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メールマガジンをご愛読いただきありがとうございます。
今回の配信記事は、以下となっております。
１．
「冬の『つながる』交流会」
～お客さまに“また買いたい（行きたい）
”と思ってもらうには！?～
２．地域社会に役立つ仕事づくり『コミュニティビジネス創業セミナー』
３．資金調達を体験した先輩起業家からお金の借り方を聞いてみよう!!
『起業に必要な「資金」について考えるセミナー』
４．ソーシャルビジネスセミナー「伸びてる会社が社会課題に取り組むのはなぜか？
～社会も会社もハッピーになる秘訣、教えます！」
☆---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------１．
「冬の『つながる』交流会」≪堺市内限定！≫
～お客さまに“また買いたい（行きたい）”と思ってもらうには！?～ 【開催日：1 月 22 日】
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------☆
自社の商品やサービスを買って・受けていただいたお客さまに、
“いかにまた購入”しても
らうか！
そのために日頃から“工夫”していることについて語り合っていただく交流会です。
今後の自社の取り組みのヒントを持ち帰る 2 時間です！
■日時 平成 30 年 1 月 22 日(月）15：00～17：30
15：00～17：00 交流会
17：00～17：30 プチ懇親会
■会場 さかい新事業創造センター1 階多目的会議室
（所在地：堺市北区長曽根町 130 番地 42）

■費用 300 円 ※プチ懇親会に参加の場合のみ
■定員 30 名（先着申込順）
■進行役 福住 昌子氏（堺商工会議所 創業経営相談窓口相談員）
安田 勝也氏（堺商工会議所 創業経営相談窓口相談員）
山本 裕司氏（さかい新事業創造センターインキュベーションマネージャー）
■申込方法 下記のいずれかの方法でお申込みください。
①電話による申込
②申込書に必要事項を記入してＦＡＸで申込
③申込フォームの利用
⇒http://www.sakaicci.or.jp/entry98.html
■問合せ先 さかい起業チャレンジポート事務局
（堺商工会議所 経営支援課)
TEL:072-258-5503 FAX:072-258-5580
■詳しくは、下記の URL をご覧ください。
⇒http://www.sakaicci.or.jp/seminar/20180122.pdf

☆--------------------------------------------------------------------------------------------------------------２． 地域社会に役立つ仕事づくり
『コミュニティビジネス創業セミナー』を開催します！
【開催日：平成 30 年 1 月 19 日(金)】
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------☆
地域や社会で困っていることを、様々なアイディアや、人とのつながりを通して、
新しいビジネスを立ち上げて問題解決に取り組む方々がいます。
今回は、コミュニティビジネスを実践している起業家として、個別指導塾を運営しながら、
引きこもりや不登校になっている子どもに対し、それぞれのペースに合ったサポートを
行っている“ONE-S”代表の松下 英治氏と、阪神淡路大震災で翻訳ボランティアを開始後、
日本で暮らす外国人へ多言語通訳・翻訳を提供している“NPO 法人多言語センターFACIL”
事務局長の李 裕美氏、そして、コーディネーターに大阪大学 大杉 卓三氏をお招きします。
コミュニティビジネス・ソーシャルビジネスにご関心のある方や、新たなビジネスの

立ち上げ・新事業展開を検討されている方は、ぜひご参加ください！
■日時 平成 30 年 1 月 19 日（金）10：00～11：30
■会場 さかい新事業創造センター（S-Cube）多目的会議室
（堺市北区長曽根町 130 番地 42）
■費用 無料
■主催 堺市
■申込み 下記 URL をご確認ください。
http://www.city.sakai.lg.jp/sangyo/shienyuushi/other/commub/sbcbsemi.html
■問合せ 堺市 産業振興局 商工労働部 産業政策課
TEL：072-228-7629 FAX：072-228-8816
E-mail：sansei@city.sakai.lg.jp
☆-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------３．資金調達を体験した先輩起業家からお金の借り方を聞いてみよう!!
『起業に必要な「資金」について考えるセミナー』を開催します！
【開催日：平成 30 年 1 月 25 日(木)】
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------☆
起業のステップアップに必要となる資金調達。
お金を借りるとき、金融機関へ相談に行くのはハードルが高いと感じている方も
多いのではないでしょうか。
今回は、資金調達を体験した先輩起業家として、イラストを描く方が気軽に作品の展示や
交流ができるカフェをオープンした“創作空間 cafe アトリエ”オーナーの安田 佳那子さん
と、
地域密着の子育て情報フリーマガジンを発行する
“NPO 法人ママトリエ”代表理事の小西 美由紀さんをお招きして、
資金調達の経緯や融資を受けた後の現状について、詳しくお話しいただきます。
また、金融機関の融資担当者より、融資の基礎知識から上手な資金調達の
方法もお聞きします。聞きにくいけど気になる『資金』について、
ぜひお気軽にご参加ください。

■日時 平成 30 年 1 月 25 日（木）10：00～12：00
■会場 紀陽銀行泉ケ丘駅前支店（堺市南区茶山台 1 丁 2 番 3 号）
最寄駅：泉北高速鉄道 泉ケ丘駅
■内容
10:00～10:50
資金調達を実践した先輩起業家からのエピソード
１．創作空間 cafe アトリエオーナー/イラストレーターきゃん
安田 佳那子氏
２．NPO 法人ママトリエ 代表理事
小西 美由紀氏
10:50～11:20
金融機関担当者による“起業サポートメニュー”のご紹介
１．日本政策金融公庫 ２．紀陽銀行
11:20～
参加者によるパネルディスカッション
コーディネーター：認定 NPO 法人大阪 NPO センター 高見 理恵氏
■費用 無料
■主催 堺市
■申込み 下記 URL をご確認ください。
http://www.city.sakai.lg.jp/sangyo/shienyuushi/other/sbep.html
■問合せ 堺市 産業振興局 商工労働部 産業政策課
TEL：072-228-7629 FAX：072-228-8816
E-mail：sansei@city.sakai.lg.jp

☆--------------------------------------------------------------------------------------------------------------４．伸びてる会社が社会課題に取り組むのはなぜか？
～社会も会社もハッピーになる秘訣、教えます！～
【開催日：平成 30 年 1 月 31 日(水)】
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------☆
自社の強みを活かしながら、地域や社会の課題に目を向け、新たなニーズに
ビジネスで対応する“ソーシャルビジネス”に取り組む成長企業が増えています。
企業がソーシャルビジネスに取り組むのは、
企業価値の向上や他社との差別化を図りながら、新たな顧客や販路の開拓、
従業員の意識向上など、企業経営に直結するメリットがたくさんあるからです。
本セミナーでは、実践企業をお招きして、ソーシャルビジネスに取り組んだ
きっかけやその実績、次にめざすステージなど、様々な視点でお話しいただきます。
■日時 平成 30 年 1 月 31 日（水）14：00～16：00
■会場 さかい新事業創造センター（S-Cube）多目的会議室
（堺市北区長曽根町 130 番地 42）
■内容
14:00～14:30 講演
「進む企業のソーシャルビジネス化とその魅力」
京都産業大学経営学部ソーシャル・マネジメント学科
教授 佐々木 利廣氏
14:30～15:20 実践企業からの事例紹介
サラヤ 株式会社
取締役 代島 裕世氏
株式会社 毛髪クリニック リーブ２１
経営企画・広報部 西島 孝則氏
セイコー運輸株式会社
代表取締役 宮髙 豪氏
15:20～16:00 会場からの質問をもとにした登壇者による
パネルディスカッション
■費用 無料
■主催 堺市

■申込み 下記 URL をご確認ください。
http://www.city.sakai.lg.jp/sangyo/shienyuushi/other/commub/sbcbsemi.html
■問合せ 堺市 産業振興局 商工労働部 産業政策課
TEL：072-228-7629 FAX：072-228-8816
E-mail：sansei@city.sakai.lg.jp
■会員登録時から下記について変更がある場合は、
当メールに返信をお願いします。
（例）●「メールアドレス」や「所在地（住所）
」
●「これから起業予定」の方が、起業した年月日など
アドレス：sakaichallengeport@sakaicci.or.jp
■本メールマガジンのバックナンバーはこちら
http://www.sakaicci.or.jp/sougyou/challengeport-backmg.htm
■本メールマガジンの配信停止はこちら
http://www.sakaicci.or.jp/entry997.html

■メールマガジンに関するお問い合せ------------------------------------------------------堺商工会議所 経営支援課
〒591-8502 堺市北区長曽根町 130 番地 23
TEL:072-258-5503 FAX:072-258-5580
URL:http://www.sakaicci.or.jp/
E-mail：keiei-shien@sakaicci.or.jp
堺商工会議所 ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ：https://www.facebook.com/sakaicci.or.jp
----------------------------------------------------------------------------------------------------------■

