●女性起業家支援講座

【平成１３年度】

女性起業家支援講座

厳しい経済情勢の中、実際に起業するには何を考えたら
よいか、起業に必要な知識を、演習を交えて実践的に身
に付ける。

対 象：起業を目指す女性又は
起業に関心のある女性
定 員：４０人
参加者：４９人（応募６０人）
受講料：１人１２，０００円

テーマ

講師

日時
１

１／２７（日）
１０：００～１６：００

総論、起業の心構え、起業のプロセス、事例研究

２

２／３（日）
１０：００～１６：００

情報と発想、起業領域の発見・決定

３

２／１０（日）
１０：００～１６：００

起業コンセプト、プレゼンテーション

４

２／１７（日）
１０：００～１６：００

事業計画作成、ワンポイントレッスン

５

２／２４（日）
１０：００～１６：００

開業の準備・諸手続き、経理、まとめ

特定非営利活動法人起業支援
ネット

【平成１２年度】

女性起業家支援講座

厳しい経済情勢の中、実際に起業するには何を考えたら
よいか、起業に必要な知識を、演習を交えて実践的に身
に付ける。

対 象：起業を目指す女性又は
起業に関心のある女性
定 員：４０人
参加者：３８人（応募４５人）
受講料：１人１２，０００円

テーマ

講師

日時
１

６／３（土）
９：３０～１６：３０

女性の生き方・働き方と起業

２

６／１０（土）
９：３０～１６：３０

情報と発想

３

６／１７（土）
９：３０～１２：３０

起業領域とコンセプト

４

６／２４（土）
９：３０～１６：３０

事業計画の作成

５

７／１（土）
９：３０～１６：３０

起業準備アラカルト

特定非営利活動法人起業支援
ネット

【平成１１年度】

女性起業家支援講座

日時

起業に必要な基礎を実践的な方法で身に付ける。

テーマ

１

１／１６（日）
９：３０～１６：３０

「あなたはどのように生きてみたいですか」
～起業とは、現状の洞察～

２

１／２３（日）
１３：００～１６：３０

「あなたは他人のために何をやってみたいですか」
～他者支援、仕事の成長～

３

１／３０（日）
９：３０～１６：３０

「あなたはそのために何から始めますか」
～発想法、将来イメージ作り～

４

２／１３（日）
９：３０～１６：３０

「あなたはその夢をどうやって実現させますか」
～事業計画書、収支計画～

５

２／２７（日）
９：３０～１６：３０

「あなたはその事業をどうやって広めますか」
～経営手法・実務、起業する～

対 象：起業を目指す女性又は
起業に関心のある女性
定 員：４０人
参加者：４１人（応募４８人）
受講料：１人１０，０００円
講師

宇治川一清(株式会社アントレ
プレナーセンター)

女性起業家支援公開講座
日時

２／２０（日）
１０：００～１６：００

幅広く起業に関して社会の関心を高め、理解を深
める。

対 象：起業に関心のある女性
定 員：１００人
参加者：１７５人（応募２５２人）
受講料：５００円

テーマ

講師

基調講演「私の起業物語」
～フィジカルパワーと起業の関係～

澤田直子(株式会社ラヴィ代表取締
役)

パネルディスカッション
「新米起業家泣き笑い」

パネリスト
宮田ともえ(宅老所「ほほえみくら
ぶ」代表)
稲熊千奈美(家事代行「メリーハウ
ス」代表取締役)
本間徳子(医療翻訳「アデッシア」
代表)
コーディネーター
関戸美恵子(特定非営利活動法人起
業支援ネット代表理事)

レクチャー
「新しいワークスタイル・起業をデザインする」

関戸美恵子(特定非営利活動法人起業
支援ネット代表理事)

【平成１０年度】

女性起業家支援講座（前期）

日時

６／６（土）
９：３０～１６：３０

女性起業家支援講座
（後期）
日時

起業に必要な基礎を実践的な方法で身に付
ける。

対 象：起業を目指す女性又は起業に関心
のある女性
定 員：３０人
参加者：３２人（応募３７人）
受講料：１人１０，０００円

テーマ

起業マインドの磨き方、起業プロセス
グループワーク

講師
酒井澄子(レディス＆メロウ能力開発研究
所所長)
岡山千草(株式会社ネクストブレーン代表
取締役)
村田元夫(有限会社ピーエスサポート代表
取締役)
澤田直子(株式会社ラヴィ代表取締役)
望月宏秋(税理士・東邦学園短期大学講師)
山極完治(東邦学園短期大学教授)
関戸美恵子(ワーカーズ・エクラ代表)

アイディア作りから事業計画まで起業の基本を学ぶ。

テーマ

１

１／３１（日）
９：３０～１６：３０

人生と起業、まず生き方を決意する
起業家の理想像

２

２／７（日）
１３：３０～１６：３０

自分のやりたいことを形にしてみる
ビジョンを考える＜演習＞

３

２／１４（日）
９：３０～１６：３０

アイディアの発想法と絞り込み
事業化アイディアの条件、事業化を考える＜演習＞

４

２／２１（日）
１３：３０～１６：３０

事業構想化のノウハウとその条件
事業の始め方、会社の作り方

５

２／２８（日）
９：３０～１６：００

事業計画書の作り方、問題点の洗い出し
プレゼンテーションのポイントと演習

女性起業家支援フォーラム

対 象：起業を目指す女性又は
起業に関心のある女性
定 員：３０人
参加者：３７人（応募６７人）
受講料：１人１０，０００円
講師

宇治川一清(株式会社アントレ
プレナーセンター)

対 象：起業を目指す方
定 員：２００人
幅広く起業に関して社会の関心を高め、理解を深める。
参加者：２５０人（応募２８１人）
受講料：無料

日時

テーマ

講師

基調講演
「今、起業家に求められる資質」

レイコ・Ｂ・リスター(株式会社
エル・インターナショナル代表取
締役)

パネルディスカッション
「パイオニアをめざして」

コメンテーター
レイコ・Ｂ・リスター
パネリスト
斉藤静(有限会社アルファーア
ビエィション代表取締役)
ジョン・Ｂ・クームス(株式会
社Ｈ＆Ｒコンサルタンツ代表
取締役)
前田るり(アイドーマ代表
コーディネーター
九鬼綾子(ミックインターナシ
ョナル株式会社代表取締役)

７／１２（日）
１３：００～１６：００

【平成９年度】

女性起業家支援講座（春期）

日時

起業に必要な基礎を実践的な方法で身に付
ける。
テーマ

１

５／１７（土）
９：３０～１６：３０

オリエンテーション
経営資源と起業ビジョン

２

５／２４（土）
１３：３０～１６：３０

ケース・ワーク「先輩起業家に学ぶ」

３

５／３１（土）
１３：３０～１６：３０

起業と情報「マーケット戦略」

４

６／７（土）
１３：３０～１６：３０

事業計画の捉え方、立て方「起業戦略」

５

６／１４（土）
９：３０～１６：００

融資制度と各種サポート活用法
私の起業プレゼンテーション

アイディア作りから事業計画まで起業の基
女性起業家支援講座（秋期） 本を学び、夢の実現に向かって、第一歩を踏
み出す。
日時

テーマ

１

１０／４（土）
９：３０～１６：３０

オリエンテーション
経営資源と起業ビジョン

２

１０／１１（土）
１３：３０～１６：３０

ケース・ワーク「先輩起業家に学ぶ」

３

１０／１８（土）
１３：３０～１６：３０

起業と情報「マーケット戦略」

４

１０／２５（土）
１３：３０～１６：３０

事業計画の捉え方、立て方「起業戦略」

５

１１／１（土）
９：３０～１６：００

融資制度と各種サポート活用法
私の起業プレゼンテーション

女性起業家支援講座（冬期）

起業に必要な基礎を実践的な方法で身に付
ける。

対 象：起業を目指す女性又は起業に関心
のある女性
定 員：３０人
参加者：３１人（応募３８人）
受講料：１人１０，０００円
講師

酒井澄子(レディス＆メロウ能力開発研究所所長)
井坂勝美(有限会社イメージアップ代表)
山本佐重(有限会社マルコポーロサービス社長)
大畠晴樹(株式会社シー・エム・オー代表取締役)
山極完治(東邦学園短期大学教授)
加藤満(名古屋商工会議所経営指導員)
関戸美恵子(ワーカーズ・エクラ代表)

対 象：起業を目指す女性又は起業に関心
のある女性
定 員：３０人
参加者：３１人（応募４８人）
受講料：１人１０，０００円
講師

酒井澄子(レディス＆メロウ能力開発研究所所長)
前田ひさこ(有限会社リライアンス代表取締役)
森長節子(ワーカーズかすがい代表)
大畠晴樹(株式会社シー・エム・オー代表取締役)
石黒靖敏(コンサルティング・アソシエイツ所長)
山極完治(東邦学園短期大学教授)
加藤満(名古屋商工会議所経営指導員)
関戸美恵子(ワーカーズ・エクラ代表)

対 象：起業を目指す女性又は起業に関心
のある女性
定 員：３０人

参加者：３８人（応募５０人）
受講料：１人１０，０００円
日時

テーマ

１

２／７（土）
９：３０～１６：３０

オリエンテーション
経営資源と起業ビジョン

２

２／１４（土）
１３：３０～１６：３０

ケース・ワーク「先輩起業家に学ぶ」

３

２／２１（土）
１３：３０～１６：３０

起業と情報「マーケット戦略」

４

２／２８（土）
１３：３０～１６：３０

事業計画の捉え方、立て方「起業戦略」

５

３／７（土）
９：３０～１６：００

融資制度と各種サポート活用法
私の起業プレゼンテーション

講師

酒井澄子(レディス＆メロウ能力開発研究所所長)
飯田容子(ホテル ル・ウエスト代表取締役)
森みずほ(プリムローズ代表)
大畠晴樹(株式会社シー・エム・オー代表取締役)
石黒靖敏(コンサルティング・アソシエイツ所長)
山極完治(東邦学園短期大学教授)
加藤満(名古屋商工会議所経営指導員)
関戸美恵子(ワーカーズ・エクラ代表)

女性起業家支援フォーラム

幅広く起業に関して社会の関心を高め、理解
を深める。

日時

テーマ

１

７／１９（日）
１３：００～１６：３０

対 象：起業を目指す方
定 員：２００人
参加者：２５０人（応募２８１人）
受講料：無料
講師

基調講演
「情報革命と女性の起業革命」

松岡正剛(編集工学研究所所長)

パネルディスカッション
「情報革命と女性の起業革命－デジタル社会
と人、心そして起業―」

コメンテーター
松岡正剛(編集工学研究所所長)
パネリスト
内山芳子(有限会社パソコンオフィス取締役)
小島由公香(エムアイシイー株式会社
代表取締役・名古屋Ⅱゾンタクラブ)
刀根幸二(アントレ制作マネージャー)
コーディネーター
関戸美恵子(ワーカーズ・エクラ代表)

【平成８年度】

女性起業家支援講座（前期）

起業に必要な基礎を実践的な方法で身に
付けるため実施

対象：起業を目指す女性又は起業に関心のある
女性
定員：３０人
参加者：３４人（応募１４２人）
受講料：１人１０，０００円

日時

テーマ

講師

１

９／７（土）
９：３０～１６：３０

オリエンテーション
起業の背景・起業ビジョンなど

２

９／１４（土）
１３：００～１６：３０

起業と情報・マーケット戦略

３

９／２１（土）
１３：００～１６：３０

事業計画の捉え方、立て方

４

９／２８（土）
１３：００～１６：３０

お金の流れ・資金計画

５

１０／５（土）
９：３０～１６：００

起業準備・私の起業プレゼンテーション

女性起業家支援講座
(後期)
日時

矢野アズ紗(株式会社マスコンサルタンツ社
長・税理士)
山極完治(東邦学園短期大学教授)
伊藤計子(有限会社グレイス名古屋社長)
石黒靖敏(コンサルティング・アソシエイツ所長)
大畠晴樹(株式会社シー・エム・オー代表取締役・
経営コンサルタント)
水野 尚(水野会計代表税理士)
後 千代(東邦学園短期大学専任講師)
光岡 朗(光岡会計事務所所長・公認会計士)
酒井澄子(レディス＆メロウ能力開発研究所所長)
関戸美恵子(ワーカーズ・エクラ代表)

起業に必要な基礎を実践的な方法で身に
付けるため実施

対象：起業を目指す女性又は起業に関心のある
女性
定員：３０人
参加者：３４人（応募１０３人）
受講料：１人１０，０００円

テーマ

講師

１

２／１（土）
９：３０～１６：３０

オリエンテーション
起業の背景・起業ビジョンなど

２

２／８（土）

起業と情報・マーケット戦略

上田篤子(中小企業診断士)
山極完治(東邦学園短期大学教授)

１３：３０～１６：３０
３

２／１５（土）
１３：３０～１６：３０

事業計画の捉え方、立て方

４

２／２２（土）
１３：３０～１６：３０

お金の流れ・資金計画

５

３／１（土）
９：３０～１６：００

起業準備・私の起業プレゼンテーション

女性起業家支援講座
ダイジェストセミナー
日時

石黒靖敏(コンサルティング・アソシエイツ所長)
大畠晴樹(株式会社シー・エム・オー代表取締
役・経営コンサルタント)
水野 尚(水野会計代表税理士)
後 千代(東邦学園短期大学専任講師)
酒井澄子(レディス＆メロウ能力開発研究所所長)
関戸美恵子(ワーカーズ・エクラ代表)

起業支援講座の主要ポイントをまとめたフォロー
のためのセミナーを実施

対象：起業を目指す女性又は起業に
関心のある女性
定員：３０人
参加者：２５人（応募３０人）
受講料：１人１，０００円

テーマ

講師

３／５(水)
１０：００～１５：００

「もう一歩、夢に近づいて」
１ 起業とは、起業プロセス
関戸 美恵子(ワーカーズ・エクラ代表)
２ 起業の基礎知識（理念、目標、戦略、経営資源）
３ フリートーク

女性起業家支援フォーラム

対象：企業を目指す女性、女性起業家、女性の
起業に関心を持ち、理解を深めようという男性
幅広く起業に関して社会の関心を高め、
定員：２５０人
理解を深めるため実施
参加者：２５０人（応募 ２９１人）
受講料：無料

日時

７／１４（日）
１３：００～１５：４５

テーマ

講師

基調講演
「女性が会社をつくるとき」

野由梨(ダイヤルサービス株式会社社長)

パネルディスカッション
「エンパワーメント－私の場合」

パネリスト
今野由梨(ダイヤルサービス株式会社社長)
田島治子(株式会社サカイ引越センター社長)
橋本桂子(株式会社Ｗ５スタッフサービス社長)
コーディネーター
関戸美恵子(ワーカーズ・エクラ代表)

