起業を考えている方、起業して間もない方の

起業する際の様々な疑問や悩みを解消し、事業を成功に導くためのセミナーです。
新型コロナウイルス感染症対策に十分配慮し開催いたします。

入門編
8/21
(土)

定員20名

（対象：起業に関心のある方）

基調講演 （14：00～15：00）
【地方 × 起業】25歳サラリーマンが恵庭で本気起業したら1年4ヶ月で完全独立
＆ 28歳で法人化してIT社長になった話、需要ある？
講師：合同会社Do Kids Lab CEO／起業ネットワーク恵庭 代表 鷲尾 充報 氏

鷲尾 充報 氏

パネルトーク （15：10～16：00）
「起業して分かったこと、変わったこと」
【パネラー】
・株式会社縁日 代表取締役 鹿倉 大希 氏 ・Occkey films 代表 おっきー 氏
・恵庭市経済部商工労働課 ・恵庭商工会議所 ・合同会社Do Kids Lab CEO 鷲尾 充報 氏

鹿倉 大希 氏

おっきー 氏

個別相談会 （16：00～16：30）

本
8/26
(木)

編

（対象：起業を目指している方、起業して間もない方）

5日間7講座 定員20名

・「コロナ時代の創業」 ～創業前に考えるべきこと～

講座

現状を踏まえた創業の基本について学び、あわせて、企業経営にとって重要なマーケティング
など創業前に検討すべきことについて、事例を交えながら学びます。

１

講師：吉澤 慶記 氏（㈱北海道新事業創造プラザ

代表取締役）

20：30～21：30

・交流会

9/2
(木)

実際の事例を元にビジネスキャンバスを作成し、モデルを紙に落としていく作業を体験。
事業計画書の中身も説明。事業の具体化をイメージします。

２

代表取締役／小樽商科大学大学院・北海道大学大学院工学院講師／
北海道文教大学国際言語学科講師（経営財務論・経営戦略論））

芝香氏

・「知っておくべき税と会計の基本」
事業形態の選択、開業時の手続きや決算書類、消費税の取り扱い等、起業に必要な会計の基礎
知識を学びます。

３

講師：水野 秀樹 氏（水野秀樹公認会計士事務所
講座

21：00～21：30

講師：林 雄貴 氏（（公財）北海道中小企業総合支援センター

起業家（経営者）として、顧客、取引先、従業員と信頼関係を構築するコミュニケーション・人間
関係・ビジネスマナーを学びます。

講師：井島 惠子 氏（㈱ブロッサム

19：00～20：55

代表取締役／人材育成コンサルタント）

・「融資による資金調達のポイント」

講座

水野 秀樹 氏

経営支援部 経営支援グループ 係長）

・「起業家のためのコミュニケーション・マナー」

５

19：00～20：55

代表／公認会計士・税理士）

・「創業時に利用できる公的制度など」

講座

21：00～21：30

井島 惠子 氏

創業時に必要なお金を公的金融機関から確実に調達するための要点をわかりやすく解説します。

６
9/30
(木)

19：00～21：30

講師：芝 香 氏（ネクストソサエティ㈱

４
9/16
(木)

吉澤 慶記 氏

・「成功率をあげるためのビジネスプラン・考え方のデザイン化」
～ビジネスモデルキャンバスとは？～

講座

講座

9/9
(木)

19：00～20：25

講師：門馬 昌彦 氏（㈱日本政策金融公庫

札幌支店 国民生活事業 融資第三課 上席課長代理）

・「創業に向けた事業計画作成」

講座

創業計画の目的、構成、内容、様式について、事例を交えて学びます。
第2回のビジネスモデルを受けて、数値への落とし込み、見込みの立て方について考えます。

７

19：00～20：55

講師：小西 麻衣 氏（小西経営デザイン研究所 代表／中小企業診断士）
21：00～21：30

・情報提供・修了証授与

※本講座を受講されると、恵庭市起業支援事業補助金の対象要件のひとつとなります。

【入門編】 ・ 【本編】 は いずれか または どちらも 受講いただくことが可能です。
会場
申し込み・問合せ

恵庭RBパークセンタービル
恵庭リサーチ・ビジネスパーク株式会社
電話： ０１２３－３６－３１１３ FAX：０１２３－３６－３３９１
ホームページ：www.rbp.co.jp

主催：恵庭市

小西 麻衣 氏

※本講座は産業競争力強化法に基づく認定市町村における特定創業支援事業にあたります。

３階

視聴覚室

※受講無料

（恵庭市恵み野北３丁目１番１）

８月１７日（火）までに電話・ＦＡＸ・ＨＰにてお申し込みください。
※定員到達次第、期日前でも申込受付を終了させていただく場合がございます。

運営・実施：恵庭リサーチ・ビジネスパーク㈱

後援：恵庭商工会議所

講師・パネラープロフィール
入門編
【講師】
鷲尾 充報 氏 （（同）Do! Kids Lab CEO／起業ネットワーク恵庭 代表）
1992年生まれ。北海道情報専門学校システムエンジニア科卒業後、東京の大手IT企業に就職し、IT系業務を幅広く経験。幼少期のプログラミング教育の必要性を
痛感し、地元北海道での子どもプログラミングスクール開校を決意。帰郷後、株式会社リクルートへ転職すると同時に、子どもプログラミングスクール「Do! Kids
Lab」を起業。リクルートとプログラミングスクールの代表という二足の草鞋でプログラミング教育の普及に奔走する。プログラミング教育の幼小連携の一環として幼
稚園でのプログラミング授業のカリキュラムの企画、構成、指導まで一貫して提供。瞬く間にクチコミが広がり、恵庭市教育委員会からの依頼で市内小学校のプログラ
ミング授業の外部講師として授業にも参画。各学校や先生、教育委員会と強固に連携し、より効果的な授業の構成や表現、子どもたちへの授業サポートなどを行う。同
時並行していた市立図書館とのコラボや小学校学童、幼稚園等での出張プログラミングイベントを経て、当スクールへの入会者数も急増したことから、リクルートを退
職。2021年合同会社Do Kids Labとして法人化し、CEOに就任。株式会社MAIAと業務提携を行い、オンラインプログラミング教育事業「Kidsプログラミング」を
共同開講。「プログラミングで自信教育」を理念に掲げ、プログラミング教育の可能性と価値の普及啓蒙に東奔西走中。
【パネラー】
鹿倉 大希 氏 （㈱縁日 代表取締役）
埼玉県出身、恵庭市在住。大学で日本語教育と日本史を学び、2012年卒業。卒業後は中国とマレーシアに計2年間留学。タイに半年在住歴あり。
自身の留学経験から、近い将来日本に多くの外国人が旅行に来て、働き始めることを予想し、訪日外国人対象の旅行会社に入社。3カ国の海外営業を担当し転職。転
職後は、外国人に特化した人材紹介会社にて東南アジアの日本語学校の開拓を担当。2020年7月より個人事業主として開業後、2021年2月に恵庭市で株式会社縁
日を設立。外国人の人材紹介および生活サポートが主な事業。外国人向けYouTubeの撮影、企業向け研修事業（Do! Kids Lab様と共同開発）なども手掛ける。
外国人雇用管理主任者、介護福祉士実務者研修の資格を持つ。

おっきー 氏 （Occkey Films 代表）
恵庭市出身。新聞奨学生として東京の専門学校でCGを学ぶ。ゲーム制作業務を経て、航空自衛隊に入隊後、F15戦闘機の整備員として3年勤務。退役後、Apple
Japanに入社し、現在は地元北海道で介護福祉士として病院に勤める傍ら、YouTubeでの動画投稿をきっかけに、動画制作の魅力にのめり込む。
自分の動画制作スキルで人の役に立ちたいと考え、2020年Occkey filmsを設立。
現在は恵庭市を中心に一眼レフを使った高画質撮影、ドローン空撮、PV撮影など、様々な映像事業を手がけている。

本 編
吉澤 慶記 氏 （㈱北海道新事業創造プラザ 代表取締役）
桧山郡江差町生まれ。（公財）北海道中小企業総合支援センター、民間企業を経て2013年7月、北海道に起業家を増やして活性化したいという想いからインキュベー
ション会社である、㈱北海道新事業創造プラザを設立。 2003年IM（インキュベーションマネージャー）養成研修終了、09年には北海道で最初のJBIA－SeniorIM認
定を取得。16年に全国で4名の産業創造師に選出される。北海道ＩＭ連携促進会会長をはじめ、各種支援機関の専門家や公的機関の助成金の審査委員などを務める。

芝 香 氏 （ネクストソサエティ㈱ 代表取締役／小樽商科大学大学院・北海道大学大学院工学院講師／北海道文教大学国際言語学科講師（経営財務論・経営戦略
論））
小樽商科大学ビジネススクール（専門職大学院・MBA）修了。小樽商科大学大学院博士後期課程修了・博士（商学）、主に経営戦略、シェアビジネスを中心に研究。道内
大手建設コンサルタント会社勤務を経て、2006年10月、ﾈｸｽﾄｿｻｴﾃｨ合同会社を設立。Web等を用いた営業支援事業、ITを用いたBPR（業務改善・効率化）支援事業
などIT経営コンサルティング事業を展開。14年5月に組織変更を行い、合同会社から株式会社へ変更。また、小樽商科大学ビジネススクールの非常勤講師として夏期
集中講座でビジネスシミュレーションの講義を担当していたほか、若手営業マンスキルアップセミナー、戦略MGセミナー講師など、セミナー講師としても活躍。

水野 秀樹 氏 （水野秀樹公認会計士事務所 代表／公認会計士・税理士）
1968年恵庭市生まれ。90年北海道大学経済学部経営学科卒業。卒業後、大手都市銀行勤務を経て、98年公認会計士試験に合格し、大手監査法人に就職。監査部
門及びコンサルタント専門部門において、金融機関・一般事業会社に対する会計監査の他、組織再編・事業計画策定・企業再生・内部統制構築・金融機関に対する管理
支援業務等のプロジェクトに従事。2013年に独立し税理士・公認会計士事務所設立。認定経営革新等支援機関。

林 雄貴 氏 （（公財）北海道中小企業総合支援センター 経営支援部 経営支援グループ 係長）
大学進学を機に鳥取県から北海道へ。道産子歴は、今年で１９年目。地域金融機関の勤務（約10年）を経て、平成29年1月より現職（主に補助金の運営業務に従事）。
令和3年4月より北海道よろず支援拠点コーディネーター 兼 事業運営担当者となる。中小企業診断士。趣味は、スポーツ観戦。

井島 惠子 氏 （㈱ブロッサム 代表取締役／人材育成コンサルタント）
1989年から14年間、第一生命保険相互会社に勤務し新人育成と支援経営に携わる。法人開発のため、㈱MSCのビジネスマナートレーナーの養成講座受講を経て、
2年で50社以上の企業のビジネスマナー研修実施の実績をつくり評価される。その後、㈱北海道ジェイ･アール･トラベルサービスに勤務し、当時JR北海道グループ企
業で女性初の部長代理として人材派遣に携わる。2005年起業。翌年株式会社ブロッサム設立。パワフルで情の熱い講義内容とスタイルで受講生への高い影響力が特
徴。北海道、札幌市、JR北海道、ほくでん、クボタ、桑園自動車学校、緑星の里（苫小牧）等々、多数の企業研修及び行政の就業支援事業に携わり、成果を出している。
01年にはヒューマンアカデミー㈱にて「優秀講師賞」を受賞し、心理学NLPの講師としても高い評価を受けている。

門馬 昌彦 氏 （㈱日本政策金融公庫 札幌支店 国民生活事業 融資第三課 上席課長代理）
埼玉県出身。2001年、日本政策金融公庫（札幌支店）入庫。以降、複数の本支店勤務を経て、2018年より2度目の札幌支店勤務。「お客さまの声に耳を傾ける」が仕
事上のモットー。趣味は音楽を聴くこと。

小西 麻衣 氏 （小西経営デザイン研究所 代表／中小企業診断士）
大学卒業後、機械メーカー勤務。2005年中小企業診断士の資格を取得。コンサルティング会社に転職し、幅広く経営改善業務を経験した後、12年独立。13年に札
幌へ移住。専門は、事業計画策定、マーケティング、金融支援。14年から札幌市女性起業家育成事業の相談員となり創業を目指している／創業後の女性の事業相談を
受けている。趣味はランニング、アウトドア。2児の母。
切り取り線

参加を希望されるものに☑（両方でも可）

（ふりがな）

（満

氏 名

住 所
連 絡 先

〒

歳）

□ 入門編

－

ＴＥＬ

□ 本編

参加区分 （該当するものに○）
－

－

ＦＡＸ

－

経営者

－

会社員

家族従業員

メールアドレス

その他（

開業予定の事業内容、時期等をご記入ください。
事業内容

・

予定時期

年

公務員
主婦
）

月頃

