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～夢に挑戦！めざせ起業家！～

 旭川商工会議所

　旭川商工会議所では、「創業（開業）したい」という夢を持った方を対象に創業のノウハウを短期集中（全５日間）

で学べる「創業塾」を開講いたします。

　本創業塾は、「創業の心構え」「ビジネスプラン（事業計画）作成」「融資制度」「個別相談」「体験談」など創業

に役立つ知識や最新の情報を学ぶ講座となっております。

　もちろん、創業塾終了後も旭川商工会議所では、受講生のご支援をいたしますので、この機会に是非ご参加ください。

〒070-8540 旭川市常盤通１丁目
TEL /0166-22-8414　FAX /0166-22-2600
ホームページ  http://www.ccia.or.jp/

◎独立・開業に関心のある方！
◎開業準備中、開業して間もない方！
◎新分野事業を検討している方！
◎経営承継する後継者の方！
◎退職後、何か始めたい方！
◎主婦・学生・サラリーマン・ＯＬの方！など
　どなたでも参加できます。　

旭川商工会議所産業支援部経営支援課

新たなるチャレンジ! 私達も応援します!

11日(土)・12日(日)・13日(月・祝)
18日(土)・19日(日)

旭川商工会議所　６階研修室
創業・独立開業をめざす方、学生、主婦、
開業後間もない方など

４０名

資料代 ５,000円（全講座・税込）
裏面の申込書に必要事項をご記入の上、
旭川商工会議所まで受講料を添えてお申込下さい。

平成25年12月20日（金）まで

開催期間開催期間

開催場所開催場所

申込締切　申込締切　

受講対象受講対象

受講定員受講定員

受 講 料受 講 料

申込方法申込方法

（先着順：定員になり次第締め切らせていただきます）

★申込は持参の他、電話・郵送・ファックスでもお受けいたします。
★受講料が納入され受付完了となります。（振込可）

受講者募集!!

創業塾

平成26年

１月

※事務所は３階です。

◆主催:旭川商工会議所　◆後援：北海道税理士会旭川支部

❶創業塾受講者利子補給制度新規開業に係る融資を受けた方に利息の一部を補助します。
❷創業塾生移動相談会
創業塾終了後も講師と税務・金融・海外進出など企業に関するあらゆる相談ができます。　

創業塾受講生
の
特典

業塾受講業塾受
の

業



※ご記入いただいた情報は、旭川商工会議所からの各種連絡・情報提供のために利用するほか、セミナー・講座参加者の実態調査・分析のために利用することがあります。

カリキュラム

平成　　　年　　　月　　　日旭川商工会議所産業支援部経営支援課（FAX0166-22-2600）宛

開　催　日　時

1日目

2日目

3日目

テ　　 ー　　 マ　・　内　　　　　容 講　　　　　師

【特別講師】 

㈱オーシャン

代表取締役　井上　雅之 氏

税理士　　　小城　公明 氏

創 業 塾 　 受講申込書

CurriculumCurriculum創 業 塾
09：00～ 12：00

12：00～ 13：30

13：30～ 16：30

09：30～ 12：30

13：30～ 16：30

09：30～ 12：30

13：30～ 17：30

09：30～ 12：30

13：30～ 16：30

10：00～ 12：00

13：00～ 16：00

開校式

【第１講座】「創業の心構え」～起業に成功する人・失敗する人～
事業を立ち上げるにはどのような姿勢や行動が必要なのか、成功する起業
家の実像を理解する

《参加者昼食交流会》
参加者の自己紹介を含めて各人のコミュニケーションを深める　

【第２講座】「創業開始に向けての第一歩」～事業計画の重要性と仕組み～
創業において、なぜ事業計画が重要なのか、その仕組みはどのようなもの
かを学ぶ

【第3講座】「採算計画の立案方法」～企業利益を生み出す秘訣～
販売計画や仕入計画、製造計画など企業利益を生み出すプランづくりのポ
イントを学ぶ

【第4講座】「事業コンセプトの策定法」～事業計画を魅力的にするには～
ビジネスの新規性や顧客の魅力的な販売コンセプトのあり方を習得する

税理士　　　小城　公明 氏

税理士　　　増田　弘志 氏

税理士　　　増田　弘志 氏

中小企業診断士
　　　　　　石丸　信義 氏

税理士・公認会計士
　　　　　　伊藤　　隆 氏

中小企業診断士
　　　　　　石丸　信義 氏 
税理士・公認会計士
　　　　　　伊藤   　隆 氏 
税理士　　　増田　知里 氏

税理士・公認会計士
　　　　　　伊藤　　隆 氏

税理士　　　小城　公明 氏
税理士・公認会計士
　　　　　　伊藤   　隆 氏
税理士　　　増田　弘志 氏
税理士　　　横手　章子 氏

金融機関担当者

【第5講座】「資金計画の立案方法」～開業資金の運用と調達法を知る～
開業に際しての所要資金とその調達の計画の立て方、開業後の資金繰りに
ついて理解する

【第6講座】「実作業　事業計画の作成」～自分の事業計画に挑戦しよう～
今まで各講座で学んだ知識を活かして、自分の事業計画を実際に作成する   　　　 

【第7講座】「開業準備の基礎知識」～これだけは必要、開業の実務知識～
開業届出、税金や会計の知識、創業に関する法律などについて理解する　　　　　

【第8講座】「事業計画作成の個別指導」～あなたの事業計画は万全か～
自分が策定した事業計画をより魅力的に仕上げるために専門家のアドバイ
スを受ける
「開業なんでも相談会」開業するにあたっての疑問点などを相談する

【第9講座】「金融機関による融資相談会」
金融機関による融資などを個別に相談する

【第10講座】「若手経営者による創業の心構え」
実践経営者から起業の実体験談を学ぶ
『第2の創業を目指して旭川ラーメンを世界へ売る』

「今回の講座のまとめ」～あなたの創業の成功に向けて～
今回の全講座を総括し、より講義内容の理解を深める
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フリガナ

氏　名

現在の職業

創業時期

住　　所

ＴＥＬ ＦＡＸ

性別 年齢 歳

E-ma i l

男　  ・  　女

いずれかに○をつけてください

１．会社員（公務員も含む）　２．経営者・役員　３．専業主婦　４．学生　５．パート、アルバイト等　６．無職

いずれかに○をつけてください

１．平成　　年　　月予定　　２．すでに創業済（事業所名　　　　　　営業年数　　年）　３．未定

〒
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