岩手県よろず支援拠点 令和3年度

予約制

ミニセミナーのご案内

無料

※ セミナーは各 1 時間、それぞれオンライン（Zoom）または対面形式で行います。
※ セミナー終了後、個別相談も承ります。
※ オンラインセミナーは、受付後にアドレスをお知らせいたします。
※ 対面形式のセミナーは、いわて産業振興センターで開催いたします。
※ お申し込みは先着順です。希望者多数の場合は参加をお断りすることがあります。

電話（平日9時〜17時）

お申し込みは
こちらから
IT 活用

☎ 019-631-3826

コロナ対応

定員 7 名

『小規模事業者でも活用できる IT はこれだ！
事例で知る IT 活用セミナー』

10 月 28 日（木）11:00〜

メール

yorozu@joho-iwate.or. jp
補助金

コロナ対応

『事業再構築補助金セミナー 〜高確率採択の
実績を持つ支援担当者がポイントを解説〜』

10 月 18 日（月）11:00〜

IT 活用して売上アップ、コスト削減がどのよう
にできるのかイメージが湧かない方は必見！
具体的な事例を見ながら、業務効率化する
方法、I T ツールの選定方法等をお伝えします。
講師

あと２回の申請チャンスを目前として、
再構築補助金の活用にお悩みの方。
採択の実績を持つ中小企業診断士が、
採択ポイント等をお伝えします！

岩手県よろず支援拠点
チーフコーディネーター

中村

講師

春樹

オンライン（Zoom）セミナー
マーケティング

定員 7 名

コロナ対応

『商品の選ばれる力をパワーアップする！
コピーライティングセミナー』

10 月 29 日（金）13:00〜

食品

HACCP

食品

商品開発

コロナ対応

定員 7 名

10 月 29 日（金）13:00〜

昔作った商品をそのまま販売し続けて
売上低迷していませんか？ 新商品作りに
悩んでいませんか？ お客様が欲しくなる
商品作りのポイントを丁寧にご紹介します♪
岩手県よろず支援拠点
コーディネーター

久保田 まゆみ

対面セミナー

定員 7 名

コロナ対応

2021 年 4 月完全義務化。まだ実施できて
いない、小規模事業者様の「わからない」
にお応えします。
講師

岩手県よろず支援拠点
コーディネーター

藤井

登

オンライン（Zoom）セミナー

商品は磨けばもっと光る !!
『失敗しない商品開発セミナー』

講師

敏

10 月 28 日（木）15:00〜

和也

対面セミナー

山口

『小規模事業者向け
HACCP 対応セミナー』

岩手県よろず支援拠点
コーディネーター

佐藤

岩手県よろず支援拠点
コーディネーター

オンライン（Zoom）セミナー

商品や会社の魅力がなかなか上手に
伝わらない、とお悩みの方へ
「効く言葉」の作り方について丁寧に
レクチャーいたします♪
講師

定員 7 名

金融・資金繰り

コロナ対応

定員 7 名

『ものづくり補助金、採択への道』

11 月 1 日（月）11:00〜

生産性の向上に必要な設備資金の一部を、
補助金で活用できる方法をご紹介します。

講師

岩手県よろず支援拠点
コーディネーター

千田

直樹

オンライン（Zoom）セミナー

EC サイト

定員 7 名

コロナ対応

『すぐに始められる！ EC サイト入門
〜各サービスの特徴〜』

10 月 19 日（火）13:00〜

動画活用

『ネット動画マーケティング入門
〜動画撮影、編集から配信まで〜』

自社商品をネットで販売したいけど、どの
サイトで販売して良いのか分からない。
各サイトの特徴を知って、ネット販売を
始めたい！という方へおススメです。
講師

定員 7 名

コロナ対応

11 月 16 日（火）13:00〜

自社の魅力を分かりやすくユーザーに伝えるのは動画がおススメです！
スマートフォンがあれば、プロでなくても動画は編集・投稿出来るので、
お気軽に受講下さい♪

岩手県よろず支援拠点
コーディネーター

笹平

拓

オンライン（Zoom）セミナー
Web

コロナ対応

定員 7 名

『今からでも遅くない！コロナ禍での
SNS・Google マイビジネス活用セミナー』

10 月 21 日（木）14:00〜

「Instagram」
「Facebook」を上手に運用
する為のポイントと、店舗ビジネスでは、
必須となっている「Google マイビジネス」
の活用術をご紹介。
講師

コロナ対応

人材

『社員のやる気を引き出す
人事評価制度の作り方セミナー』

① 10 月 26 日（火）15:00〜 ②11月 26 日（金）15:00〜
優秀なスタッフが辞めていく……。スタッフ
のモチベーションが低くて動いてくれない。
とお悩みの経営者様。
『頑張った分だけ評価
される』仕組み作りをしてみませんか？

岩手県よろず支援拠点
コーディネーター

渡邊

講師

陽介

オンライン（Zoom）セミナー
雇用・労務

助成金

定員 7 名

コロナ対応

『労使双方が幸福になる！人材確保のための
助成金』(キャリアアップ助成金について )

① 10 月 28 日（木）13:00〜 ②11月 25 日（木）13:00〜
キャリアアップ助成金とは非正規労働者のキャリア
アップを促進し、正社員化、処遇改善の取組を実施
した事業主に対するものです。労働者の意欲を向上
させ、企業には生産性を高め、優秀な人材を確保
する効果があります。

講師

補助金

藤澤

哲平

定員 7 名

コロナ対応

『小規模事業者持続化補助金セミナー』
① 10 月 27 日（水）10:00〜 ②11月 19 日（金）10:00〜

販路開拓に必要な費用の一部を、補助金で
活用できる方法をご紹介します。
ホームページ改修・パンフ作成・DM 送付など、
売上アップに繋げる為の前向きな投資を。
講師

裕一

オンライン（Zoom）セミナー

岩手県よろず支援拠点
コーディネーター

オンライン（Zoom）セミナー

岩手県よろず支援拠点
コーディネーター

小笠原

定員 7 名

岩手県よろず支援拠点
コーディネーター

秋田

昌彦

オンライン（Zoom）セミナー

いわて
産業振興
センター

岩手県よろず支援拠点は、国が設置した中小企業・小規模事業の

ための経営相談所。相談は何回でも無料です。貴社を担当するのは、
さまざまなビジネス分野の第一線で活躍中のエキスパートたち。
どんなお悩みでもお気軽にご相談ください。

【お問い合わせ・相談受付】

電話： 019-631-3826 FAX： 019-631-3830
メールアドレス： yorozu@joho-iwate.or.jp
ホームページ：https://iwate-yorozu.jp/

岩手県よろず支援拠点

公益財団法人いわて産業振興センター
〒020-0857 岩手県盛岡市北飯岡 2-4-26

