
創業スクール in熊本市

11 月 30 日 ベーシックコース 開校 ( 受講料 10,800 円 )

11 月 10 日 女性起業家コース 開校 ( 受講料 10,800 円 )

平成 26 年度地域創業促進支援事業
実施主体：公益社団法人日本サードセクター経営者協会（JACEVO）
委託元： 経済産業省中小企業庁
開催地域：東京都（渋谷区・調布市）埼玉県（吉川市・杉戸町）福島県（福島市）
香川県（高松市）熊本県（熊本市）　* 他市町村の方も受講できます

メッセージ

受講生の声

会場地図

申込・お問い合わせ先

女性の「家庭を大切にしながら、地域をよくしていきたい」という底力を応援します。
これまで、「地域活動のお手伝い」「消費者」という立場が強かった女性が、主体者としてその能力
や経験を活かし、地域で働き、地域で暮らし、地域で消費し、地域の活性化を目指していく原動力と
なることを目指していきます。
起業に大切なことは、情熱とあきらめない心です。

あなたの想いを具現化するために、起業に必要な知識をわかりやすく説明します。
社会的価値を付加し、商品やサービスを差別化し持続可能なビジネスプランの作成をお手伝いしま
す。地域の課題に取り組み、地域経済の活性化となる起業を応援します。地域の「困った」を解決す
る新しい仕事の「カタチ」の起業支援を特徴としてビジネスプラン作成のお手伝いをします。 

日本において、NPO 等や社会的企業が独自の存在感と役割を示す多元的な社会をめざしてきた私た
ちとして、起業で地域を元気にするためには、営利・非営利切磋琢磨して地域の社会性と市場性を高
めていくことが大切だと考えます。営利だけでなく事業型 NPO 等の起業支援の実績をもち、先輩起
業家のみなさん、支援者のみなさんと共にみなさまの起業を応援をします。

公益社団法人日本サードセクター経営者協会　執行理事　藤岡喜美子

くまもと県民交流館パレア
〒860-8554 熊本県熊本市中央区手取本町 8-9 テトリアくまもとビル ( 鶴屋東館 ) 9 階・10 階
TEL：  096-355-4300    FAX：  096-355-4318 

未来をカタチに、あなたの思いをカタチに

起業に一歩を踏み出すチャンス

あなたの夢を言葉にし、有効な事業を考え、持続可能な
収益構造を考えるビジネスプランをつくります。事業
計画、資金調達、販路開拓、各種届出について学びます。
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女性に限定されていた事で、必然的なブレストを繰
り返し、毎回、質を高められた事がよかったです。
また、一般的な起業塾にない「ミッション・ビジョン」
を軸とする事業計画の発想は、今まで抱え込んでい
た悩みを全て解消する素晴らしい考え方だと実感し
ています。

永岡鉄平 
株式会社 フェアサポート
代表取締役
特定非営利活動法人
フェアスタートサポート
代表理事

平成 22 年、iSB 公共未来塾に参加させていただいた
後に起業し、おかげさまで 4 年目に入りました。 事
業を継続することがいかに大変か実感しつつも、
様々な壁を乗り越えることにやりがいを感じる毎日
で満足しています。iSB 公共未来塾で学んだことは、
数年経ってからその価値が分かることも多くあると
思います。貴重な「栄養」がたくさんつまった iSB
公共未来塾を活用し、希望に満ちたスタートアップ
を実現して下さい。

小西由美枝
プリメックスキッズ
株式会社 代表取締役
特定非営利活動法人
クリエイティブクラブ
理事長

それまでの自分の考え方が狭くて偏ったものだとわ
かり目がさめる想いでした。講座では、世の中の仕
組みはこうなっていたのかと毎日が驚きの連続で、
あっという間に時間過ぎた記憶があります。社会の
課題を解決しながら事業を継続する。両方が実現可
能な思考と実践方法が学べる講座の再開にわくわく
します。

ベーシックコースベーシックコース
営利・非営利どちらも持続可能な
ビジネスプランを作ることが
できる起業塾

営利・非営利どちらも持続可能な
ビジネスプランを作ることが
できる起業塾

営利・非営利どちらも持続可能な
ビジネスプランを作ることが
できる起業塾

全国ビジネスプランコンテスト開催予定！

女性起業家コース

地域でこんな商品があったら、こんなサービスがあったら、
もっと暮らしやすいと思っていませんか？女性の視点を
活かし、あなたの思いをビジネスという「カタチ」にして
いきます。ビジネスに必要な知識の習得とビジネスプラン
作成をお手伝いします。

女性起業家コース
女性の良さを活かす
女性のための起業塾
女性の良さを活かす
女性のための起業塾
女性の良さを活かす
女性のための起業塾

主催：  公益社団法人日本サードセクター経営者協会（JACEVO）
〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷 1-13-11 co-lab 千駄ヶ谷 4-3
TEL：  03-5843-6723    FAX：  03-6447-2685
Email：  isb-info@jacevo.jp

協力団体：  NPO 法人くらしコンシェルジュ
〒862-0924　熊本県熊本市中央区帯山 4-24-23
TEL：  096-213-1761    FAX：  096-213-1760 

協力団体：  くまもと県民交流館管理運営共同企業体
〒860-8554　熊本県熊本市中央区手取本町 8-9
TEL：  096-355-4300    FAX：  096-355-4318 

あなたの夢を言葉にし、有効な事業を考え、持続可能な
収益構造を考えるビジネスプランをつくります。事業
計画、資金調達、販路開拓、各種届出について学びます。

ベーシックコースベーシックコース
営利・非営利どちらも持続可能な
ビジネスプランを作ることが
できる起業塾

営利・非営利どちらも持続可能な
ビジネスプランを作ることが
できる起業塾

営利・非営利どちらも持続可能な
ビジネスプランを作ることが
できる起業塾

（くまもと県民交流館パレア ）



創業スクール講師
田尻慎太郎
横浜商科大学商学部商学科
専任講師

早稲田大学在学中に株式会社を設立。事業協同組合や財
団、社団など、様々な類型の法人の設立・経営に関与。
平成 19 年、鶴ヶ島市協働政策幹に就任。 平成 20 年より、
第三セクター方式の非営利型まちづくり会社として地域
協働推進機構を設立、地域協働推進機構の代表取締役と
して社会的企業の起業支援等に取り組む。法政大学大学
院政策創造研究科にて「コミュニティビジネス論」を担当。

全国初のサードセクター組織すべてを
対象とした経営者のための組織です。
事業の柱は３つです。経営者を「つな
ぐ」「のばす」政府・行政、企業セクター
に「提言する」JACEVO 認定コンサル
タントが起業支援いたします。

藤倉潤一郎
非営利型まちづくり株式会社
地域協働推進機構
代表取締役

佐々木博
株式会社創庵
代表取締役

JACEVO とは

平成 22 年始動。未来を切り拓く
のは、「ひと」の力、地域の安心と
元気、雇用を生みだす起業を支援
します。今日の成長分野であると
ともに地域の力を活かす福祉分野
の起業を得意とする。1,375 名修
了、258名起業。2012 年には東北
の復興起業家63人を起業支援。

起業支援実勢

先輩起業家との経験交流
認定コンサルタントによる経営支援

起業で地域を元気に！ in 熊本

人材育成 起業支援
創業セミナー
創業スクール

ビジネスプラン
コンペ

藤岡喜美子
公益社団法人 日本サードセクター経営者協会 執行理事
特定非営利活動法人 市民フォーラム 21・NPO センター事務局長
一般財団法人こども財団　代表理事

後房雄
名古屋大学大学院法学研究科 教授
公益社団法人 日本サードセクター経営者協会 代表理事
特定非営利活動法人 市民フォーラム 21・NPO センター代表理事
経済産業研究所ファカルティ・フェロー
日本公共政策学会理事

名古屋大学大学院法学研究科教授。専攻は行政学、政治学、ＮＰＯ論、福祉システ
ム論など。平成 9 年から市民フォーラム 21・ＮＰＯ、センター代表理事、平成 21
年から日本サードセクター経営者協会代表理事、平成 26 年から日本公共政策学
会副会長。著書に『ＮＰＯは公共サービスを担えるか』『政権交代への軌跡』など。

東京海上を退社後、福祉ＮＰＯを複数立ち上げ、町会議員を経て、現職。市民、
行政、企業の３つのセクターに身をおいた経験から新しい社会システム構築に
向けての提言や活動を行う。成果を生み出すことのできる組織となるための非
営利組織の経営コンサルティングには定評があり、これまでに事業型ＮＰＯ支
援実績は 1,000 団体を超える。

横浜商科大学商学部専任講師。慶應義塾大学大学院修了
後、コンサルティング会社、会計検査院特別調査職、嘉
悦大学経営経済学部専任講師を経て現職。専門は公共政
策、地域活性化。営利組織、非営利組織の経営の特徴を
活かした経営コンサルティングには定評がある。
JACEVO 認定コンサルタント。

パソコン・IT のエバンジェリストとして、ＮＨＫ教育テ
レビ「趣味悠々」にて 12 年間番組講師を歴任。現在全
国の地方自治体や企業などでソーシャルメディアやス
マートフォンを活用した情報表現・創造教育の普及に尽
力。難しい用語やテクノロジーをわかりやすく伝える語
り口には定評がある。

　期　間：女性起業家コース 7 日間　ベーシックコース 7 日間
　受講料：10 ,800 円（テキスト代等）［ 受講料お支払い方法はお申し込み後に事務局よりメールで御連絡いたします］
　場　所：くまもと県民交流館パレア 
   　           熊本県熊本市中央区手取本町 8-9  テトリアくまもとビル ( 鶴屋東館 )9 階・10 階

創業スクール

女性起業家コース 
日　時 テーマ 講　師講座概要

・カリキュラム全体の説明 
・本講義の意義とねらい 
・ビジネスプランの作成について
・先進事例紹介
・起業家の心構え

オリエンテーション
先輩起業家から学ぼう

DAY
01 10：00～17：00

11/10 （月） 事務局
野村順子

・社会課題（ニーズ）の把握
・事業領域の定義づけ
・ビジョンの検討
・ツリー型ロジックモデルを活用した事業の企画立案

ビジョンを描こう
事業を企画しよう

DAY

02 10：00～17：00
11/12 （水） 後房雄

・事業継続のためのビジネスモデルの検討
DAY

03 ビジネスモデルを考えよう10：00～17：00
11/14 （金） 藤岡喜美子

・市場ニーズ把握
・商品・サービスのコンセプト作り
・マーケットリサーチの手法
・新規営業開拓の方法 
・営業計画・販売計画 の立て方
・広報戦略
・ちらしの作成ポイント

商品・サービスを磨こう
営業力を身に着けよう
広報戦略を立てよう

DAY

04 10：00～17：00
11/17 （月） 田尻慎太郎

柏木大介

南九州税理士会
熊本県連合会

・財務諸表の読み方
・収支計画の作り方

会計の基礎知識を身に着けよう
DAY

05 10：00～17：00
11/19 （水）

福田和歌子
日本政策金融金庫

・法人設立・登記の方法
・定期申告の手続き
・資金調達の手法
・創業者融資制度について
・小規模共済制度等の活用方法 
・その他公的支援制度

法人設立・運営に必要な知識を
身に着けよう
創業に必要な資金を集めよう

DAY

06 10：00～17：00
11/25 （火）

藤岡喜美子・ビジネスプランのブラッシュアップビジネスプランのブラッシュアップ
DAY

07 10：00～17：00
11/28 （金）

女性起業家コース 
日　時 テーマ 講　師講座概要

日本政策金融公庫 日本公庫は、一般の金融機関が行う金融を補完することを旨としつつ、以下の機能を担うことにより、国民生活の向上に寄与すること
を目的とする政策金融機関。国民生活事業は、地域の身近な金融機関として、小規模事業者や創業企業への事業資金融資のほか、お子
さまの入学資金などを必要とする皆さまへの教育資金融資などを行っている。中小企業事業は、融資、信用保険などの多様な機能により、
日本経済の活力の源泉であり、地域経済を支える中小企業・小規模事業者の皆さまの成長・発展を金融面から支援している。
他にも農林水産事業もある。

 

福田和歌子
松田中行税理士事務所
中小企業診断士

愛知大学文学部卒業。松田中行税理士
事務所勤務。平成 22 年 10 月中小企業
診断士登録。地元中小企業の経営と税
務を日常的にサポートすべく活動中。
「今日より明日」をモットーに日々、奮
闘する。

坂本純夫
坂本労務経営事務所代表
中小企業診断士
社会保険労務士

昭和 48 年外資系製薬会社入社、営業
職を 7 年経験後、昭和 55 年から熊本
県経済連にて、主に生活資材、生産資
材の仕入・販促、店舗開発等を担当。
平成 10 年中小企業診断士登録、平成
14 年社会保険労務士資格取得後、平成
16 年に独立。

南九州税理士会
熊本県連合会
所属税理士

南九州税理士会は、熊本・鹿児島・大分・宮崎４県の税理士や税理士法人約２０００の会員で組織された税理士法に規定された特別法人。
税理士記念日や確定申告期の無料相談、成年後見支援センター、租税教室への講師派遣など地域の皆様方に貢献できるようなさまざま
な事業を行っている。近年は、会計参与、成年後見人、出廷陳述権の行使といった税理士の知識や経験を生かした分野へもその活動の
場を広げている。 

柏木大介
クロッカスコワーキング
代表　

子どもと一緒に利用できるコミュニ
ティワークスペース「クロッカス」を
運営中。子育てをしながら働きやすい
環境を作り「仕事」と「子育て」の両
立が難しく働いていない方向けにスキ
ルアップ講座 を提供したり、講座の受
講生と企業から受託した業務をワーク
シェアリングを行っている。

野村順子
NPO 法人くらしコンシェルジュ
理事長

大学卒業後、銀行に就職。退職後、栄養
士の資格を活かし、料理教室の講師補助、
有償ボランティアを経験。平成 18 年
NPO 法人くらしコンシェルジュを設立。
子育て環境の支援や人材育成、就労支援、
地域づくり等をはじめ求職者支援訓練の
運営や各種講師、コンサルティング等を
行い、地域活動を展開している。現在く
まもと県民交流館第二期指定管理者。

ベーシックコース

事務局
藤倉潤一郎

・カリキュラム全体の説明 
・本講義の意義とねらい 
・ビジネスプランの作成について
・先進事例紹介
・起業家の心構え

オリエンテーション
先輩起業家から学ぼう10：00～17：00

11/30 （日）DAY
01

藤岡喜美子
佐々木博

・社会課題（ニーズ）の把握
・事業領域の定義づけ
・ビジョンの検討
・広報戦略
・IT の活用
・ツリー型ロジックモデルを活用した事業の企画立案

ビジョンを描こう
事業を企画しよう10：00～17：00

12/6 （土）DAY

02

藤岡喜美子・事業継続のためのビジネスモデルの検討ビジネスモデルを考えよう
10：00～17：00
12/7 （日）DAY

03

柏木大介

・市場ニーズ把握
・商品・サービスのコンセプト作り
・マーケットリサーチの手法
・新規営業開拓の方法 
・営業計画・販売計画 の立て方
・事業継続の企画立案

商品・サービスを磨こう
営業力を身に着けよう
広報戦略を立てよう10：00～17：00

12/13 （土）DAY

04

南九州税理士会
熊本県連合会

・財務諸表の読み方
・収支計画の作り方

会計の基礎知識を身に着けよう10：00～17：00
12/14 （日）DAY

05

藤倉潤一郎
坂本純夫

・法人設立・登記の方法
・定期申告の手続き
・資金調達の手法
・創業者融資制度について
・小規模共済制度等の活用方法 
・その他公的支援制度

法人設立・運営に必要な知識を
身に着けよう
創業に必要な資金を集めよう

10：00～17：00
12/20 （土）DAY

06

藤岡喜美子・ビジネスプランのブラッシュアップビジネスプランのブラッシュアップ10：00～17：00
12/21 （日）DAY

07


