
　　　　　平成28年７月29日現在

開催地 講 座 名 開催時期(回数) 開催場所 定員 ]]

 (公財)ひょうご産業活性化センター
　　　（078-230-8149）

http://web.hyogo-iic.ne.jp

KCCI創業塾　18期(相談会有) 6月18日～7月9日(4回) 40名

KCCI創業塾　実践編(セミナ－＋相談
会)

9月～H29年2月(6回) 各回40名

http://www.kobe-cci.or.jp/

 (公財)神戸市産業振興財団

http://www.kobe-ipc.or.jp/

5月14日～6月11日（5回）  新長田・シューズプラザ4F 15名
 ㈱神戸商工貿易センター
 神戸ファッションマート
　　　（078-857-8102）

H29年1月～2月（5回 期日未
定）

 六甲アイランド・
 神戸ファッションマート6F

15名 http://www.kfm.or.jp/

仕事づくりセミナー
8月27日～9月17日（毎週土曜4
回）

30名

在宅ワークチャレンジ基礎セミナー 5月27日・11月29日（2回） 40名

営業準備セミナー
6月10日・17日　12月13日・20
日
3月10日・17日

20名 http://www.hyogo-even.jp/

棉棉 8月～9月（5回） 30名

創業塾 11月～12月（5回） 40名

経営革新塾 11月（1回） 20名 http://www.amacci.or.jp/

 (公財)尼崎地域産業活性化機構
　　　（06-6488-9501）

http://www.ama-in.or.jp/

創業塾(オーダーメイド型)  ひょうご産業活性化センター ―

 神戸市産業振興センター

 兵庫県立男女共同参画センター

随時個別受付(予約制)

11月～12月  神戸市産業振興センター

SOHOプラザ/起業セミナー

KOBE創業塾（ビジネス最前線編）

尼崎

神戸

第11期尼崎経営塾 5月21日～12月18日（12回）  尼崎市中小企業センター

 神戸商工会議所
 　経営支援センター
　　　（078-367-2010）

 尼崎商工会議所

30名

 兵庫県立男女共同参画センター
　　　（078-360-8550）

 尼崎商工会議所（06-6411-2254）

12名

http://www.n-cci.or.jp/

 芦屋市商工会（0797-23-2071）

http://ashiya-net.or.jp/

 伊丹市立産業・情報センター
　　　（072-773-5007）

http://www.meditam.org/

 伊丹商工会議所（072-775-1221）

http://www.itami.jp

創業プレセミナー 6月18日（1回） 50名

創業セミナー2016
7月16日～8月6日（各土曜日4
回）

50名

7月8日～7月29日（5回） 10名

10月7日～10月28日（5回） 10名

経営革新塾 6月7日～7月5日（5回） 20名 http://www.e-kawanishi.com/

 三田市商工会（079-563-4455）

http://www.sanda.or.jp/

 明石商工会議所（078-911-1331）

http://www.akashi-cci.or.jp/

起業セミナー（入門） 未定（1回） 30名
 (一財)明石市産業振興財団
　　　（078-936-7917）

起業セミナー（実践） 10月以降（4回） 20名 http://www.aicc.or.jp

西宮

創業塾  明石商工会議所

明石

30名

 宝塚商工会議所会議室

7月3日～8月7日（6回）

宝塚

 伊丹商工会議所
（伊丹商工プラザ）

伊丹

11月5日～11月19日（全3回予
定）

芦屋

「創業塾」

起業支援セミナー

 西宮商工会議所

 川西市商工会（072-759-8222）

http://www.takarazuka-cci.or.jp

 西宮市
 西宮商工会議所（0798-33-1131）

 川西市商工会館

 伊丹商工プラザ

 芦屋市商工会

 宝塚商工会議所（0797-83-2211）

30名

 三田市商工会館

 明石市立産業交流センター

三田

川西
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 加古川商工会議所（079-424-3355）

http://www.kakogawa-cci.or.jp

 稲美町商工会（079-492-0200）

http://www.inami.or.jp/

 高砂商工会議所（079-443-0500）

http://www.takasago-cci.or.jp/

三木CCI創業ビジネスプラン塾 8月～9月頃（5回予定）  三木商工会館 ４F大会議室 20名
 三木商工会議所（0794-82-3190）
 http://www.mikicci.or.jp/

三木市　女性起業セミナー 8月予定(全3回)  三木市立教育センター
 三木市中小企業サポートセンター
　0794-70-8008

女性起業相談会 8月・9月予定(全2回)  サンライフ三木
 三木市中小企業サポートセンター
　0794-70-8008

(仮)けんしん創業・第2創業セミナー 11月～12月予定(土曜全4回)  未定
 兵庫県信用組合 三木支店
（0794-82-9204）

三木市起業ビジネスプラン塾
H29年1月～2月予定（土曜全5
回）

 未定
 三木市中小企業サポートセンター
　0794-70-8008

週末起業相談会
毎月第2土曜日
午前9時～正午
午後1時～4時30分

 サンライフ三木 2階 要予約
 三木市中小企業サポートセンター
　0794-70-8008

 吉川町商工会（0794-72-1406）

http://www.shoko.yokawa.hyogo.j
p/

 加西商工会議所（0790-42-0416）

http://www.kasaicci.or.jp/

創業塾 8月1日～2月28日（2回） 20名

創業者のためのIT活用セミナー 6月1日～12月31日（2回） 20名

経営革新セミナー 10月1日～10月31日（1回） 20名 http://www.katosci.or.jp/

創業セミナー（仮） 9月～11月（5回）
 市川町商工会及び神崎町商工
会

20名  市川町商工会（0790-26-0099）

経営革新セミナー（仮） 7月～11月（3回）
 市川町商工会及び神河町商工
会

20名 http://www.ichikawa-hyogo.jp/

創業塾 9月28日～10月26日（4回） 15名  多可町商工会（0795-32-2161）

三木

創業塾

「創業セミナー」

 稲美町商工会館

9月～12月に開催予定

加東

 高砂商工会議所

市川

吉川

加西  加西商工会議所

30名

6月18日・25日
7月2日・9日

 吉川町商工会館 研修室

7月30日～8月27日（4回）高砂

 加東市商工会（0795-42-0253）
 加東市商工会

加古川

稲美

20名

創業塾 9月28日～10月26日（4回） 15名  多可町商工会（0795-32-2161）

新事業チャレンジ塾 7月28日（1回） 20名 http://www.taka-cho.jp/

 養父市商工会（0796-62-7127）

http://www.yabusci.or.jp/

7月2日～7月30日（5回） 30名  姫路商工会議所（079-223-6558）

9月24日～10月22日（5回） 30名 http://www.himeji-cci.or.jp/

創業塾
11月5日・12日・19日・26日
12月3日

姫路市立城内図書館 会議室 20名  姫路商工会（079-336-1368）

http://himeji-shoko.jp/

 相生商工会議所（0791-22-1234）

http://www.aioicci.jp/

 赤穂商工会議所（0791-43-2727）

http://www2.memenet.or.jp/ako-
cci/

 福崎町商工会（0790-22-0568）

http://www.fukusaki.or.jp/

 龍野商工会議所（0791-63-4141）

http://www.tatsuno.or.jp/

 宍粟市商工会（0790-62-2365）

http://www.shiso.ne.jp/

創業支援塾 6月4日～7月2日（5回） 20名  豊岡商工会議所（0796-22-4456）

http://www2.nkansai.ne.jp/storkc
ci/

創業塾 12月4日・12月11日（2回） 15名  豊岡市商工会（0796-42-4751）

経営革新塾 ７月16日・７月17日（2回） 20名 http://www.ingnet.jp/

8月～9月（5回）  福崎町商工会

養父

福崎

たつの

9月3日・9月10日・9月17日
・9月24日・10月1日（5回）創業塾  宍粟防災センター4階研修室 20名

多可

創業・第二創業セミナー（仮称）

宍粟

創業塾

創業セミナー

相生

姫路

 多可町商工会館

 相生商工会議所

 豊岡商工会議所 会議室

10名

 豊岡市商工会

豊岡

たつの創業塾 9月初旬～10月初旬  龍野経済交流センター

赤穂

12名

6月～9月（6回）  養父市商工会

 姫路商工会議所
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たんば起業塾2016 6月12日～7月10日（5回）  丹波市商工会 春日支所 20名  丹波市商工会（0795-82-3476）

経営革新塾 未定  丹波市商工会 本所 http://www.tanba.or.jp/

篠山創業塾 7月2日～7月23日（4回）  篠山商工会館 10名  篠山商工会

http://scic.tanba-sasayama.com/

 淡路市商工会（0799-62-3066）

http://www.sci-awaji.jp

 洲本商工会議所（0799-22-2571）

http://www.sumoto-cci.org/

にしわき創業塾 8月21日～9月18日（5回） 20名  西脇商工会議所（0795-22-3901）

http://www.hesocci.or.jp/

創業支援 8月3日～10月2日（全6回） 10～20名  上郡町商工会（0791-52-3710）

事業承継 11月2日～11月30日（全3回） 10～20名 http://www.kamigori.or.jp/

　　　※ 詳細は各主催機関にお問い合わせ下さい。 （上記予定は、今後変更になる場合があります）

洲本

上郡  上郡町商工会館

西脇 西脇市茜が丘複合施設みらいえ

淡路

丹波

篠山
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