文字入力さえ出来れば自分で作れる！

制作費無料！ 維持費無料！

宇美町
11/22（水）
19：00～20：30

自社ホームページ 作成 セミナー
検索して「ホームページが出てこないと不安に感じる」時代です！
信用力アップのために、コスト・時間をかけずに１ページだけの
ホームページでいいので、ホームページを持ちましょう！
５分で作れるワザをお話しします。

◆ 世界で１５００万以上のホームページが利用している
ＪＩＭＤＯ(ジンドゥー)を使用。
◆用意するのはメールアドレスだけ！

池田 龍太

福岡県よろず支援拠点 コーディネーター

司法書士 「経営に生かせる法律」をモットーに経営リ
スクの予防のためだけではなく、法律を生かした積極的
な経営施策のアドバイスをご提案します。法律、登記、
企業法務のことならお気軽にご相談下さい。私でもでき
る自社ホームページ作成方法をお伝えします。

主催：宇美町商工会
共催：福岡県よろず支援拠点((公財)福岡県中小企業振興センター）
申込み・問合せ先・開催会場：宇美町商工会(糟屋郡宇美町宇美５丁目２-14) TEL 092-932-0443

中小企業・小規模事業者のための

志免町

メンタルヘルス対策セミナー

12/6（水）
15：00～16：30

予防のためにもセミナーご参加ください！
１
２
３
４
５

園田 京子

福岡県よろず支援拠点 コーディネーター

社会保険労務士 人事・総務及び秘書業務を7年間行い、会
社経営を人事労務面からサポート。現在は特定社会保険労務
士として社会保険労務士事務所を運営。助成金申請業務につ
いて豊富な実務経験があります。採用から退職まで「人」に
関することは、お気軽にご相談ください。

主催：志免町商工会
共催：福岡県よろず支援拠点((公財)福岡県中小企業振興センター）
申込み・問合せ先・開催会場：志免町商工会(糟屋郡志免町志免中央1-14-10) TEL 092-935-1337

【福岡県よろず支援拠点】について
『よろず支援拠点』は平成２６年度に国（中小企業庁）が全国４７都道府県に設
置した無料の経営相談窓口です。福岡県では(公財)福岡県中小企業振興センター
に『福岡県よろず支援拠点』が設置されており、30名の専門家・相談員（うち
１4名は女性）が日々、個別相談や少人数セミナーを行っています。
平日に加え、土曜・日曜も営業しています。

TEL: 0 9 2 - 6 2 2 - 7 8 0 9
e-mail:

yzseminar@joho-fukuoka.or.jp

詳細は
ホーム
ページで！

http://fukuoka-yorozu.jimdo.com

セミナーも個別相談も無料です！お気軽にご参加・ご相談下さい！
福岡県よろず支援拠点メルマガ登録
不定期にセミナーや助成金等のお知らせメー
ルをお送りします。福岡県よろず支援拠点ホー
ムページ（https://fukuoka-yorozu.jimdo.com/）
の「リンク」「メルマガ登録」を選択してください。

中小企業庁
効果的なチラシを作るための

福岡県中小企業振興センターメルマガ登録
毎週金曜日にセンターからの
お知らせメールをお送りいたします。
http://www.f-ennou.jp/mag/c_user/

志免町

５つの法則
１ 「即ゴミ箱行き」にならないために まず準備しよう！
２ チラシに掲載する「 ５ 」 項目
３ 目を引く！ための見やすいレイアウト
４ 読みやすい工夫の仕方
５ 見やすい色の配色について

メンタルヘルス疾患（不調）って何？
メンタルヘルスのチェック！
メンタルヘルス疾患に潜む法的リスクって？
どうしてメンタルヘルス疾患になるの？
休職規定の作成で労使トラブルをなくそう！

所在地：福岡市博多区吉塚本町９－１５
福岡県中小企業振興センタービル６Ｆ

創業希望者・個人事業主・中小企業のための

9/11（月）
15：00～16：30
高口 知子 福岡県よろず支援拠点 コーディネーター
人材コンサルティングおよびITコンサルティング会社出身。
販促に関する課題解決やお客様サービスの見える化を得意
としています。創業、デザイン（チラシ、パッケージな
ど）、商品開発、販路開拓、事業連携（マッチング）、女
性起業家の支援はお任せください！

主催：志免町商工会
共催：福岡県よろず支援拠点((公財)福岡県中小企業振興センター）
申込み・問合せ先・開催会場：志免町商工会(糟屋郡志免町志免中央1-14-10) TEL 092-935-1337
1000社以上の経営相談を担当したベテラン相談員が語る

粕屋町

赤字を出さないための

9/22（金）
15：00～16：30

経営力向上セミナー
１、なぜか赤字になってしまったことはありませんか？
２、会社の課題、社員の課題が見えていますか？
３、取引先や金融機関が望む企業とは？
４、会計を活かして資金繰りを安定させる方法
５、固定資産税の軽減や金融支援が受けられる
「経営力向上計画」の認定を受けましょう！

松窪 一則

福岡県よろず支援拠点 コーディネーター

証券会社、ベンチャーキャピタルを経て、自ら開拓した投
資先の事業会社に転籍し株式公開に貢献しました。その後、
フクオカベンチャーマーケットや中小企業基盤整備機構等
において、中小企業・小規模事業者の支援・相談業務を10
年間行っています。

主催：粕屋町商工会
共催：福岡県よろず支援拠点((公財)福岡県中小企業振興センター）
申込み・問合せ先・開催会場：粕屋町商工会(糟屋郡粕屋町若宮2丁目3-1) TEL 092-938-2456

粕屋町

補助金申請書の作り方セミナー
1 申請～補助金支払の流れ
重要!
2 審査員を意識した
申請書策定のポイント！
3 経営（計数）計画の作り方！

10/2（月）
15：00～16：30
藤原 茂

福岡県よろず支援拠点 コーディネーター

中小企業診断士。大手製鉄会社にて、技術開発、技術営
業、生産性改善、高効率生産プロセスの設計、効率的生
産システムの設計、工場運営、品質保証体制構築などに
従事。ものづくり現場の最前線で38年間培った豊富な実
務経験を活かして、お役に立てるよう頑張ります。

主催：粕屋町商工会
共催：福岡県よろず支援拠点((公財)福岡県中小企業振興センター）
申込み・問合せ先・開催会場：粕屋町商工会(糟屋郡粕屋町若宮2丁目3-1) TEL 092-938-2456

内面・裏面にもセミナー案内が掲載されています

天神・渡辺通り・博多駅の
人気店現役オーナーが語る！

志免町
10/5（木）
13：00～
14：30

繁盛する飲食店の作り方
セミナー
１
２
３
４
５

失敗する人の共通点とは？
開業前に準備しておく必須事項！
お金をかけない集客術とは？
これだけは知っておきたい経営知識！
絶対はずせない成功のポイント

福岡県よろず支援拠点
野中 一英 コーディネーター
27歳で飲食業界へ。35歳で独立。現在は福
岡市内に3店舗営業中。カンボジアでの出店
も経験。飲食店の開業したい方、海外へ出店
をお考えの方、今現在経営でお悩みの方など
のお役にたてればと思っています。

文字入力さえ出来れば自分で作れる！！

粕屋町
10/19（木）
15：00～
16：30

自社ホームページ
制作費無料！
維持費無料！

作成セミナー

コスト・時間をかけずにホームページを
福岡県よろず支援拠点
酒井 悦子 コーディネーター
持ちましょう！５分で作れるワザ教えます。
世界で1500万以上のユーザーが利用している インターネット黎明期からIT業界で長年の経
験を有し、ホームページ制作、特にショッピ
◆ＪＩＭＤＯを使用。
ングサイト構築が得意です。ブログや
◆用意するのはメールアドレスだけ！
Twitter,Youtube,LINEのご相談もどうぞ！

『買いたい！』を引き出す

売り場づくり

志免町
11/9（木）
15：00～
16：30

セミナー

◆顧客はどこをどう見ている？
選びやすい・売りやすい売り場づくりで
売上アップ！

◆今の売り場を診断してみよう
コンセプトに合っていますか？
お店都合になっていませんか？

福岡県よろず支援拠点
コーディネーター
許認可の取得、外国人雇用におけるビザ
の取得が主な業務。『安心安全な経営の
ための知恵袋』としてご活用ください。
元覆面調査員として接客レベルアップの
経験もあります。

小竹 理香

主催：志免町商工会 共催：福岡県よろず支援拠点((公財)福岡県中小企業振興センター）

主催：粕屋町商工会 共催：福岡県よろず支援拠点((公財)福岡県中小企業振興センター）

主催：志免町商工会 共催：福岡県よろず支援拠点((公財)福岡県中小企業振興センター）

申込み・問合せ先・開催会場
志免町商工会(糟屋郡志免町志免中央1-14-10)

申込み・問合せ先・開催会場
粕屋町商工会(糟屋郡粕屋町若宮2丁目3-1)

申込み・問合せ先・開催会場
志免町商工会(糟屋郡志免町志免中央1-14-10)
1337

TEL 092-935-1337

TEL 092-938-2456

粕屋町
10/6（金）
13：30～
16：30

売上アップのための

手描きＰＯＰ講座

１ ＰＯＰは文字ではありません。
福岡県よろず支援拠点
２ マジックの使い方のコツが大切！
松永 幸子 コーディネーター
３「見やすい・わかりやすい・楽しい」販促物サポートをメインに行っており、女性
の感性を活かした企画提案など長年の実績と

久山町
10/24（火）
15：00～
16：30

TEL 092-935志免町
11/13（月）
15：00～
16：30

人手不足解消！
グローバル展開！のための

外国人留学生活用セミナー

経験による販促物の専門性とクオリティの高
さが強みです。販促物はもちろん、経営上の
悩みなど、全力でサポートしてまいります。

1.領収書が沢山あって・・・
福岡県よろず支援拠点
久留さつき コーディネーター
領収書の束から解放される裏ワザを教えます！
2.確定申告の時期、一年間何もしていなくて大変！ 会計事務所に勤務後、外資系製薬会社で経理
の経験を積み6年前から税理士事務所に移り、
そうならない裏ワザを教えます！～
3年前から所長を務めています。様々な場所や
3.どのくらい黒字か赤字かよくわからないままです・・ 立場で働いてきた経験を活かし、事業をいか
簡単にタイムリーに把握できる裏ワザを教えます！ に継続させていくか共に考え、精一杯サポー

主催：粕屋町商工会 共催：福岡県よろず支援拠点((公財)福岡県中小企業振興センター）

主催：久山町商工会 共催：福岡県よろず支援拠点((公財)福岡県中小企業振興センター）

主催：志免町商工会 共催：福岡県よろず支援拠点((公財)福岡県中小企業振興センター）

申込み・問合せ先・開催会場
粕屋町商工会(糟屋郡粕屋町若宮2丁目3-1)

申込み・問合せ先・開催会場
久山町商工会(糟屋郡久山町久原1064−11)

申込み・問合せ先・開催会場
志免町商工会(糟屋郡志免町志免中央1-14-10) TEL 092-935-1337

※材料代（マジックインキ5本分）として
1,500円を持参ください。

TEL 092-938-2456

もらえるのにもらってない！？

粕屋町
10/11（水）
15：00～
16：30

助成金 活用 セミナー
１、どんな事業所が利用できる？
２、様々な助成金の紹介
・人を雇うならコレ・キャリア形成ならコレ
・評価制度 ・新しいソフトを購入するならコレ
・最新助成金情報！など
３、助成金を上手に活用する方法

園田 京子

福岡県よろず支援拠点
コーディネーター

人事・総務及び秘書業務を7年間行い、会
社経営を人事労務面からサポート。その後、
社会保険労務士事務所経験。現在は特定社
会保険労務士として社会保険労務士事務所
を運営。

トさせていただきます。

TEL 092-976-1024

１５年で６００社の取引先を開拓した
ご当地産品会社の元社長が語る！！

粕屋町
11/1（水）
15：00～
16：30

販路が開ける
商品開発の実例セミナー
１、戦略：まずはコンセプト＆ターゲット
２、戦術：メディア＆商流＆行政活用
３、転回：なぜ売れなかった商品が大ヒットへ!?
４、戦歴：７社の支援事例をご紹介します！

森友 伸和

福岡県よろず支援拠点
コーディネーター

平成１０年㈲対馬ふるさと俱楽部を設立し、
「半熟藻塩プリン」などを開発し、楽天ラン
キング１位を獲得。その後、食・地域産品の
企画・提案するコンサルタントとして活動中。

～優秀な人材を採用して活力アップ！ ～
1 就労資格の無い留学生をアルバイトで！
2 留学生を紹介してくれる機関はあるの？
3 卒業する留学生を
正社員として採用するには？

小竹 理香

許認可の取得、外国人雇用におけるビザ
の取得が主な業務。『安心安全な経営の
ための知恵袋』としてご活用ください。
元覆面調査員として接客レベルアップの
経験もあります。

新宮町
11/16（木）
15：00～
16：30

元銀行支店長が実務経験からお伝えする

銀行の格付と審査セミナー
融資の審査のときに重要なポイントとなっている、銀行が
行う企業の「格付」についてわかりやすく解説いたします！

１、銀行の「格付」ってなに？
２、「格付」はどのように行われる？
３、「格上げ」のテクニック！
４、融資申し込みの際に
押さえておきたいポイント

福岡県よろず支援拠点
コーディネーター

坂本 明彦

福岡県よろず支援拠点
コーディネーター

銀行で約28年勤務。様々な業種のお取引
先から、経営に関することを学びました。
また、本部の審査部勤務では、財務関連に
ついて専門的に取組み、多様な融資案件を
経験。

主催：粕屋町商工会 共催：福岡県よろず支援拠点((公財)福岡県中小企業振興センター）

主催：粕屋町商工会 共催：福岡県よろず支援拠点((公財)福岡県中小企業振興センター）

主催：新宮町商工会 共催：福岡県よろず支援拠点((公財)福岡県中小企業振興センター）

申込み・問合せ先・開催会場
粕屋町商工会(糟屋郡粕屋町若宮2丁目3-1)

申込み・問合せ先・開催会場
粕屋町商工会(糟屋郡粕屋町若宮2丁目3-1)

申込み・問合せ先・開催会場
新宮町商工会(糟屋郡新宮町下府3-17-1)

天神・渡辺通り・博多駅の
人気店現役オーナーが語る！

収益改善

セミナー

１. 流行る商品には ○○ が必要！
２. どうすれば “売れる○○”が作れる？
３. ○○ を明確にして
お客様に強烈アピール！

TEL 092-938-2456

志免町
10/12（木）
13：00～
14：30

福岡県よろず支援拠点
野中 一英 コーディネーター
27歳で飲食業界へ。35歳で独立。現在は
福岡市内に3店舗営業中。カンボジアでの
出店も経験。飲食店の開業したい方、海外
へ出店をお考えの方、今現在経営でお悩み
の方などのお役にたてればと思っています。

TEL 092-938-2456

売上アップにつながる！

粕屋町
11/6（月）
15：00～
16：30

「自社の強みを再発見」セミナー
本講座では、自社の強みを活かして売上を拡大する
方法や、自社の強みを見つけて表現する方法を実践
を通して学んでいきます！

１．強みを活かして大逆転
売上アップした事例紹介
２．自社の強みを見つける！実践ワーク
３．強みが際立つ！広報テクニック

吉原 さくら

福岡県よろず支援拠点
コーディネーター

人事コンサルティング会社で勤務後、独立し
て人事関係のコンサルティングを手掛ける。
大学で非常勤講師もしています。売上拡大に
つなげるアイデアの提案を行っています。

新宮町
11/20（月）
15：00～
16：30

ブログ・ＳＮＳ 好感度を上げる！！
文章の書き方！写メのコツ！
セミナー
◆ 現実のあなたとネット上のあなた！？
自分をブランディングしよう！
◆ 文章が苦手な人でもＯＫ！
文章をスラスラ書ける４部構成とは！？
◆ キレイに！おいしく！見える写メのテク

福岡県よろず支援拠点
コーディネーター
テレビ番組制作、タウン誌、グルメ情報誌
の編集、仕出し会社勤務を経て、料理教室
を創業。飲食店のフードプロデュース、ス
タイリスト、雑誌へのレシピ提供、時々テ
レビの料理コーナーにも出演しています！

主催：志免町商工会 共催：福岡県よろず支援拠点((公財)福岡県中小企業振興センター）

主催：粕屋町商工会 共催：福岡県よろず支援拠点((公財)福岡県中小企業振興センター）

主催：新宮町商工会

申込み・問合せ先・開催会場
志免町商工会(糟屋郡志免町志免中央1-14-10) TEL 092-935-1337

申込み・問合せ先・開催会場
粕屋町商工会(糟屋郡粕屋町若宮2丁目3-1)

申込み・問合せ先・開催会場
新宮町商工会(糟屋郡新宮町下府3-17-1)

TEL 092-938-2456

TEL 092-963-4567

古川 麻水

共催：福岡県よろず支援拠点((公財)福岡県中小企業振興センター）

TEL 092-963-4567

