全て無料です！お気軽にご参加・ご相談下さい！
飯塚よろず経営相談窓口とは

2022年

飯塚市・飯塚商工会議所・飯塚市商工会・嘉飯桂産業振興協議会・福岡県よろず支援拠点が連携して
開設する無料の経営相談窓口です。お気軽にご相談・ご参加ください。

6月

相談会場地図

飯塚市役所 2階 ホール（カフェ前）
(福岡県飯塚市新立岩5番5号)

無料
JR「新飯塚駅」
から徒歩5分！

スケジュール

講師の都合や天候によりやむを得ず変更・中止する場合があります。

個別相談①

9：30～10：30

個別相談⑤

15：30～16：30

個別相談②

10：45～11：45

セミナー

13：30～15：00

※新型コロナウイルス感染対策として、個別相談・セミナー参加の際はマスクの着用をお願いいたします。会場も感染対策を しています。
※新型コロナウイルスの感染状況により、中止になる可能性もあります。中止の連絡については、福岡県よろず支援拠点のホームページ
等でお知らせいたし ます。

【飯塚よろず経営相談窓口】 の ３つの窓口
◆ 飯塚市役所２階ホールカフェ前 (飯塚市新立岩5番5号)
【対面 で 無料経営セミナー & 無料経営相談】
セミナー内容やスケジュールは内面をご覧ください
個別相談は当日の講師が行います

◆ 飯塚商工会議所

(飯塚市吉原町6-12)

【テレビ電話 で 無料経営相談】
福岡県よろず支援拠点 とは

相談時間
① 9:30～10:30
②10:45～11:45
③13:00～14:00
④14:15～15:15
⑤15:30～16:30

福岡県よろず支援拠点博多本部のコンサルタントと
相談できます

『よろず支援拠点』は平成２６年に国（中小

◆ 飯塚市商工会 穂波本所

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

【テレビ電話 で 無料経営相談】

県中小企業振興センターに『福岡県よろず支
ルタント（うち１９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。

https://yorozu-fukuoka.go.jp/

相談時間
① 9:30～10:30
②10:45～11:45
③13:00～14:00
④14:15～15:15
⑤15:30～16:30

福岡県よろず支援拠点博多本部のコンサルタントと
相談できます

援拠点』が設置されており、５９名のコンサ

セミナー開催日程やコンサルタント紹介などの
詳細はホームページで！

(飯塚市忠隈494)

会場 飯塚市役所 2階 ホールカフェ前（住所・地図は裏面）
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6階

TEL:

申込 中小企業庁 福岡県よろず支援拠点

事前予約制

（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6階）

092-622-7809

・セミナー → ホームページの申込フォームから

（受付時間／平日 9:00～17:00）

・個別相談 → 電話から ☎

飯塚よろず

092-622-7809

（受付時間／平日9:00～17:00）
福岡県よろず支援拠点のホームページ、メルマガ登録、Facebook、LINE公式アカウントはこちら！→

個別相談は経営や創業に関することなら何でもＯＫ！何も始めてないこれから始める人も歓迎です！
お申込みお待ちしております!
※キャンセルや変更は必ず「予約日3日前（土日・祝日除く）」までにご連絡下さい。
無断キャンセルをされた場合、今後のご利用をお断りする場合がございます。

飯

2022.6

中小企業庁 福岡県よろず支援拠点

飯

2022.6

中小企業庁 福岡県よろず支援拠点

Ｙ-0411

6月のスケジュール

飯塚よろず経営相談窓口
月

火

セミナー申込 福岡県よろず支援拠点
ホームページの申込フォームから

スケジュール ※事前予約制

個別相談① 9:30～10:30

飯塚よろず

インターネット ※セミナーの詳細や、受講条件・持ち物はホームページで
最新情報をご確認ください。

個別相談申込

セミナー

福岡県よろず支援拠点にお電話ください

092-622-7809

TEL：
電話

6

（受付時間：平日9：00～17：00）
創業

個別相談②10:45～11:45
13:30～15:00

個別相談③15:30～16:30
※個別相談は当日のセミナー講師が
担当いたします。

1

セミナー

服部 憲一

※受講制限あり

金

補助金・助成金

創業

IT集客

個人事業主向け補助金

●
●
●
●

補助金の意義を知ってみましょう
それぞれの補助金に固有の目的がある
よく使われている補助金とは？
やりたいことから考えてみる、
申請すべき補助金
● 補助金申請時の注意点を知っておこう

講師・相談員

山田 周作

7 会社設立・法人化の
8
ポイント徹底解説セミナー

目に留まる
広告の作り方セミナー

法人化を考えている個人事業主、法人
● どんな広告が目に留まりやすいか
設立を考えている方におすすめです！
● 簡単で分かりやすい文章の書き方
● 法人の種類
● メリットを入れることの重要性
● 法人のメリットデメリット
● 10秒でわかるレイアウト
→信用度、借入、取引先拡大など
（デザイン）のつくりかた
講師・相談員
● 法人化のタイミング、手続き
●誰でも見やすいフォント（書体）
田岡 正樹
● 法人化前後の補助金
の選び方・・・など
行政書士

人材・労務

中小企業診断士

広報戦略

NEW!

🔴 スキル・得意なことをネットで
販売する方法
🔴 無料で使えるホームページや
ネットショップ・
フリマアプリの紹介
🔴 ネットを活用した営業方法について 講師・相談員

木

セミナー

創業

IT活用・在宅起業・副業

水
これから使える中小企業・

NEW!

2 プチ起業から事業を

成長させよう！セミナー

～インスタ？note？Youtube？アメブロ？
「どれから？なにから？」を解決します～

手続きセミナー
●
●
●
●

採用した後に必要な保険手続きとは？
労働保険と社会保険って何？
どのような手続きが必要？
講師・相談員
活用したい助成金情報
五十嵐 敏之

●
●
●
●

Webマーケティングとは？
超基本は〇〇！
SNS「あれも｣｢これも」をリセット
講師・相談員
SNSの負担を軽くするコツ

中村 美佳

社会保険労務士

創業

IT集客

20 起業の基礎知識セミナー 21スマホで簡単！
あなたの魅力を引き出す
事業計画策定のプロが教えます！
● 起業とは
● 起業の基礎知識
・運営主体の決定
・起業に必要な手続き
● 創業計画書
・創業計画書とは？
・策定プロセスは？
・経営ビジョン・・・など

写真加工セミナー

講師・相談員

重村 和博
中小企業診断士

🔴 なりたい私になる！フィルターで
雰囲気を作ろう
🔴 顔の黄金比ってしっている？
各パーツを微調整してみよう
● 撮影・加工時のポイント解説
〇〇は七難隠す!?

IT集客

NEW!

チラシ名刺

9
NEW!

しゃべった言葉がテロップになる!!

誰でもかんたん動画作成

なぜテロップ付き動画が喜ばれるのか？
パソコンのカメラ＆マイクでOK！
なるべくいい音で撮ろう！
お話が苦手な人はどうする？
スマホに動画を転送したい！
講師・相談員
SNSにアップしてみよう！
岡本 直樹

メールの始め方セミナー

【実践編】

※先に“Canvaを使ったショップカード作成セミナー
【入門編】”の受講を推奨いたします！

● 集客の仕組みを理解する
（メルマガマーケティングとは？）
● Canvaアカウントを作ろう！
● カウンセラー・コーチ・セラピストに
●どんなテンプレートや素材があるか
最適なメルマガ配信スタンドとは？
見てみよう！
●
無料ではじめられる
●サンプルを元に実際に作ってみよう！
講師・相談員
講師・相談員
メルマガマーケティング
● Canvaで使える無料素材サイトのご紹介
今泉 智樹
●
メルマガの始め方
村上
夕子
・・・など

🔴 どんなキャッチコピーや

講師・相談員

河本 真希
中小企業診断士

法則を当てはめるだけ！誰でもできる
簡単SEO対策！

🔴 タイトルとディスクリプション
🔴 SSL対応 🔴 個別対応・・・など
※受講制限あり

講師・相談員

中村 博文

NEW!

● 動画はスマホだけで作れます！
● 動画だからこそ伝わるものとは？
● スマホに入っている動画や写真を使って
実際に動画を作ってみる！
● 初心者がやりがちな「イタい」動画
※持ち物あり
講師・相談員
動画編集アプリ「キネマスター」を
あらかじめダウンロードしてご参加ください 佐々木 晋

🔴 使える名刺・使えない名刺
🔴 記憶に残るために必要なことは？
🔴 実際に名刺を作ってみよう！

創業

NEW!

福祉事業の新規参入・事業拡大を図りたい
事業者様にピッタリ！

23 ロゴマークで

ブランディングセミナー

● 参入時に気を付けること

古賀 広宣

17 プレスリリース

これで『テレビ番組・新聞』に出ました！

NEW!

成功事例大公開！セミナー

🔴 何度も取材を受ける人気店には
秘密があった！
🔴 具体的に成功したプレスリリースが
見れるのですぐに役立つ！
🔴 飲食・サービス・小売など業種毎に
採用されたプレスリリースのポイントを
ご紹介！

講師・相談員

一色 将也

24 どの補助金を活用
NEW!

したらいいかセミナー

講師・相談員

杉谷 太
社会福祉士

講師・相談員

田中 智章
中小企業診断士

IT集客

30Googleマイビジネスで
コスパ最強のWEB集客
NEW!

導線づくりセミナー

※受講対象、受講制限、持ち物あり
※2021年11月に「Googleマイビジネス」は、「Google
ビジネスプロフィール」にリニューアルされました

※各種コンサルタント業を主業とされる事業
者、本業のかたわらコンサルに準ずる業務を
請負う事業者様の、個別相談のご利用、なら
びにセミナー受講をお断りいたします。また、

● Googleマイビジネスって？
●できること
●初めに設定すること
●口コミを最大活用

● 政策誘導の福祉事業を見極める
● 参入した会社の傾向

講師・相談員

広報戦略

● 補助金と給付金の違い
● 補助金のお約束事
説明文にしたらいい？
● 活用ケースから自身の事業に
● 戦略的なネーミングの作り方
🔴 見やすいレイアウトにするコツは？
当てはめよう
● ペルソナ（理想的な客層）の作り方
● フロー図で悩まず確認。
🔴 季節やメッセージにあわせた色選び
御社に合う補助金はどれ？
※POP文字の書き方（レタリング）には対応
講師・相談員
講師・相談員
していません
●
補助金を採択させるコツ
久保田 みき ● あなたの特徴（ロゴ）の作り方
根本 和幸

広報戦略

これから始める人、
やり直したい人のための
SEOセミナー

🔴 名刺は最強の営業ツール！

売上アップに直結！

持ってもらえる！
27 Google検索されやすい&興味を
28超簡単♪スマホだけで
29 福祉事業参入セミナー
動画作成&PRセミナー
NEW!

作ろうセミナー&ワーク

補助金・助成金

広報戦略

～目立たせカラー＆レイアウトテクニック～

10 心を掴む名刺を

セミナー【パソコン編】

広報戦略

22 POPセミナー

町工場の２代目が実践する売上ＵＰにつながる
ホームページ作成♪

広報戦略

●
●
●
●
講師・相談員 ●
播磨 史朗 ●

店舗運営

NEW!

自分で作る！WIXで簡単！
ホームページ作成セミナー

● WIXってどんなツール？
無料で作成できる？
専門知識がなくても作成できる？
● まずは作ってみよう！
講師・相談員
● 編集してみよう！
● ココが大事！ ※受講対象・受講制限あり 名島 祥一

あなたの負担を軽くする 15Canvaを使った
メルマガ・ステップ
14
13 初めて人を雇うときの
16
ショップカード作成セミナー
労働保険・社会保険の
Web集客セミナー
NEW!

3

● 皆さんの事業の悩み ● 私の経験
● お客様が商品（サービス）へたどり着く
導線を考えよう！
● 自分でやることと人に任せる事を
切り分けよう！
● ITを上手に使おう！
● 新規のお客様と既存のお客様について 講師・相談員
● お客様から信頼を得るために
深川 智恵美

広報戦略

IT集客

※講師の都合や天候等によりやむを得ず変更・中止する場合があります。

その他業種によっては受講をお断りさせてい
ただく場合がございます。詳細はホームペー
講師・相談員

白岩 宏美

ジでご確認ください。

