
お気軽にお問合せ・お申込みください！

045-633-5071
平日８：３０～１７：１５

yorozu-owner@kipc.or.jp

※授業参加費は無料です。
下記の参加申込書にご記入の上、FAXまたメールでお申し込みください。FAX：045-633-5194 yorozu@kipc.or.jp

参加希望授業：第 回 月 日（ ）講師名：

事業所名

参加者名

電話番号 メールアドレス

■お問い合わせ （公財）神奈川産業振興センター神奈川県よろず支援拠点事業 ☎045-633-5071 yorozu@kipc.or.jp
＊ご記入頂きました個人情報は、当センター事業にかかわる情報提供のためだけに利用させて頂きます。
主催：神奈川県よろず支援拠点（実施機関：公益財団法人神奈川産業振興センター）

経営者・創業予定者のための

「ビジネスオープンスクール」５月1日開校！

「行動あるのみ！」「まずはやってみる！」今年度開催する『よ
ろずの経営塾』はとにかくやってみようということをみなさんと
チャレンジしていきます。お金なんかかけなくても新しい発想と
アイデアでいくらでもチャレンジはできます。みなさんのご参加
お待ちしております！

神奈川県よろず支援拠点チーフコーディネーター

よろずの経営塾 塾長 山﨑 隆由

受講料

無料

よろずの経営塾
「行動あるのみ！」

平成３０年度



回 開催日 分野 テーマ サブタイトル・説明 講師

1 5/1 (火)
補助金

活用

まだ間に合う！。持続化補助金　申請書の

書き方！

公募期限が迫る。すぐ、申請書を作成して、

商工会・商工会議所に提出すればまだ間に

合います！

森

2 5/7 (月) 広報 あなたの会社にファンをつくる広報力講座

小さい会社が発展していくための、顧客と

の関係作り、効果的な情報発信について

解説します。

浦川

3 5/21 (月) 販促
ビジネスに色彩効果を取り入れよう！

～色を使って商品・サービスの訴求力向上を図る～

色彩の役割や機能をよく理解し、その効

果を皆さんのビジネス現場で活用する方

法をお伝えします。

高橋

4 5/29 (火) 運営 小さな会社のためのチームビルディング

チームビルディング手法を使って、社員全

員が一丸となって目的達成を目指す組

織作りを指します。

松本

5 5/30 (水)
事業

計画

ビジネスモデル・キャンパスで自社の課題を

つかもう

いま一番のビジネス上の悩みをビジネスモデル・

キャンバス（+α）を利用して分解し、じっくり考

えます。

野口

6 6/5 (火)
事業

計画

初めて作る、小規模事業者の経営方針・経営

計画

経営計画の作成を、５ステップでにチャレ

ンジしていただきます。
林

7 6/11 (月)
海外

展開
海外進出前に知っておくべきリスク事例

海外進出には国内では想像できないリス

クを事例から紹介します。
冨森

8 6/13 (水) 営業 YESと言わせる『提案書』の書き方

御社の製品／サービスが採用される確率

をアップする提案の実践的なテクニックが

学べます！

高久

9 6/18 (月) 廃業 円滑な廃業と親族外承継の「基本の“き”」

事業を継がせる身内がいない。最悪の事

態を防ぐための準備の仕方と併せてお伝

えします。

井上

10 6/25 (月)
海外

展開
海外輸出の基礎 営業から回収までの基礎をお伝えします。 章

11 7/2 (月) 助成金 中小企業が活用しやすい雇用助成金
平成３０年度の企業向けの雇用に関す

る助成金をご紹介します。
佐藤

12 7/9 (月)
施策

活用

ものづくり補助金の仕組と作成ポイント

（６０分）

２９年度補正ものづくり補助金２次公

募に向けて、補助金の仕組みと作成上の

ポイントについて解説します。

瀬戸

13 7/17 (火)
資金

繰り

資金繰り管理（実践編）

「転ばぬ先の杖」の役割も果たす資金繰り管理

今回は、いざ、問題が起こった際にどう解

決していったらいいのか、事例を交えて考

えていきます。

藤村

14 7/23 (月) 財務 １人社長のための知って得するお金のマネジメント

小規模企業共済、確定拠出年金など１

人社長のための節税術や補助金活用な

どをお伝えします。

馬場

15 7/25 (水) 財務

肌感覚で覚える！キャッシュフローってなんだ？

キャッシュフロー計算書の読み方、考え方と、作

り方

キャッシュフロー計算書の見方・簡単な作

り方、経営への活かし方を学んでいただき

ます。

金﨑

16 7/26 (木)
事業

承継
最新の事業承継の税務

今年大改正された事業承継税制につい

て基礎からお話します。しっかり理解し活

用しましょう！

桐澤

17 7/26 (木) 販促 キャッチフレーズの作り方講座　２　実技編

キャッチフレーズ、ネーミング、セールストー

クなど、売るための言葉の学校（最大4

名まで）

元山

18 7/30 (月) 財務
これだけは！押さえておきたい数字による経営

管理のキホン

数字の羅列が苦手な方でも、わかりやすく

数字で経営を管理するポイントをお伝えし

ます。

天満

19 8/6 (月) 知財 J-PlatPatを活用した商標権調査の基本
知的財産権の中でも中小企業にとって重

要な商標権の調査の仕方を説明します。
島谷

20 8/13 (月) 営業  （製造業のための）営業力強化

製造業のこれからの厳しい環境を勝ち抜く

ための営業の考え方や実現方法を考えて

いきます。

坪田

時間は15：30～16：30です。（★のみ14：00～15：00）



回 開催日 分野 テーマ サブタイトル・説明 講師

21 8/20 (月) 財務
経営の意思決定に役立つ財務分析

～経常利益増減要因分析のご紹介とその活用～

財務分析は経営の意思決定に使ってこ

そ価値が出ます。分析手法・対策手法を

ご説明します。

清見

22 8/23 (木)
新規

事業
ものづくり企業の新規事業の立ち上げ方１ 「何を作るか」考えていきます。 加藤

23 8/27 (月) 人材 採用が上手くいっていない会社のためのゼミ

採用を成功させるために、求職者視点を

中心とした、採用の本質を学んでいきま

す。

貝吹

24 9/3 (月) WEB
ネットは優秀な営業マンになるのか？

～HPやSNSから受注をとるための条件分析～

企業のHPやSNSの事例から分析して、

儲けるHPやSNSを持つための条件を、あ

ぶり出します。

森

25 9/18 (火) 運営 小さな会社のための明るい会議の進め方

社内会議が多いなど、会議を行うことが目

的化してしまっている状況を脱するお手伝

いをします。

松本

26 9/25 (火)
事業

承継

「本当は怖い財産相続の話、知らなきゃ損する

財産相続」

知らなきゃ損する。事業承継時にも避け

ては通れないテーマに関する学びの場を提

供します。

瀬戸

27 10/1 (月)
海外

展開
中国進出：失敗しないためのポイント

失敗しないコツを具体的な事例を交えて

お伝えします。
章

28 10/10 (水) 法律 食品表示制度の新基準ポイントを学ぶ

Ｈ27にスタートした食品表示法による食

品表示基準への対応について重要ポイン

トをお伝えします。

高橋

29 10/15 (月) 財務 直感的に把握しよう！財務分析のいろは

細かい数字は苦手でも、直感的に財務

諸表を見ることで、簡単になる財務分析

の基礎を学んでいただきます。

金﨑

30 10/18 (木) 創業 創業に関する税金の知識

創業のために知っておきたい税務の知識、

個人と法人の税金の違いなど、創業（予

定）者必聴です！

桐澤

31 10/23 (火) 創業
創業時の売上計画の立て方

（飲食・小売・サービス業向け）

創業前の売上計画を考える際に意識す

べきポイントについて考えていきます。
藤村

32 11/1 (木) 運営 誰でもわかるマニュアルの作り方講座
ターゲット、用語統一、構成、表現などプ

ロが教えるマニュアルの作り方
元山

33 11/5 (月)
事業

計画

１人社長のためのモチベーションアップと事業計

画作り

創業して思い通りにいかない社長に、事業計

画の見直しのポイントをお伝えします。
馬場

34 11/12 (月)

外部

環境

分析

社外環境・動向を把握しよう（基本編）

事業計画書の作成や他に負けない自社

作りに役立てるための情報やツールのご説

明・紹介をします。

島谷

35 11/19 (月) 営業 新規顧客開拓に必要な営業スキルとは？
売上の継続的な向上には新規顧客開

拓に必要なスキルを考えていきます。
冨森

36 11/26 (月) 販促 強み発掘！会社・お店のキャッチフレーズを作ろう
強みを言葉に表現し、自社をPRするため

のフレーズを考えましょう。
天満

37 12/3 (月) 法律
改正個人情報保護法、その理解と実践

～転ばぬ先の杖から企業イメージの向上へ～

2017年5月30日、改正個人情報保護

法が施行ました。上手く活用することで企

業イメージ向上につなげます。

清見

38 12/11 (火)
新規

事業
ものづくり企業の新規事業の立ち上げ方２ 「どう作るか」を考えていきます。 加藤

39 12/17 (月)
資金

繰り
創業時の融資・資金調達のポイント

融資制度の仕組みや融資を受けるために

事前に確認・準備しておきたいことなどを

簡単にレクチャーします。

林

時間は15：30～16：30です。



講師は国の経営相談窓口の

２４名の経営の専門家！！

回 開催日 分野 テーマ サブタイトル・説明 講師

40

1/7（月）

1/21（月）

1/28（月）

広報
あなたの会社を世の中に発信！3日でつくるプレ

スリリース講座

成功するためのプレスリリースを作成するた

めに、3日間シリーズであなたの「らしさ」を

見つけます。

浦川

41 2/4 (月)
人事・

労務
初めて作る就業規則

就業規則を作成するためのポイントをお

伝えします。
佐藤

42 2/13 (水)

ロジカ

ルシン

キング

小規模事業主に必須！頭の体操「ブレスト」

大会

スピーディにどんどん意見を発言することで

自由な発想ができる脳をつくります。
野口

43 2/18 (月) 人材 すぐに社員が辞めてしまう会社のためのゼミ
離職対策のキモである、現状把握に焦点

にあててディスカッションしていきます。
貝吹

44 2/25 (月)
事業

戦略

（若手経営者・後継者向け）事業戦略の考

え方

後継者の考えを事業戦略として計画に

落とす方法を考えていきます。
坪田

45 3/4 (月) ブランド
ブランド化して売上アップ！

～ブランディングの虎の巻～

「ブランドの作り方」や「ブランドの認知度

向上方法」など、ブランディングの手法を実

例をベースに伝授。

高久

46 3/11 (月)
資金

繰り

これだけは知っておきたい「やってはいけない！」

資金繰り

実例を交えて、土壇場に行かない資金

繰りをするためのポイントをお伝えします。
井上

時間は15：30～16：30です。
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