
❶ 3 月 9日 （水） ：女性起業家によるトークイベント&ワークショップ
　女性創業者から創業についての成功談、失敗談や、コーディネーターによる起業の可能性について
　話を聞く事で創業についてのイメ－ジを掴み、創業を身近なものとして捉えてもらう機会とします。
　　■ スピーカー 1 佐々野氏「私の創業エピソード：ベジフルフラワーアーティスト（青果を使ったアート）」
　　■ スピーカー 2 片山氏「私の創業エピソード：起業、はじめての経営、雇用、販路開拓」
　　■ 女性起業家によるパネルディスカッション
　　■ 創業の為のミニワークショップ（次回 3/13 イベントにも繋がる内容ですが、こちらだけの参加も可）
　　■ 質疑応答など

❷ 3 月 13 （日 )：セミナー &ワークショップ（講師：創業コーディネーター /コンサルタント）

　事業計画の立て方等の創業に関する必要な知識を習得、ワ－クショップによる創業の流れ等の把握、
　コンサルタントからの意識・マインドの話など、創業に挑戦しやすくなるよう後押しします。
　（※詳しくは裏面をご覧ください）

全体プログラム
※いずれかだけの参加も可能ですが、どちらも受講いただけるとより効果が実感できます　　※予定は一部変更となる場合もありますので予めご了承ください

～ 女性の創業マインドに触れる ～～ 女性の創業マインドに触れる ～
2021 年度 合志市「女性創業支援事業」女性起業家トークイベント

　合志市では、市内女性の創業希望者や創業に関心がある人を対象に、
創業支援イベントを企画・実施することで、市内での特に女性の創業
機運の醸成を図り、地域の活性化を図っていきます。
　創業して活躍している女性起業家を招いてのトークイベントや、
創業・ビジネス戦略、起業マインドを伝えるコーチ・コンサルタン
トを招いての講演やワークショップなど、一歩踏み出して創業を
実現させていく為の後押しとなるべく、開催させていただきます。

2022

3/9
[ wed ]

14:30
～
17:00

会場

ルーロ合志
マルチスペース

参加無料

対象
創業を考えている方、
創業して間もない方

申込 QR

(※) 託児あり

お問合せ　事務局：くまもと起業家ねっと
　　　　   TEL：050-5875-3089（担当：河野）　Mail：info@kigyoka.net※託児ご希望の人は月 2月 28 日（月）までにお申し込みください。

　（場所は、ルーロ合志側の「御代志市民センター 2階・講習室」となります）

Guest Speaker

チルドレンジャパン合同会社  CEO
雑貨販売

片山  和子  氏
　熊本市出身。慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジ
メント研究科在学中。大学卒業後、7年間金融機関で窓口や融
資業務を歴任、29 歳で販売も経営も知識ゼロから独立開業。独学で海外輸入のネット
通販を開始。上通り路面店、イオンモール熊本の２店舗を経営した。オリジナルブラン
ド『Ridere』( 商標登録済 ) でスマホ関連商材を展開。最近は、企業の SNS マーケティ
ングサポート等を行う。たった 5坪の店舗で認知度・売上を伸ばした秘訣、海外輸入、
起業について語る。その他活動では、ビジコン入賞、ビューティジャパン東京 2021
ファイナリスト、Singer WAKOで 2曲リリース等、様々なことに挑戦し続けている。

株式会社 Vege-fru art  CEO
ベジフルフラワーアーティスト プロフェッサー

佐々野  祐加  氏
　熊本市出身。野菜ソムリエ協会認定、ベジフルフラワー
アーティスト・プロフェッサー。野菜や果物でアート作品や
オブジェを創作する。第 6回野菜ソムリエアワードで金賞受賞。2017 年には野菜や
果物だけでできた巨大熊本城オブジェを手がけ話題を呼ぶ。その活動・活躍の幅は
年々拡大し、ニューヨークや上海に招かれてのワークショップや展示イベントの
実施、国の機関と同行してインドでの出展など、海外での実績も多数。
　熊本県内では百貨店や食品メーカーとコラボしてのイベントや商品開発、学校での
食育セミナー、九州エリアの資格取得のスクール開講など、活動の幅を広げている。

くまもと起業家ねっと 代表
創業コーディネーター /MC

河野  祐生

主催　　　  合志市

3/1
3 詳
細は

裏面
へ

(※旧西合志庁舎 )

会場では、新型コロナウイルス感染予防対策として
検温・消毒・マスク・席の間隔・換気など実施します。
皆様におかれましても何卒ご協力をお願いいたします。

※QR コードで申し込みできない方は、
    お電話かメールでお申し込みください。

女性の創業を
後押しします

悩んでる方、
まずは一歩進んで
みませんか？

参加無料！
託児もあり

主催：合志市
商工振興課



～ 創業で大切なスキルとマインド ～～ 創業で大切なスキルとマインド ～
2021 年度 合志市「女性創業支援事業」ワークショップイベント

   ・実際に創業したいけど、何からして良いか分からない…
   ・事業計画の立て方や資金面など、不安がたくさんある…
   ・好きなこと、やりたいことはあるけど起業できるのか？…
   ・家庭に入りながら、副業や自宅での起業ができれば…

この様なお悩みはありませんか？それぞれの事情で起業を
諦めてしまっていないでしょうか？…せっかくでしたら、
少しでも自分らしい人生を自分の力で目指してみませんか？

2022

3/13
[ sun ]

13:00
～
17:00

会場

ルーロ合志
マルチスペース

(※旧西合志庁舎 )

参加無料

対象
創業を考えている方、
創業して間もない方

申込 QR

(※) 託児あり

Event Lecture
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詳細
は

裏面
へ

くまもと起業家ねっと 代表
Yellow Joke LLC  CEO
創業コーディネーター

河野  祐生

　主に創業支援事業 、広告企画制作や販促・PR事業など
を行う。「楽しさと創造性を仕事に」をモットーに活動。
　2010 年より７年間、熊本の広告・デザイン・印刷会社
に勤め、その後 2017 年に独立起業。それと同時に「くま
もと起業家ねっと」の創業支援活動を開始。熊本で活躍を
する様々な起業家、経営者を招いて講演、その他にも国際
弁護士、都市圏の実業家やコンサルタント、自治体・国関
連の方などを特別講演者として招くなど、多岐に渡って企
画・コーディネートを行う。
　毎年多くの起業の相談を受け、寄り添いながらその実現
をサポートしている。2021 年度は熊本県より「令和３年度
地域づくり夢チャレンジ推進補助金」の交付決定を受けて、
「KUMAMOTO NEW SOCIETY- 熊本新社会 -」を企画・実施。

開業
手続き

事業
計画書
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商品・
サービス
開発

マーケ
ティング

ブラン
ディング

資金計画
＆
融資

会場では、新型コロナウイルス感染予防対策として
検温・消毒・マスク・席の間隔・換気など実施します。
皆様におかれましても何卒ご協力をお願いいたします。

お問合せ　事務局：くまもと起業家ねっと
　　　　   TEL：050-5875-3089（担当：河野）　Mail：info@kigyoka.net※託児ご希望の人は月 2月 28 日（月）までにお申し込みください。

　（場所は、ルーロ合志側の「御代志市民センター 2階・講習室」となります）

主催　　　  合志市 ※QR コードで申し込みできない方は、
    お電話かメールでお申し込みください。

株式会社 東京経営革新機構
取締役副社長 COO

ビジネスコンサルタント /コーチ

Suguru 氏

　東京を中心に活躍するコーチング /コンサルタ
ント。  米国スタイルを基軸に独自のコーチング手
法を用い、「幸福度向上」「多角的視点」でクライ
アント企業のコンサルティングを行う。柔軟かつ
結果へ注力し、目標達成へ導くことでクライアン
トの信頼を得ている。
　20 歳から起業し 36 歳で北米起業を果たす。
過去には福島復興支援チームリーダー就任や、
売上 80 億円規模の米国法人就任、日米でコンサ
ルティング事業と並行し、政府関係者や企業役員、
管理職のライフデザインコーチングを行う。米国
大学理事を務め、奨学金制度や、日米間の子供の
未来づくりにも着手。

❶ 3 月 9 日 （水） ：女性起業家によるトークイベント &ワークショップ
　女性創業者から創業についての成功談、失敗談や、コーディネーターによる起業の可能性について
　話を聞く事で創業についてのイメ－ジを掴み、創業を身近なものとして捉えてもらう機会とします。
　（※詳しくは裏面をご覧ください）

❷ 3 月 13 日 （日 )：セミナー &ワークショップ（講師：創業コーディネーター /コンサルタント）

　事業計画の立て方等の創業に関する必要な知識を習得、ワ－クショップによる創業の流れ等の把握、
　コンサルタントからの意識・マインドの話など、創業に挑戦しやすくなるよう後押しします。
　　■ 起業家に必要な心構え　　　　　　　　　　　　■ マーケティング・ブランディングの基礎
　　■ 創業の流れについて / 事業計画書の書き方　　　 ■ 融資・補助金について
　　■ 自分自身のビジネスプランを考えるワークショップ（グループ or 個人）
　　■ Suguru 氏 セミナー「自分の可能性を信じる” 生き抜く力” と” マインドセット”」
　　■ 質疑応答ほか、合志市より創業サポートの案内など

全体プログラム
※いずれかだけの参加も可能ですが、どちらも受講いただけるとより効果が実感できます　　※予定は一部変更となる場合もありますので予めご了承ください


