News Release
2022 年 6 月 22 日

埼玉県北部エリア創業起業セミナー
「エリアコミュニティで起業しよう！」を開催します
埼玉縣信用金庫（本店：熊谷市 理事長：池田 啓一）は、創業支援および埼玉県北部エリアにお
けるまちづくり支援を目的に、2022 年 7 月 24 日～10 月 29 日まで全 5 回、座学と拠点見学を組
み合わせた実践的なセミナー「エリアコミュニティで起業しよう！」を開催いたします。
創業起業についての座学に加え、エリアコ
ミュニティ*として地域の賑わい創出に向
け動き出している熊谷・本庄・行田・羽生の
各エリアや、先進事例である栃木県宇都宮市
「もみじ通り」の見学を実施し、創業の支援
および各エリアにおけるまちづくり支援に
つなげてまいります。
＊エリアコミュニティ
一定のエリア内での創業・起業により、地域
の事業者同士のつながりを生み、まちづくり
や賑わいの創出を目指すコミュニティ
写真（左上）❶108 ocha stand/熊谷 （右上）❷本庄デパートメント/本庄

セミナーの概要
日

程

（左下）❸牧禎舎/行田

（右下）❹ MD

Library/羽生

❶7/24（日） 熊谷

見学：シェアカフェエイエイオー、108 ocha stand、太原堂

❷8/21（日） 本庄

見学：本庄デパートメント

❸9/11（日） 行田

見学：牧禎舎

❹10/2（日） 羽生

見学：MD

Library

❺10/29（土） 宇都宮 見学：「もみじ通り」のエリアコミュニティ
対

象

創業を検討している方、創業に向け具体的な一歩を踏み出したい方、
エリアコミュニティに興味のある方

など

受 講 料

5,000 円（税込）＊全 5 回の合計額

申込方法

こちらからお申し込みください ⇒

主

催

埼玉縣信用金庫

共

催

公益財団法人埼玉県産業振興公社(創業・ベンチャー支援センター埼玉)、コトラボ合同会社

後

援

埼玉県、熊谷市、行田市、本庄市、羽生市、熊谷商工会議所、行田商工会議所、

https://bit.ly/3a7ddoC

南河原商工会、本庄商工会議所、羽生市商工会、日本政策金融公庫
＊詳細は、添付のチラシをご参照ください。

本件のお問合せ
埼玉縣信用金庫 地域創生部：高亀、森、平原 総合企画部：吉田
電話：０４８－５２６－１１１１

URL：https://www.saishin.co.jp
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108 ocha stand ほか ＠熊谷 (見学日 7/24)

本庄デパートメント＠本庄 (見学日 8/21)

創業起業セミナー&
～ 県北のエリアコミュニティを見に行こう ～
起業を考える時、事業や店構えを考えることはもちろん大切で
すが、どこで起業するかもとても大事な視点であると思います。
今回設定した 4 つのエリアでは、動き出しそうなエリア、面白く
なりそうなエリアをピックアップしています。
牧禎舎＠行田 (見学日 9/11)

■ 会期・日程：

2022 年7月〜10月

SUN

9/ 11 行田

Day5

Day4

会場

Day3

8/ 21 本庄

会場

7/ 24 熊谷

Day2

会場

SUN

13:00〜17:00

会場

Day1

各日

SUN

SUN

10/ 2 羽生

SAT

10/ 29サイトビジット

栃木県宇都宮市の
エリアコミュニティを見学
MD Library＠羽生 (見学日 10/2)

（各会場の詳細は裏面をご覧ください。）

■定

20〜30名
料： 5,000円 (税込)

員：

■受 講

※全5回の合計額です。初回に全額お支払いください。

■申込方法： こちらのフォームからお申し込みください。

https://bit.ly/3a7ddoC

お申込みフォーム

■お問合せ： 埼玉縣信用金庫 地域創生部

TEL.０４８-５２６-６９０２

主催：

後援： 埼玉県

熊谷市

行田市

本庄市

共催： 公益財団法人埼玉県産業振興公社
（創業・ベンチャー支援センター埼玉） コトラボ合同会社
羽生市

熊谷商工会議所 行田商工会議所・南河原商工会 本庄商工会議所 羽生市商工会

日本政策金融公庫

この事業は日本財団「わがまち基金」の助成事業です。
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エリアコミュニティ
で起業しよう!

玉

～創業起業セミナー&県北のエリアコミュニティを見に行こう～

起業

を考える時、事業や店構えを考えることはもちろん大切ですが、どこで起業するかもとても大事な視点であると思います。
人通りが多いとか駐車しやすいなどの立地環境もさることながら、
面白い人やお店が集まりつつあるエリアなのか、
店主同
士で協力し合いながら地域を盛り上げようとしているエリアなのか、子育てしながら起業しやすいコミュニティなど、起業

しようとしているエリアにどのようなコミュニティがあるか、
長く事業を行っていく上でも、
とても大事な視点ではないでしょうか ?
今回設定した 4 つのエリアでは、地域のプレイヤーが小商いをスタートし、エリアコミュニティを創り出し、その先には地域に新たな経済
や生態系を創り出し賑わいを生み出したいと動いている、
言わば、
動き出しそうなエリア、
面白くなりそうなエリアをピックアップしています。

■各当日のスケジュール
13:00〜15:00

起業に向けたテクニックセミナー

15:00〜17:00

地域プレイヤー拠点の見学+街歩き

17:00〜

交流会

員 ： 20〜30 名
■定
■受 講 料 ： 5,000 円(税込)

※全5回の合計額です。初回に全額お支払いください。

■申込方法 ： ht tp s: //bit .ly /3a7ddoC
上記URLまたは二次元コードより
お申込みください。

1〜4 日目までは座学と地域プレイヤー拠点の見学 + 街歩きをセットとして
下記のようなスケジュールで講座を行い、回ごとに開催場所が異なります。

Day

1

7/ 24

(日)

熊谷

会場：さいしん熊谷本町ビル ３階会議室（熊谷市本町１丁目１３０-１）

起業のための第一歩 ビジネスプランを考えよう !
講師 : 池田 史子氏 ( 創ベ開業アドバイザー / 中小企業診断士 )
見学拠点 : シェアカフェエイエイオー +108 ocha stand+ 太原堂

シェアカフェ☆エイエイオー

Day

3

108 ocha stand

9/ 11 (日) 行田

Web マーケティングの基礎
ホームページ/SNS を活用しよう!

10/ 29

2

8/ 21 (日) 本庄

会場：本庄レンガ倉庫 ２階多目的ホール ( 本庄市銀座１−５−16 )

マーケティングの基礎
ビジネス戦略を考えよう !
講師 : 森 尚子氏 ( 創ベ女性創業支援アドバイザー / 中小企業診断士 )
見学拠点 : 本庄デパートメント (https://honjo-department.com)

Day

4

10/ 2 (日) 羽生

会場：埼玉縣信用金庫羽生支店 ２階会議室 (羽生市中央２−２−２４)

経理の基礎
起業に必要なお金と人材の知識を学ぼう！

講師 : 今井 房子氏 ( 創ベ開業アドバイザー / IT 会社経営者 )
見学拠点 : 牧禎舎 (http://makitei.blog90.fc2.com)

5

Day

太原堂

会場：埼玉縣信用金庫行田支店 ２階会議室 ( 行田市行田５−１３)

Day

※「創べ」は「創業・ベンチャー支援センター埼玉」の略称です。

(土)

講師 : 古賀 雄子氏 ( 創べ開業アドバイザー / 税理士 / 中小企業診断士 )
見学拠点：MD Library (https://malldesign.jp)

栃木県宇都宮市の
エリアコミュニティ

サイトビジット

栃木県宇都宮市もみじ通りにおけるエリアコミュニティを見学／ビルススタジオ塩田氏を訪問

もみじ通り

