
　　　　　平成29年９月25日現在

開催地 講 座 名 開催時期(回数) 開催場所 定員 主催機関

スタッフの育成力アップセミナー 8月2日　 14:00～17:00

SOHOプラザ シューズプラザ 起業セミ
ナー

10月21日・28日　13:00～17:00
11月11日・18日　13:00～17:00

新長田シューズプラザ 4Ｆ

SOHOプラザ　神戸ﾌｧｯｼｮﾝﾏｰﾄ　起業セ
ミナー

2月17日・24日　13:00～17:00
3月3日・10日　　13:00～17:00

神戸ファッションマート6F

仕事づくりセミナー 8月26日・9月2日・9日・16日(4回)
県立男女共同参画センター
セミナー室

30名
兵庫県立男女共同参画センター

イーブン　就業支援課
(078-360-8550)

加古川 創業塾2017
10月21日・28日　11月11日・18日
13:00～18:00(昼休憩1時間)
(全４回)

加古川商工会議所 40名
加古川商工会議所 中小企業相談室

(079-424-3355)

創業支援セミナー
1回目　8月8日　18;00～20:00
2回目　8月29日 18;00～20:00

尼崎創業支援オフィスアビーズ
尼崎創業支援オフィスアビーズ事務局

(06-6488-9501)

あまがさきﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾟﾗﾝｺﾝﾃｽﾄ実行委員会

公財)尼崎地域産業活性化機構

尼崎市商工会議所 産業部経営支援グ
ループ

(06-6411-2254)

起業塾(5回コース)
7月22日・29日
8月5日・19日・26日
10:00～17:00(昼休憩1時間)

短期集中コース(3回コース)
8月19日・26日
9月2日
10:00～17:00(昼休憩1時間)

創業セミナー 平成29年11月18日・25日(土曜日 全２回) 吉川町商工会館 20名
吉川町商工会

(0794-72-1406)

女性起業セミナー 平成29年12月5日・12日・14日(全３回)
三木市立教育センター4階中研修
室

20名
三木市中小企業サポートセンター

(0794-70-8008)

三木CCI創業塾
9月16日・23日・30日
10月7日・14日(全5回)   13:30～16:30

三木商工会館 4階大会議室 20名
三木商工会議所(三木CCI)

(0794-82-3190)

三木市起業ビジネスプラン塾
平成30年1月13日・20日・27日、2月3日・
24日
(土曜日 全5回)

サンライフ三木 2階研修室 20名
三木市中小企業サポートセンター

(0794-70-8008)

実践型創業フォローアップセミナー
9月20日・27日
10月21日
10:00～17:00

講師
中小企業診断士 細川 祐三

個別相談
各自90分

3名

三木

尼崎

加古 播磨起業塾 10月14日・21日(2回)   9:00～16:00
播磨町商工会

創業支援チーム
(079-435-1630)

創業塾
10月21日・28日
11月11日・18日・25日
全５回　10:00～17:00(昼休憩1時間)

尼崎市商工会議所会議室 30名

8月26日・9月2日・9日・16日(全4回)
13:00～18:00

芦屋市商工会館 35名
芦屋市商工会

(0797-23-2071)

神戸

高砂

明石

10月28日
11月4日・11日・18日(4回)
13:00～17:00

創業塾伊丹

創業塾2017

創業塾セミナー

播磨町商工会館 20名

あまがさきﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾟﾗﾝｺﾝﾃｽﾄ2017
ｴﾝﾄﾘｰ受付 7月3日～9月15日
最終選考　平成30年1月下旬

西宮商工会館(西宮商工会議所)

9月23日～10月21日(全５回) 明石商工会議所

西宮

芦屋

㈱日本政策金融公庫 国民生活事業
神戸創業支援センター

（078-341-5135）

㈱神戸商工貿易センター
神戸ファッションマート

営業部営業1課(078-857-8001)

 高砂商工会議所
（079-443-0500）

伊丹商工会議所
(072-775-1221)

明石商工会議所
(078-911-1331)

30名

㈱日本政策金融公庫 国民生活事業
神戸創業支援センター

（078-341-5135）

30名

西宮市
西宮商工会議所 地域振興課

(0798-33-1258)

伊丹商工会議所２Ｆ

7月26日　13:30～16:00

20名

高砂商工会議所

飲食関係業者の方へ
経営課題解決セミナーin神戸

9月13日　13:30～16:00

20名
8月19日・26日・9月2日・9日
13:00～17:00

飲食関係業者の方へ
経営課題解決セミナーin神戸

芦屋創業塾
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開催地 講 座 名 開催時期(回数) 開催場所 定員 主催機関

川西 起業支援セミナー

1コース目 7月13日・14日・21日・27日・28日

2コース目 10月12日・13日・20日・26日・27日

3コース目 1月11日・12日・19日・25日・26日

1コース目と2コース目は18:30～20時30分
3コース目のみ10:30～12:00「女性参加者限定」

川西市商工会館
川西市商工会

(072-759-8222)

一番わかりやすいはじめての経理 8月17日　19:00～21:30 加東市商工会館 

　　　※ 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）

起業家支援セミナー
10月2日・16日・23日
13:30～21:00

淡路市商工会3階 各15名
淡路市商工会

(0799-62-3066)

淡路

熱血 あわじもん創業塾
10月14日・21日・28日
11月4日・11日・18日・25日(全7回)
13:00～17:00

南あわじ市商工会 大会議室 25名
南あわじ市商工会・南あわじ市

(0799-42-4721)

㈱日本政策金融公庫 国民生活事業
神戸創業支援センター

（078-341-5135）
豊岡

豊岡創業支援塾
11月4日・11日・18日・25日
(4回)    10:00～17:00

豊岡商工会議所 会議室 30名
豊岡商工会議所
(0796-22-4456)

7月26日　13:30～15:30
9月6日　 13:30～15:30

飲食関係業者の方へ
経営課題解決セミナーin神戸

 多可町商工会館
10名
以上

10月28日
11月4日・11日・18日・25日
(5回)

20名
程度

姫路市商工会議所
姫路市商工会

(079-336-1368)

創業塾
8月31日
9月7日・14日・21日・28日
10月5日(全6回)　19:00～21:30

加東市商工会館 大会議室

福崎

創業塾多可

20名

ひめじ創業塾

子育て女性のための
おしゃべり 起業講座

9月27日・10月4日、
10月11日・10月18日（4回）
各19:00～21:00予定

多可町商工会館

加東

福崎町商工会
(0790-22-0558)

兵庫県よろず支援拠点

朝来市商工会
(079-672-2362)

西脇
西脇市茜が丘複合施設
Miraie(みらいえ) 会議室１

姫路

朝来

8月1日・8日・18日
・25日・31日(5回)
13:00～15:00

福崎町商工会館
３Ｆセミナー室

10月31日・11月2日・7日・9日・14日・16
日
(全６回)　19:00～21:00
個別フォロー日　11月21日・23日

あさご創業塾 朝来市商工会 本所

加東市商工会　創業支援室
(0795-42-0253)

にしわき創業塾
7月16日・23日・30日
8月6日・20日(5回)

女性
10名

20名
西脇商工会議所
(0795-22-3901)

姫路市立城内図書館 会議室

20名
程度
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