
ー　伴走型小規模事業者支援推進事業　－

あなたの考えるビジネスを” 形” にしませんか

創業塾

あなたの考えるビジネスを” 形” にしませんか

・ 本気で創業したい方！！

・ 創業 1 年未満で

　　　　やる気のある方！！

・ 本気で創業したい方！！

・ 創業 1 年未満で

　　　　やる気のある方！！ 創業塾創業塾
夢なき者に理想なし、
理想なき者に計画なし、
計画なき者に実行なし、
実行なき者に成功なし。
故に、 夢なき者に成功なし。

皆さんは吉田松陰の格言をご存知でしょうか︖
夢や理想だけ、計画だけではダメなんです。
実行なくして、成功は得られないんです。右の
松陰の格言は、正に、経営に置き換えることが
できると思いませんか︖
今回の創業塾では、現代の厳しい社会で生き残り、
事業を継続していくために必要な” ビジネスモデ
ル” を検討し、事業計画を立案し、それを実行す
るためのノウハウを” 熱血講師” が余すことなく
お伝えします。

主催

お問合せ

磐田市商工会
浅羽町商工会
森町商工会

【講座日程　（全 5 回講座）】

（水）

【会場】 ワークピア磐田　第 1 会議室
（磐田市見付 2989）

【対象者】

◆本気で起業をお考えの方

◆創業１年未満で改めて計画を作りたい方

【定員】 １５名 【受講料】 無料

【申込方法】 チラシ裏面をご確認ください

【講師】
創業の

カリスマ講師五島 宏明

その後、 もう二度と自分と同じような経験をする人を

つくってはならないとの思いから経営コンサルタントの

道を決断。 猛勉強の末、 2010 年 4 月国家資格

「中小企業診断士」 取得。 現在、 全国各地で経営

相談 ・ ブランディング支援 ・ 講習会を中心に小規模

事業者の支援者として駆け回っている。

磐田市弥藤太島５１５－１ ☎（０５３８）３６－９６００ 担当︓三ツ谷
袋井市浅名９７９－１ ☎（０５３８）２３－２４４０ 担当︓鈴木、舘石

周智郡森町森２０－１ ☎（０５３８）８５－３１２６ 担当︓平田、横田

10/28
19:00 ～ 20:45

（水）11/4
19:00 ～ 20:45

（水）11/11
19:00 ～ 20:45

（水）11/18
19:00 ～ 20:45

（水）11/25
19:00 ～ 20:45

第１回 第２回 第３回 第４回 第５回

【参加条件】

①起業に意欲的でやる気のある方

②すべての講座に必ず出席できる方

③時間を守ることができる方

※詳しい開催内容はチラシ裏面でご確認ください。

①起業に意欲的でやる気のある方

②すべての講座に必ず出席できる方

③時間を守ることができる方

創業の
カリスマ講師

1962 年岐阜市生まれ。

元子ども洋品店経営者。

家業であった子ども洋品店を

年商１１億円、 ２４店舗まで

成長させるも、 少子化や SC

間の競争で、 2007 年 7 月

に倒産を経験。

中小企業診断士

ビジネスモデルデザイナー

商売で生き残るための” ビジネスモデル”
を真剣に考える講座です。
商売で生き残るための” ビジネスモデル”
を真剣に考える講座です。



【創業塾カリキュラム】

日時 テーマ 内容

今回の創業塾では、毎回参加いただきながら、ワークショップ形式で
” ビジネスモデル” を考え、事業計画書の完成を目指します。

第１回

第３回

第４回

第５回

第２回

10/28(水 )
●オリエンテーション
●創業の心構え

●事業計画の作成

※毎回グループワークで
　事業計画を作成していきます。

・創業者による体験談聴講
・創業に必要なこと
・なぜ経営に計画が必要なのか︖
・小規模事業者のビジネスモデル紹介

・目指すべき姿、目標を決める
・自身の強み、弱みを発見する
・独自のビジネスモデルを考える

・経営方針を決める
・誰に、何を、どのように提供するか考える
・（販路の開拓方法）商品、サービスの売り方
　を考える

・今後のプランを決定する
・創業に必要な資金と調達方法
・売上目標と収支計画を考える

・事業計画書作成のまとめ
・作成したビジネスプランを発表する
・補助金等の情報提供

●事業計画の作成と発表

参加特典

19時～ 20時 45分

※すべての講座に参加し、 事業計画が完成した方が対象です

講師による無料個別相談会 （1 時間程度） を開催！

【相談会日程】
12 月 2 日 （水）
12 月 3 日 （木）

【申込方法】　
※ＷＥＢより、専用サイトへアクセスしてお申し込みください。以下のＵＲＬまたは、右のＱR
コードを読み込みお申し込みください。 　URL【https://forms.gle/LDg71aAANDfuzcvH6】

11/4(水 )
19時～ 20時 45分

11/11(水 )
19時～ 20時 45分

11/18(水 )
19時～ 20時 45分

11/25(水 )
19時～ 20時 45分

※お申し込み時の個人情報は、個人情報保護法に従って適切に取り扱い、法令に定める場合を除き第三者に提供することはありません。

【昨年の創業塾参加者の声】

本創業塾は、 磐田市 ・ 袋井市 ・ 森町の特定創業支援事業に認定されています。 全ての講義に参加いただいた方は
法人設立時の登録免許税減免、 日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ等の措置をを受けるこ
とが可能です。 制度の詳細は、 セミナー開催中にご説明いたします。

・ すごいパワーを感じました。 色々なご経験にもとづく実感のある言葉と説得力で圧倒された。 いかに自分の 「本気」
　が重要なのかも身にしみた。
・ 熱意あるセミナーで、 講師は直球で投げてくれてわかりやすかった。
・ 話が面白く、 時間が早く過ぎた。 大きな失敗を経験されている方なので話にリア
　リティがあり、 素直な気持ちで聴くことができた。
・ 創業塾を受講して自分の強み弱みがハッキリとわかり、 やりたい事やサービス内容
　の明確化ができた。
・ 経営を行う上での心構えや信念、 ミッションを持つことの大切さを学べた。
・ 話が楽しくテンポ良く講義が進んだ。 人との縁まわりへの感謝そして夢の大切さを
　教わった。
・ グループワーク形式で進んだことで他者の意見を聞くことができて参考になった。

◆主催者スタッフのマスク着用を徹底します。 受講者の皆様も、 マスク着用の上、 参加してください。

◆会場出入口におけるアルコール消毒、 受付時の体温測定 （毎回実施） にご協力ください。

◆座席配置は、 十分な間隔を取って開催します。

◆会場内は、 空調設備を使用しますが、 窓を開けて換気することで、 密閉空間とならないよう努めます。

◆飛沫感染対策のため、 会場内にパーテーションを配置します。 グループワーク実施時も同様の対応を取ります。

★★★本創業塾は、 新型コロナウイルス感染予防対策を万全に期して開催いたします！★★★


