援協会
【後 援】 横浜市経済局
日本政策金融公庫
横浜信用金庫
【協 賛】 神奈川県異業種連携協議会
【お問合せ】 NPO C&S経営支援協会 松井
〒233-0015 横浜市港南区日限山1-25-2
TEL/FAX 045-845-1566
E-Mail: toshio_matsui@mve.biglobe.ne.jp

こうすれば活用できる、モノづくり
効率アップによる原価低減
トヨタ生産方式から最新IoTス
マート工場方式の中小企業への
取り込み方について解説します

▶3月 補助金活用講座
上手に活用しよう、補助金獲得
の秘訣と活用のヒント
最新の補助金情報とその獲得の
秘訣、活用のヒントをていねいに
解説します

【2018年度 後半（9月-3月）の経営支援講座概要と開催予定一覧】
今年は、税制改正をきっかけに、事業承継に向けた動きが活発です。事業承継においては、なによりも事業価値向上が大切です。当講座は、
「企業力向上」のための新たな視点をご提供します。講座ごとに参加申し込みを受付ますので、ご興味に応じてご検討ください。

【人事労務講座・9月28日（金）】
知って得する、超人手不足時代を生き抜くための働き方

【財務会計講座・10月25日（木）】
必ず役に立つ、会計情報の上手な使い方

中小企業経営者が知らなければいけない「働き方改革」の本質とは何 会計情報は、「経営の羅針盤とも言われる重要なもので、集大成され
か？ 中小企業が超人手不足時代を生き抜くために必要な「働き方」 た決算書は「成績表」として株主等の関係者に公開されます。この会
を分かりやすく解説します。
計情報の集約方法や決算書の戦略的な読み方に
ついて解説します。
【講師プロフィール：青木高志】
老舗百貨店勤務後、後継者として中小企業の経営
者に就任。経営難から廃業を経て現在は中小企業
診断士として独立。経営者の視点からサポートします。

【講師プロフィール：小林 巽】

【生産性向上講座・12月14日（金）】
こうすれば活用できる、モノづくりの効率アップによる原価低減

【補助金講座・2019年3月15日（金）】
上手に活用しよう、補助金獲得の秘訣と活用のヒント

トヨタ生産方式から最近のIoTを活用したスマート工場まで、中小
企業が容易に取り込め、利益に結び付く視点で具体的にわかりやすく
解説します 。

補助金には「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援」、「事業承継
支援」、「人材確保・育成支援」などがあります。これら補助金について
の最新情報と、補助金獲得の秘訣を分かりやすく
説明します。

【講師プロフィール：山本俊夫 】
国内と海外の大手電機メーカを退職後、大手EMS
（電子機器受託製造業）、中小企業などで現場、
プロセスの改善を多数実施しています。

中小企業診断士、専門は経理・財務業務
小林経営コンサル事務所 代表

【講師プロフィール：松井利夫 】
大手メーカーで生産管理、協力企業管理、サービス
業務等に従事。退職後、中小企業診断士として独立
補助金獲得支援の経験豊富

【横浜信用金庫の経営支援の取組】 〈各講座冒頭にて紹介〉
横浜信用金庫の経営支援の取組について、各講座冒頭で解説します
①各営業店の営業課員ならびに本部職員の専門スタッフによる各種個別相談業務、②ビジネスマッチング等の本業支援活動

「9月-3月の経営支援講座」受講申込書
以下枠内をご記入の上、下記までお申し込みください。 ※E-mailでお申し込みの場合は、件名を「起業支援講座申込み」とした
うえで、下表の 1 ～ 5 までの項目をご記入の上、お申込みください。
【申し込み先】 FAX: 045-845-1566 E-Mail: toshio_matsui@mve.biglobe.ne.jp

9月28日：知って得する、超人手不足時代を生き抜くための働き方 (アネックスビル 2F）
1．申込講座
受講希望の講座に
〇をつけてください。

10月25日：必ず役に立つ、会計情報の上手な使い方（よこしん本店 8F）
12月14日：こうすれば活用できる、モノづくり効率アップによる原価低減（よこしん本店 8F）

2019年3月15日：上手に活用しよう、補助金獲得の秘訣と活用のヒント（アネックスビル 2F）
2．事業所名
3．参加者氏名
4．電話番号
5．E-mail
【会場へのアクセス】
横浜信用金庫本店 8F/アネックスビル 2F 会議室
〒231-8466 横浜市中区尾上町2-16-1
JR京浜東北線「関内駅」南口正面 徒歩1分
市営地下鉄線関内より徒歩1分
※ 横浜市庁舎の斜め前です。

商業・サービスで起業をお考えの方のための

起業支援
講座2018
【開催日時】
ステップアップ起業講座（3日間コース、受付中）

受講対象者
講座内容
【受講対象者】


商業・サービス業で起業をお考
えの方に最適



ベーシック起業講座の修了者ま
たは昨年度の当協会の起業支
援講座を受講済みの方



当協会以外で起業講座等を受
講したあと、自分なりに考えたプ
ランを練り上げたい方



すでにお持ちの起業構想をブラッ
シュアップしたい方など

1日目: 11月 2日（金）17:30－21:00
2日目: 11月 7日（水）17:30ー21:00
3日目: 11月16日（金）17:30ー21:00

【講座概要】
【会 場】
神奈川中小企業センタービル 6階 特別研修室
横浜市中区尾上町5-80※詳細は裏面をご覧ください

【参加費】
ステップアップ起業講座 4,500円（3日間、資料代）
※本年度ベーシック起業講座の受講者、昨年度の起業支援講座受講者
には割引があります(裏面参照)

【定 員】 12名（先着順）

ステップアップ起業講座概要
※講義とワークを組み合わせた、ベー
シック講座参加者、すでに起業検討
中の方に最適な実用コースです。

講義とワークを組みせた実践的な
コース設計になっています。
・顧客目線のコトづくりとモノづくり
・事業コンセプトと資金調達

【主 催】 NPO C&S経営支援協会
【後 援】 横浜市経済局

・モノやコトを売上につなげる考え方
・事業コンセプトと収支計画

日本政策金融公庫

・経営者のもう一つの武器

横浜信用金庫

・事業計画と資金調達

【協 賛】 神奈川県異業種連携協議会

・各種届出と労務管理

【お問合せ】 NPO C&S経営支援協会 松井
〒233-0015 横浜市港南区日限山1-25-2
TEL/FAX 045-845-1566
E-Mail: toshio_matsui@mve.biglobe.ne.jp

講座の内容、日程・時間割につきまし
ては裏面を参照ください

※ お申込み方法は裏面をご覧く
ださい。

【講座内容】

※ 具体的内容は多少変更になる可能性があります。

ステップアップ起業講座（講義とワークによるの起業構想の具体化講座）
講義とワークを組み合わせた、ベーシック講座（または、昨年の起業支援講座）終了者や、すでに起業検討中の方に最適な実用コースです。

1日目 11月2日（金) 17:30 ～ 21:00（6F 特別研修室）
• 講義S1：顧客目線のコトづくりとモノづくり（事業/商品コンセプト）
ワーク：自分の考え・夢を、事業コンセプト、設備、商品にまとめる。
• 講義S2：モノやコトを売上につなげるための考え方（マーケティング）
ワーク：各自の起業業種に合わせたマーケティング要素をまとめる。

ベーシック起業講座の概要（参考 9/8, 15に開催）
ベーシック起業講座のカリキュラムは、以下のように起業に必要な
基礎知識をまとめて解説するものです（ステップアップ講座受講の
検討情報として掲載しています）

2日目 11月7日（水) 17:30 ～ 21:00（6F特別研修室）
• 講義S3：事業コンセプト、マーケティング要素と経費（収支計画）
ワーク：事業・商品コンセプト、マーケティング要素、経費計画を組み合わせ
て収支計画を検討する（収支計画シミュレーション）
• 講義S4：経営者のもう一つの武器（経営知識）
経営と経理の基本（日々の記帳と財務諸表・試算表の読み方、設備投
資、運転資金、資金繰り,確定申告）

3日目 11月16日（金) 17:30 ～ 21:00（6F特別研修室）

 起業体験談: 田村隆氏
㈱TSコーポレーション 代表取締役

 講義B1： 5W2Hで考える事業計画
 売れる事業コンセプトの作り方
 起業の具体化計画・スケジュール
 抜けの無い収支計画づくりと練り上げのポイント
 講義B2： 資金計画キソ
 資金調達計画と準備、各種融資制度の知識
 創業の基礎知識（事業形態、経理、税金、雇用な
ど）

 データで学ぶ創業（全体の中での自分を確認）

• 講義S5：事業計画と資金調達（政策金融公庫）
ワーク：事業計画書計画の作成

 講義B3： 起業に不可欠な経営のキソ
 ゼロから始める会計（経理のキソ）
 人を雇う前に考えること（雇用のキソ）

• 講義S6：起業にあたっての各種届け出と労務管理
労働契約と労務管理、企業運営上のリスクに備える

「起業支援講座」受講申込書
以下枠内をご記入の上、下記までお申し込みください。 ※E-mailでお申し込みの場合は、件名を「起業支援講座申込み」としたう
えで、下表の1．～ 6．までの項目をご記入の上、お申込みください。
【申し込み先】 FAX: 045-845-1566 E-Mail: toshio_matsui@mve.biglobe.ne.jp

お申込日
1．受講コース

平成 30 年

月

日

ステップアップ起業講座（3日間講座） 4,500円※
※ベーシック起業講座受講者、昨年度の当協会起業講座受講者は3,000円

2．起業（予定）業種等
※ 決まっていない場合は漠然とした内容でもOK

3．郵便番号 ・住所
4．氏名
5．電話番号
6．E-mail address

【会場へのアクセス】
神奈川中小企業センタービル 6階 特別会議室
横浜市中区尾上町5-80 TEL 045-633-5019
• JR関内駅北口を出て、線路沿いを桜木町方面に戻る（徒歩5分）
ロイヤルホストの1つ先のビルになります。１Fが郵便局になっています。

