
これから起業をめざす方や創業後まもない方などを対象として、経営の基礎知識につ
いて学んで頂くことを目的とした勉強会を、経営支援の専門組織「NPO法人 さかい
企業家応援団」を講師としてお迎えし、実施します。
是非、この機会にご参加ください。

【日程】 平成３０年９月１１日（火）～１２月４日（火）までの１３回講座

内容については、見開きのスケジュール表をご覧ください。

【時間】 １８：４５～２０：４５

【会場】 さかい新事業創造センター １階 多目的会議室

（堺市北区長曽根町130-42）※ご来場の際は、電車、バス等をご利用ください。

【対象】 これから起業をめざす方、創業後まもない方、その他経営実務について学びたい方

【定員】 ３０名 ※事前にお申込が必要です。詳しくは下記をご覧ください。

●無料託児サービスあり（３か月～未就学児が対象）

※おやつ、おむつなど、日常使う物は、ご持参ください。

【申込方法】下記のいずれかの方法でお申込みください。

①パソコン・スマートフォンから申込フォームを利用して申込み

http://kokucheese.com/event/index/532862/

②裏面の申込書に必要事項を記入してFAXで申込み

【問合せ先】さかい新事業創造センター 担当（山埜・西浦）

TEL：072-240-3775 FAX：072-240-3662

e-mail：jigyou@s-cube.biz

【申込締切】 平成３０年 ９月３日（月）
※参加人数の把握のため、参加ご希望日をお知らせください。

※受講希望の講座に○をつけてください。 (できる限り、全回受講してください。)

◆◆経営勉強会2018申込書◆◆ 無
料経営実務勉強会２０１８ 開催！

※堺市創業支援事業計画 （特定創業支援事業）
堺市の創業支援事業計画に位置づけられた「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の４つの認定創業支援事業を
受けた創業者は、以下の特典を受けることができます。詳細は、ものづくり支援課（℡072－228－7534）までお問い
合わせください。 ◍株式会社設立時の登記に関わる登録免許税が半額

◍創業者向け信用保証の特例
◍日本政策金融公庫の新創業融資制度の優遇措置

この勉強会では、「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の全ジャンルが受講できます。

S-Cube 事業担当（jigyou@s-cube.biz）宛

（ ） 第１回 経

営

「創業を成功に導くためのポイント」
～どういう目的で 何をやりたいかをはっきりと！～

（ ） 第２回
「創業成功への導き」

～起業開設経験者 お二人を招いて～

（ ） 第３回
人
財
育
成

「会社をひとつにする理念の力とは何か」
～働き方改革関連法成立 その対応～

（ ） 第４回
「経営者としての労務管理 人“財”に育てる」

～多発しているトラブルと解決のポイント～

（ ） 第５回
「社会保険制度の概要」

～労災保険 健康保険の徴収実務～

（ ） 第６回

財

務

「はじめての会計実務基礎講座」
～経理で使う言葉の勉強～

（ ） 第７回
「はじめての税務実務基礎講座」

～会社の数字はどうやって見るの？～

（ ） 第８回
「クラウド会計の仕組み」

～ラク、便利、安全 省力化には大変便利な仕組みです～

（ ） 第９回
「創業期の経営の基本・資金繰り・損益分岐点」

～資金ショート回避のための資金繰り手法を学ぶ～

（ ） 第10回
販
路
開
拓

「あなたの商品を販売しよう」
～販売（マーケティング）の全体像をつかもう～

（ ） 第11回
「あなたの商品の売りは何か？」

～あなたの商品の優位をつかもう～

（ ） 第12回
「なぜ顧客はあなたの商品を買うのか」

～顧客の購買心理を知ろう～

（ ） 第13回
経
営

「夢の実現を資金面で応援します」
～金融機関から見放されないために経営者がやるべきこと～

http://kokucheese.com/event/index/532862/


第８回

10/30
(火)

「クラウド会計の仕組み」
～ラク、便利、安全 省力化には大変便利な仕組みです～
進行担当 税理士 掛川 豊弘氏
講師：㈱マネーフォワード クラウド事業本部 片山 真吾氏

◍今話題の携帯スマホを使ってどこからでも会計
システムに入力という「クラウド会計」
◍給与 請求書等事業に必要なアイテムの説明
◍売掛債権管理のやり方を知る

「創業期の経営の基本・資金繰り・損益分岐点」
～資金ショート回避のための資金繰り手法を学ぶ～

講師：税理士 掛川 豊弘氏

◍経営者は経営戦略、経営管理のすべてを理解していなければいけない
◍損益分岐点売上高の捉え方、活かし方を学ぶ！
◍借入金返済可能売上高？ 限界利益って何？

財

務

第９回

11/6
(火)

第10回

11/13
(火)

「あなたの商品を販売しよう」
～販売（マーケティング）の全体像をつかもう～

講師：中小企業診断士 大元 相氏
◍販売（マーケティング）の全体をしる
◍マーケティングの要素をしる
◍科学的に販売していく方法とは

「あなたの商品の売りは何か？」
～あなたの商品の優位を掴もう～

講師：中小企業診断士 大元 相氏
◍あなたの商品の“売り”をしる
◍競争者との差別化と優位性をしる
◍あなたの商品の全体を把握する

「なぜ顧客はあなたの商品を買うのか」
～顧客の購買心理を知ろう～

講師：中小企業診断士 大元 相氏
◍消費者がなぜ購入するのかをしる
◍購入を実現するベネフィットとは
◍購入者からの感謝の手紙を受け取る

販
路
開
拓

第11回

11/20
(火)

第12回

11/29
(木)

第13回

12/4
(火)

「夢の実現を資金面で応援します」

～金融機関から見放されないために経営者がやるべきこと～

講師：池田泉州銀行 地域創生室 創業支援デスク
上席調査役 河田 和史氏

◍総まとめ・・ 冊子配布あり
◍終了後 皆勤者記念品贈呈 及び懇親会

経

営

第１回

9/11
(火)

「創業を成功に導くためのポイント」
～どういう目的で 何をやりたいかをはっきりと！～

講師：日本政策金融公庫 堺支店 国民生活事業
融資第三課長 藤見 佳奈枝氏

◍創業しようとする事業内容は、顧客のニーズや時代の流れに合っていますか？
◍創業する事業について経験・知識はありますか？
◍新規開業企業の実態。 創業計画の立て方 等々 経

営

第２回

9/18
(火)

「創業成功への導き」
～起業開設経験者 お二人を招いて～

進行担当者：中小企業診断士 山岸 祥治氏
◍女性起業者 発表者 プラスワン防災 代表理事 坂本 真理氏
◍シニア起業者発表者 未病マーカー研究所 取締役 岡田 隆彦氏

第3回

9/25
(火)

「会社をひとつにする理念の力とは何か」
～働き方改革関連法成立 その対応～
講師：人材労務コンサルタント 小坂 貴美子氏

◍就業規則等の見直し及び修正作業が必要！
◍残業時間の上限規制 有給取得の義務化

勤務時間インターバル制度
◍割り増し賃金の猶予処置廃止 同一労働 同一賃金

人
材
育
成

第４回

10/4
(木)

「経営者としての労務管理 人“財”に育てる」
～多発しているトラブルと解決のポイント～
講師：特定社会保険労務士 今中 智之氏

◍労働時間とは、法定休日とは、最低賃金法
◍無期転換ルールってなに？
◍労働トラブル増加の実情

「社会保険制度の概要」
～労災保険 健康保険の徴収実務～

講師：特定社会保険労務士 今中 智之氏

◍人財育成のための助成金
◍急増している従業員からの訴え
◍労働時間管理と残業等の原因と対策
◍就業規則の作成・労働契約締結の必要性

第５回

10/9
(火)

第６回

10/16
(火)

「はじめての会計実務基礎講座」
～経理で使う言葉の勉強～
講師：税理士 上田 光隆氏

◍会計の基本は、正確さ･迅速さ･誠実さの三つです
◍貸借対照表から読み取れる5つの重要情報
◍事業の実態を数字で把握することは、経理を正しく判断する
ために欠かせません

「はじめての税務実務基礎講座」
～会社の数字はどうやって見るの？～

講師：税理士 上田 光隆氏

◍決算書は社長の通信簿 事業の経営成績を見る
◍個人及び法人の税の概要を分かり易く解説、計算方法の大筋が理解できるよう
指導する
◍消費税ってどんな税金？

財

務
第７回

10/23
(火)

【会場】 さかい新事業創造センター １階 多目的会議室＜スケジュール表＞


