～貴女の夢がここから実現します！！～

かみいち 女性のためのプチ起業塾 ８期
起業したい、または起業後さらに経営アップしたい女性に向けた、経営の基礎、女性の特徴の活かし方などを学ぶ起業塾
です。経験豊富な実践型の講師陣から専門知識を得られるのはもちろん、同じ立場の仲間づくりができます。今回は、新
型コロナウイルス感染症対応のため会場での「リアル講座」のほか、「オンライン講座」の受講も可能（同日同時刻開催）です。

１

10 月３日（土） 13：30 〜 16：30

女性版

オンライン反応

アップ術

講師／藤元 澄代

zoom 映えするノウハウ

●ヘア＆メイクの仕方
●表情・話し方
●服装の選び方
●背景の効果 等

２

10 月 17 日（土） 13：30 〜 16：30

小さな会社のWEB集客＆マーケティング
講師／遠田 幹雄

たかが SNS、されど SNS
小さな会社だからこそ、日々、変化する SNS 活用法
●各ツールの使い方、連携での効率アップ
Facebook、Twitter、YouTube、LINE
●SNS で成功する人、失敗する人

３

10 月 31 日（土） 13：30 〜 16：30

なぜかお客様が集まる起業家の”話し方”
講師／平木 柳太郎

女性はビジネス会話が意外にできていません。
話し方で信頼を得ることも、失うこともあります。
●会話が途切れなくするには

４

●お客様を気持ちよくする会話術

11 月 14 日（土） 13：30 〜 16：30

お金がなくても、集め方次第
講師／萩原 扶未子

※オンライン講座のみ

クラウドファンディング＆補助金での起業のやり方
●クラウドファンディングの仕組み
●補助金の探し方と申請の仕方

実 富山県でプチ起業する女性集まれ！
践 姫たちのフェスティバル（通称：姫フェス）
コーディネーター／萩原 扶未子

準備日
実践

※新型コロナウイルス感染症の状況によって
開催内容を都度、新たなやり方含め対応

11 月 21 日（土）13：00 〜 18：00
11 月 22 日（日）13：30 〜 16：30

出店はもちろん、スタッフとして会場設営や報･連･相、運営手法等を
体験して学びます。仲間や関係者との人脈を作れる場でもあります。

５

12 月５日（土） 13：30 〜 16：30

カネ無し、コネ無し、セオリー無視という
“崖っぷち起業” でも起業できる方法
講師／ 飯山 晄朗

家電トップセールスマン、経営指導員(１年間で5,000件超の
相談)だから言える

●試行錯誤を重ねながらも初年度から安定した売上を実現できた理由！？
●家庭を第一に据えたオンライン起業スタイル

お申し込み・お問い合わせ

（※定員を超えた場合は、上市町の
方か全部の回出席の方が優先 ）

申込締切

9月28日

町内の方／単発
300 円 ※オンライン受講の方は、
全受講 1,200 円
事前振込です。別途、
町外の方／単発
500 円 振込方法をご連絡します。
全受講 2,000 円（キャンセルの場合、返金なし）

無料託児あり！
託児締切

9 月17日

リアル講座
オンライン講座
併用開講

コーディネーター&講師

株式会社ジーアンドエス 代表取締役社長
女性起業家交流会in HOKURIKU(JKK)代表

萩原 扶未子

IT企業勤務を経て、昭和61年、株式会社ジーアン
ドエスを設立。ジェンダー（男女の特性）を活用
した"地方での女性のプチ起業" "女性管理職育成" "女性のキャリ
ア・デザイン" "組織活性化"や論理的思考法などのコンサルティン
グ、これらに関連する執筆、講演、研修、コーディネーター、運営
企画、調査、研究などに多忙な日々を送る。平成30年に日本海側唯
一、経済産業省の女性起業家支援コンテスト（ジョキコン）受賞。

かなざわ・凛や

代表

藤元 澄代

結婚・出産後、病気をきっかけにインナービューティー
を学び、健康管理士、心理カウンセラーなどの資格を
取得。内面、精神面も整える独自のメイク理論「エンパ
シーメイク」を構築。平成２６年に起業し、メイクレッス
ンや社員教育、婚活コーチ、プロフィール写真のプロ
デュースなどお客様の魅力を引き出して人生を応援。

株式会社ドモドモコーポレーション 代表取締役
遠田 幹雄
広告および印刷会社などで企画や営業に約20年従
事し、2000年に設立。小規模企業者や中小企業
を対象として、経営戦略立案とその後の実行支
援、商品開発、販路拡大、マーケティング、ブラ
ンド構築等に係るコンサルティング活動を展開し
ている経営コンサルタント。

株式会社ランプット代表取締役／富山県議会議員
平木 柳太郎
東京学芸大学卒業後、人事コンサル会社に勤務し、
2009年に起業。セミナー・社員研修、コワーキン
グスペース、学童保育、同窓会幹事代行、スポー
ツクラブなど多数の事業を展開。政治・経済の一
体化が必要と考え至り、2012年から富山県議員
（３期目）として活動。

人財教育家・メンタルスキルコーチ 飯山 晄朗
家電業界でトップセールスマンとなり、経営指導
員に転職。起業後は講演・研修講師として依頼が
後を絶たない。メンタルトレーニングを行った選
手がリオオリンピックで銅メダル、平昌オリン
ピックで金メダルを獲得、世界新記録で優勝する
など、結果を出すアスリートも続出している。

リアル講座会場

TEL：090-3154-0788
FAX：076-222-7245
Mail：fumi@g-and-s.co.jp
https://forms.gle/7aXgxjanEoQEgPa69
右記 QR コードより
主催 上市町

お申し込みできます。
→

上市町まちなか交流プラザ
カミール

富山県中新川郡上市町西中町 11
TEL：076-473-2375
※立体駐車場の割引券をお出しします
ので、駐車券を必ず会場へご持参し
事務局へ提出ください。

※今回は新型コロナウイルス感染症対応のため、会場での「リアル講座」 のほか、「オンライン講座」 の受講も可能（同日同時刻開催） です。

10/3 13：30 〜
（土） 16：30
10/17 13：30 〜
（土） 16：30
10/31 13：30 〜
（土） 16：30

●事務局 開催の挨拶

女性版
オンライン反応 アップ術

●町長挨拶

zoom 映えするノウハウ
●ヘア＆メイクの仕方 ●表情・話し方

●コーディネーターより塾運営説明
●服装の選び方

●背景の効果

小さな会社の
WEB集客＆マーケティング

たかが SNS、されど SNS 小さな会社だからこそ、日々、変化する SNS 活用法
●各ツールの使い方、連携での効率アップ Facebook、Twitter、YouTube、LINE
●SNS で成功する人、失敗する人

なぜかお客様が集まる
起業家の”話し方”

女性はビジネス会話が意外にできていません。
話し方で信頼を得ることも、失うこともあります。
●会話が途切れなくするには ●お客様を気持ちよくする会話術

11/14 13：30 〜
（土） 16：30

お金がなくても、集め方次第
※オンライン講座のみ

11/21 13：00 〜
（土） 18：00
※予定

準備日

11/22 13：30 〜
（日） 16：00
※予定

実践

12/5 13：30 〜 カネ無し、コネ無し、セオリー無視という
“崖っぷち起業” でも起業できる方法
（土） 16：30

コーディネーター：萩原 扶未子氏
かなざわ・凛や

代表

藤元 澄代 氏

株式会社ドモドモコーポレーション
代表取締役

遠田 幹雄 氏

株式会社ランプット代表取締役
富山県議会議員

平木 柳太郎 氏

クラウドファンディング＆補助金での起業のやり方
●クラウドファンディングの仕組み ●補助金の探し方と申請の仕方

株式会社ジーアンドエス 代表取締役社長
女性起業家交流会 in HOKURIKU(JKK) 代表

経営者は、式典・イベント開催や出店・スタッフ参加が頻繁にあります。
都度の参加位置で、立ち居振る舞いが違ってきます。会場設営、出店者、スタッフ
との報･連･相、運営手法等と同じ仲間や関係者との人脈を作れる場でもあります。

コーディネーター：萩原 扶未子氏

家電トップセールスマン、経営指導員 (1 年間で 5,000 件超の相談 ) だから言える
●試行錯誤を重ねながらも初年度から安定した売上を実現できた理由！？
●家庭を第一に据えたオンライン起業スタイル

萩原 扶未子 氏

人財教育家・メンタルコーチ

飯山 晄朗 氏

■備考
毎回の塾終了後に茶話会を３０分程度設け、講師や支援機関、塾生との交流や質疑応答を行います。
■対象
起業にチャレンジしたい女性、起業済みの女性、起業準備中の女性、起業に興味のある女性
■受講料 上市町内の方／単発 300 円
全受講 1,200 円
上市町外の方／単発 500 円
全受講 2,000 円
■定員
15 名（※定員を超えた場合は、上市町の方か全部の回出席の方が優先されます）
■申込締切
2020 年 9 月２８日（※期限前でも定員に達し次第締め切り）
■託児締切
2020 年 9 月１７日（※９歳以上のお子様はご遠慮ください）
切り取り線

８

上記 QR コードからもお申し込みできます。

必要項目を記入し、かみいち 女性のためのプチ起業塾 事務局 （FAX ： 076-222-7245、 Mail ： fumi@g-and-s.co.jp） またはhttps://forms.gle/7aXgxjanEoQEgPa69よりお申し込みください。

自宅

正社員 ・ パート / アルバイト ・ 専業主婦 ・ 学生 ・ 経営者（起業済み）・ 経営者（起業準備中）・
その他（
）

応募の動機

スキルアップ ・ 起業に興味がある ・ 事業拡大のため ・ 雇用創出のため ・ 起業手法を学ぶため ・
新型コロナウイルス時代の新たな経営方法を学びたい ・ その他（
）

起業年：

年

住所：
起業場所（予定）
： 自宅 ・ 上市町内 ・ 上市町外 ・ 未定

受講方法

※途中での変更可能

①会場での受講

※11/14 のみ、全員オンライン受講

②オンライン受講（ZOOM）

※事前振込（キャンセルの場合、返金はされません）
。別途、振込方法をご連絡します。

全日程参加 ・ 第１回 (10/3) ・ 第２回 (10/17) ・ 第３回 (10/31) ・ 第４回 (11/14) ・ 第 5 回 (12/5)
・ 姫フェス（準備）(11/21) ・ 姫フェス（実践）(11/22) ※応募多数の場合は、上市町在住 or 全日程を優先します。
※新型コロナウイルス
感染症の状況によって
は、対応できない場合
もあります。
※実践日には託児は
ありません。

塾を知った経緯
講師にお聞きに
なりたいこと

第１回 (10/3) ・ 第２回 (10/17) ・ 第３回 (10/31) ・ 第４回 (11/14) ・ 第 5 回 (12/5)

上市町ホームページ・チラシ・富山情報・知人の紹介・知人のSNS・かみいち女性のためのプチ起業塾のFacebookページ・その他

