
中小企業診断士

商品や企業の持つ魅力を最大限に引き

出す支援を得意とし、メーカーや流通業

向けに「売れる商品・儲かる仕組み」作り

のコンサルティングをおこなうほか、

創業・ブランディング・販路開拓がテーマ

のセミナー講師を多数務めている。

あなたの
創業応援
します！

創 業 支 援

2021

自分で創業・起業をしてみたいけど、どんな
知識や準備が必要かわからない。そんな疑問
にお答えする創業支援講座です。「経営・
財務・販売促進/販路開拓・人材育成」に
ついて学びます。講座受講の後、予約制に
て講師の先生から個別指導も受けることが
出来ます。4回連続して受講されることを
お勧めしますが、興味のある回のみの受講
も可能です。まずは、ＦＡＸもしくはメール
にて受講申し込み書をお送りください。

第1回 経営

講座
個別指導

14:00-16:00
16:00-17:00
（事前申し込み予約にて人数限定）　
創業アイディアの磨き方や事業に
必要な視点など創業に向けてのポイ
ントを学びます。

小倉  綾氏
講師プロフィール

中小企業診断士

福山地域中小企業支援センターマネー

ジャー

広島県よろず支援拠点コーディネーター

創業支援・事業再生支援・

経営革新支援・事業計画策定を

得意とする。

第2回 財務

講座
個別指導

14:00-16:00
16:00-17:00
（事前申し込み予約にて人数限定）　
資金計画や収支計画等、創業に必要
な財務関係について学びます。

岡本 泰之氏
講師プロフィール

飲食店・小売店コンサルタント。

販売促進の専門家として年間100回以上

の開業相談を行う。販売促進支援だけ

でなく、販売促進を行う前のコンセプト

ワークやブランディングも

得意とする。

第3回 販売促進
販路開拓

講座
個別指導

14:00-16:00
16:00-17:00
（事前申し込み予約にて人数限定）　
顧客開拓・販路開拓に必要な知識、
販売促進のポイントについて学びます。

講師プロフィール

びんご産業支援コーディネーター

広島県よろず支援拠点コーディネーター

福山地区、備後圏域で幅広い連携・人材

育成実績あり

第4回 人材育成

講座
個別指導

14:00-16:00
16:00-17:00
（事前申し込み予約にて人数限定）　
事業運営や商品企画・開発等に必要な
人材育成や組織づくり、ネットワーク
づくりについて学びます。

講師プロフィール

おかもと診断士事務所

岡崎 美紀子氏
㈱カエルカンパニー

渡辺 幸三氏
セイムファクトリ

講師

講師

サン・シープラザ
第3研修室

三原市 中央公民館
第一講座室

会 場 三原市 中央公民館
第二・三講座室会 場

三原市 中央公民館
第一講座室会 場 会 場

2021

2021

7/24 土

個別指導10:00-17:00

9/11
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土

8/ 21
2021

土

7/10 土

8/ 7 土

創 業 支 援 フ ォ ロ ー ア ッ プ 講 座

事前申し込み予約にて
人数限定・時間調整し

指定します

講師
小倉  綾氏

会 場

（株）まちづくり三原

上記４回の「創業支援講座」のいずれかを受講された方及び、以前

に（株）まちづくり三原にて創業相談をされた方にむけてのフォロー

アップ支援講座です。個別に具体的な起業プランや創業計画書内

容などについて中小企業診断士の指導のもとブラッシュアップを

行い、実際に創業に役立てるものです。申込み受付後、

時間調整をいたします。

会場では、新型コロナ
ウイルス感染予防と流行
拡大防止のための対策を
実施し講座を行います。
各日程でオンライン配信も

行います。

受講料無料 要事前申込み

創 業 の 基 本 を 学 ぼ う！

実施主体：（株）まちづくり三原　三原市城町1丁目2-1 ペアシティ三原西館1階
TEL 0848-63-5538（月～金 10：00～17：00）  FAX 0848-63-8338  MAILE m-mihara@wing.ocn.ne.jp
http://www.machi-mihara.info 主催：三原市起業化促進連携協議会

希望者には事前予約・先着順にて個別に講師の先生が相談を受け付けます。（相談時間は申し込み人数により、増減します。）講座後の個別指導について

※オンライン配信に関しては
　注意事項があります。

この創業支援講座は産業競争力強化法に基づく「特定創業支援事業」です。会場で本講座を受けた方は、創業支援機関の他の創業支援事業と合わせる
ことにより三原市内で株式会社等を設立する際の登録免許税の軽減措置や信用保証枠の拡大などの特例を受けることができます。WEBでの受講の方は、
後日（株）まちづくり三原と三原商工会議所にて各1回づつ面談をお受け頂く必要があります。

創業に関心のある方

創業を準備の方

創業間もない方

対 象

講 座

講師

講師



お問い
合わせ

TEL.（0848）63-5538 月～金
10：00～17：00

三原市城町1丁目2-1 ペアシティ三原西館1階
※駐車場はありません。周辺のコインパーキングをご利用下さい。

HP からは専用・参加申込みページから

必要事項をご記入の上お申し込み下さい。

https://www.machi-mihara.info/ssk2021/http://www.machi-mihara.info

お名前

ご住所

電話番号

E-mai l

現在の職業

起業について

性別ふりがな

参加方法

男性  ・  女性 歳

年齢

創業希望業種

未定  　・　  将来予定している 　 ・　  具体的に予定中 　 ・　  起業済み　　

小売・飲食・その他（　　　 　　）

ＨＰまたはＦＡＸにてお申込み下さい。

FAX（0848）63-8338

締切

＊ご提供頂いた個人情報は本講座の運営及び今後の起業情報のご提供の為に、

　まちづくり三原・三原市起業化促進連携協議会にて使用させて頂きます。

　第三者への開示は、法令に基づく開示など特別な場合を除き、

　提供された目的を超えて開示いたしません。

＊講座の様子はまちづくり三原のWEBサイトやSNS媒体にて使用させて頂きます。

各講座1週間前まで創 業 支 援 講 座

基礎から学ぶ「創業支援講座」と
具体的な起業プランをブラッシュアップする
「創業支援フォローアップ講座」開催！

新型コロナウイルス
感染予防と流行拡大防止
のための対策を実施し
講座を行います。

実施に際しては、新型コロナウイルス流行の状況に応じて、中止・延期等の可能性があります。当日は三密を避ける対策を行ったうえで開催し、ウイ
ルス感染拡大抑止対策の詳細に関しては、（株）まちづくり三原ＨＰにてお知らせいたします。（中止・延期の場合には4日前にお知らせいたします。）

創業支援フォローアップ講座を受講希望の方もまずは創業支援講座を受講してください。

以前（株）まちづくり三原主催の「創業支援講座」を受講された方で

創業支援フォローアップ講座受講希望の方はお電話にてお問合せください。

創業するにあたって必要な事を知りたい！ 創業プランをブラッシュアップしたい！

会場参加希望　　・　　WEB参加希望 ←どちらか必ずお選びください。

当日、会場よりWEB配信を予定しています。
※オンライン配信に関して

【会場参加以外のWEB配信による参加方法】
Zoomによる配信です。ご自宅・会社などからオンラインでご参加いただきます。事前にメール申し込みいただいた方へ参加用

URLをお送りします。当日は13:55までにお送りしたURLより入ってお待ちください。スマートフォンまたはタブレットをご利用

の場合は事前にZoomアプリを入れておいてください。（通信環境の良い状態でご視聴ください）

お申し込みは
こちらから！



【 2021 年 創業支援講座 】    創業の基本を学ぼう！ 

自分で創業・起業をしてみたいけど、どんな知識や準備が必要かわからない。そんな疑問に

お答えする創業支援講座です。「経営・財務・販売促進/販路開拓・人材育成」について学び

ます。講座受講の後、予約制にて講師の先生から個別指導も受けることが出来ます。 

4 回連続して受講されることをお勧めしますが、興味のある回のみの受講も可能です。 

FAX もしくは HP 内の専用参加申し込みページから必要事項をご記入の上お申し込みくだ

さい。各日程でオンライン配信も行います。※オンライン配信に関しては注意事項がありま

す。※新型コロナウイルス感染予防と流行拡大防止のための対策を実施し講座を行います。 

但し、実施に際しては新型コロナウイルス流行の状況に応じて、オンライン配信のみもしく 

は中止等の可能性があります。 

第 1 回 「経営」 ７月１０日（土）  

14：00～16：00 講座 

     16：00～17：00 個別指導（事前申し込み予約にて人数限定）  

創業アイディアの磨き方や事業に必要な視点など創業に向けてのポイントを

学びます。 

会場：サン・シープラザ 第３研修室  

講師：中小企業診断士 小倉綾 氏 

第 2 回 「財務」 ７月２４日（土） 

14：00～16：00 講座 

     16：00～17：00 個別指導（事前申し込み予約にて人数限定） 

資金計画や収支計画等、創業に必要な財務関係について学びます。 

会場：三原市中央公民館 第一研修室に変更（館内工事の都合）  

講師：おかもと診断士事務所 岡本泰之 氏 

第 3 回 「販売促進・販路開拓」 ８月７日（土） 

14：00～16：00 講座 

     16：00～17：00 個別指導（事前申し込み予約にて人数限定） 

顧客開拓・販路開拓に必要な知識、販売促進のポイントについて学びます。 

会場：三原市中央公民館 第一講座室  

講師：㈱カエルカンパニー 岡崎美紀子 氏 

第 4 回 「人材育成」 ８月２１日（土） 

14：00～16：00 講座 

     16：00～17：00 個別指導（事前申し込み予約にて人数限定） 

事業運営や商品企画・開発等に必要な人材育成や組織づくり、ネットワークづ

くりについて学びます。  

会場：三原市中央公民館 第一講座室  

講師：セイムファクトリ 渡辺幸三 氏 



【講座後の個別指導について】 

希望者には事前予約・先着順にて個別に講師の先生が相談を受け付けます。 

（相談時間は申し込み人数により、増減します。） 

 

この創業支援講座は産業競争力強化法に基づく「特定創業支援事業」です。 

本講座を受けた方は、創業支援機関の他の創業支援事業と合わせることにより三原市内 

で株式会社等を設立する際の登録免許税の軽減措置や信用保証枠の拡大などの特例を受 

けることができます。※WEB での受講の方は、後日（株）まちづくり三原と三原商工会 

議所にて各 1 回づつ面談をお受け頂く必要があります。 

【適用条件】  

1 カ月以上に渡り 4 回以上支援を受け「経営・財務・販売促進/販路開拓・人材育成」の 

ノウハウを習得出来たと認められる場合等 

●講座会場：第１回     サン・シープラザ    三原市城町１丁目２−１ 

第２・３・４回 三原市中央公民館     三原市円一町２丁目３−１  

●参加費：無料 

(株）まちづくり三原ＨＰより専用参加申し込みページから必要事項をご記入の上、お申し

込み下さい。もしくは申し込み書をプリントアウトしＦＡＸにてお申し込みください。 

申し込み締め切り：各講座１週間前まで 

 

【 2020 年 創業支援フォローアップ講座 】 

上記４回の「創業支援講座」のいずれかを受講された方及び、以前に（株）まちづくり三原 

にて創業相談をされた方にむけてのフォローアップ支援講座です。個別に具体的な起業ア

イディアや創業計画書内容などについて中小企業診断士の指導のもと、ブラッシュアップ

を行い、実際に創業に役立てるものです。申込み受付後、時間調整し指定いたします。 

 

■ ９月１１日（土）  

 10：00～17：00 個別指導（事前申し込み予約にて人数限定）  

創業計画書の内容や事業に必要な具体的プランの磨き上げなど、創業に向けた内容の

個別指導を行います。 

会場：（株）まちづくり三原   

講師：中小企業診断士 小倉綾 氏 

●参加費：無料 

 

 

 

 



 

【創業支援講座・創業支援フォローアップ講座実施に際して 

新型コロナウイルス感染予防と流行拡大防止のための対策について】 

 

※講座会場では以下の内容を予定しておりますが、必要に応じて変更の可能性があります。 

●参加者のマスク着用を必須とします。 

●受付時、講座への全参加者へアルコール消毒のご協力をお願いいたします。 

●受付時、講座への全参加者へ検温のご協力をお願いいたします。 

（大変恐縮ではありますが、37.5℃以上の参加者は入場をお断りさせていただきます。） 

●会場内の換気をいたします。 

●ソーシャル・ディスタンス（社会的距離）を確保して着席頂きます。 

 

 

 

主催   三原市起業化促進連携協議会 

実施主体 ㈱まちづくり三原 みはら創業応援隊 

         広島県 三原市城町 1 丁目 2-1 ペアシティ三原西館 1 階 

        TEL:0848-63-5538  (月～金 10:00~17:00) 

         FAX:0848-63-8338 

        m-mihara@wing.ocn.ne.jp 

 http://www.machi-mihara.info/ 

 

 

  


