
Practice of women’s entrepreneur seminar

経営力を得る。

受講生募集

主催／山口県・公益財団法人やまぐち産業振興財団   運営／女性創業応援やまぐち株式会社　協力／一般社団法人 女性活躍委員会
業務提携／株式会社グロービス             この事業は、山口県から女性創業応援やまぐち株式会社が委託を受け運営するものです。大学の公式授業ではありません。

8 21金
10：00～15：00（ランチディスカッション含む）
9 11金金4 18金 24木 10 金9 16金 23金

問い合せ先

会  場

全8回

山口市内・オンライン受講〈オンライン会議システム Zoom〉

利用料：お子様１人500円 
定  員 30名 受講料

託 児

10,000円（税込）

経営力を得る。

Practice of women’s entrepreneur seminar

Practice of women’s entrepreneur seminar
女性のための実践的創業セミナー〈パワーズ〉

経営戦略
デジタルマーケティング

事業計画
私たちが生きていく社会

ロジカルシンキング
ビジネスモデルとプレゼンテーション

企業法務とリスクマネジメント
アカウンティング《財務諸表と会計》
デジタルトランスフォーメーション

女性創業サポート事業 実践的創業セミナー

女性創業応援やまぐち株式会社 POWERS事務局  https://wisy.co.jp/powers2020/
〒753-0087 山口県山口市米屋町２－７mirai365内  TEL 0 8 3 - 9 3 3 - 6 1 7 7

詳しくは 女性創業　パワーズ 検索

（会場参加・オンライン参加可能）

経営者・ビジネスリーダーとして必要となる能力思考力や知識を実践的に習得するセミナーを開催します。
首都圏で活躍しているビジネスリーダー及びビジネススクール（ＭＢＡ）の講師などを招き、

経営スキルやビジネススキルを短期間で身につけることができます。
また、株式会社グロービスの動画学習サービスを半年間視聴でき、理解を深める事ができます。

〈やむを得ない理由で、講義を欠席される方はEラーニング受講可能〉

起業・創業のきっかけをつかみたい
●経営について学びたい
●マーケティング・ブランディングを学びたい
●コミュニケーション能力を高めたい 社長を目指したい

●実家の家業を継承したい
●夫の事業をサポートしたい
●後継者不在の企業を応援したい

起業家としてステップアップしたい
●自分の事業を拡大したい
●個人でサロン経営等をしている
●フリーランスとして働いている グループリーダー・管理職を目指したい

●管理職に必要なスキルを学びたい
●プロジェクトリーダーを任された
●マネジメントスキルをアップしたい
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女性創業応援やまぐち株式会社 POWERS事務局  https://wisy.co.jp/powers2020/
〒753-0087 山口県山口市米屋町２－７mirai365内  TEL 0 8 3 - 9 3 3 - 6 1 7 7

■日時  8/21（金）・  9/4（金）・11（金）・18（金）・24（木） 
     10/9（金）・16（金）・23（金）・各日10：00～15：00   
　　　　

応募要項

（ア）創業予定者や新事業展開を図る女性、事業承継を契機として業態転換や新事業・
新分野への進出を図る跡継ぎ、会社の管理職等、ビジネススキルの向上を目指す者 

（イ）実施又は従事する事業の内容（コンセプト、手法の明確化等）や収益性（市場分析、
ニーズ把握等）、継続性（実施計画、資金計画、収支計画等）を具体的かつ明確に説
明することができる、次のいずれかの方

　　①創業セミナー等で作成した事業計画書（様式任意）の写しを提出
　　②経営上、実際に申請した融資申込書の写しを提出
　　③自身が手掛けたプロジェクトの企画案や構想等（様式任意）を提出
　　④その他、上記に相当すると認められること（県と協議の上、判断します）

■募集期間  ７月15日（水）10時～8月10日（月）18時
■託児利用料  お子様１人500円（長時間の為、無理のない範囲でご利用ください。）

■申込方法  公式ウェブサイト専用ページからお申し込みください
https://wisy.co.jp/powers2020/

※やむを得ない事情により、講師が変更になる場合があります。
※必ず8月14日（金）までに受講料をお支払いください。
※8月17日（月）以降はキャンセルによる払い戻しができません。

★原則として全日程参加できる方（オンライン受講可）

●午前：10時～ 12時●ランチディスカッション：12時～ 13時●午後：13時～ 15時

8 21金［１回目］ わたしたちが生きていく社会
女性が起業していく上で社会的な視点の必要性を学び、自分自身を出発点として、時
代の流れや地域の特性をビジネスに活かすことを考えていく講義です。

9 4 金［２回目］ アカウンティング《財務諸表と会計》
経営を支える三種の神器～会計、経営分析、資金繰り～
経営の結果はすべて数字に反映されます。経営者が最低限知っておくべき会計、経営
分析、資金繰りについて基礎から学ぶことで、経営についての理解を深めることができるよ
うになります。

9 24木［５回目］ デジタルマーケティング・
デジタルトランスフォーメーション

デジタルマーケティングでは、事業の成功に必要不可欠なこれからのマーケティングの理
解をはじめ、結果に繋がるＰＲ&セールスプロモーション等を学んでいきます。
デジタルトランスフォーメーションでは、第4次産業革命の到来や様 な々社会課題の解決
を踏まえ、今後Society 5.0に向けて、デジタル技術やデータを活用し、DX（デジタルトラ
ンスフォーメーション）を実現していくことを学んでいきます。

9 18金［４回目］ ロジカルシンキング
リーダーとして必要な問題解決力や説得力のある説明（プレゼン）を行う上で欠かせな
い論理的な思考方法を習得します。

9 11金［３回目］ ビジネスモデルとプレゼンテーション
新規事業のアイデア検討や仮説検証等のプロセスを通じた実現性の高いビジネスモデ
ルの作り方や効果的なプレゼンテーションを学んでいきます。

10 9 金［６回目］ 経営戦略
事業の創造や実行に繋げる戦略の立案・策定に関わるフレームワーク、分析手法などに
ついて、実例を用いて学んでいきます。ビジネスチャンスの見つけ方、事業ドメインの作り方
を学んでいきます。

10 16金［７回目］ 企業法務とリスクマネジメント
企業法務は経営上、重要な役割を担っています。経営力アップのためにも、トラブルを未
然に防ぐためにもしっかりと学ぶ必要があります。

10 23金［８回目］ 事業計画
融資や出資、補助金を受ける際に必ず必要になります。事業内容を明確にすることで、計
画した事業の進捗や経営における意思決定に役立ちます。 ビジネスモデルを事業計画
に落としながら実践的に学びます。

講座内容  〈講演・座学・ディスカッション〉 講師紹介

※定員に達した時点で締め切ります。※Webエントリー後、受講要件
　の①～④のいずれかを8月10日（月）までにメールに添付してお送
　りください。 送付先 powers@wisy.co.jp　
※受講者決定通知は、8月11日（火）に電話とメールで行います

■定員 30名（会場受講+オンライン受講）

■受講料 全講座を通じて10,000円（税込）
　　　　 ※8月１4日（金）までに、受講料をお振込みください。

この事業は、山口県から女性創業応援やまぐち株式会社が委託を受け運営するものです。大学の公式授業ではありません。

■受講対象者（受講要件）  次の（ア）及び（イ）を満たす山口県内在住の女性

公認会計士・税理士

大学卒業後、有限責任監査法人トーマツへ入所。金融インダストリーグループにて、主に銀行、証券、保
険会社の監査に従事。トーマツ退所後は、OneWorldグループにて創業支援、資金調達支援、資金繰り
指導などの業務を行う。また、スタートアップ企業の育成にも力をいれており、東京都における女性・若
者・シニア創業サポート事業の講師のほか、アクセラレーションプログラムでのメンタリング、ピッチイ
ベントへの協賛などにも精力的に関わっている。

OneWorld税理士法人　パートナー
OneWorldコンサルティング株式会社 代表取締役

大野  修平氏

銀座一丁目法律事務所にて経営弁護士を経験後、インテグラル法律事務所にて、経営弁護士として業
務を行う。企業の顧問弁護士業務を中心とした企業法務全般、遺言・相続、交通事故、離婚、建築紛争、
医療事件等を行う。日弁連高齢者会対策本部幹事・第一東京弁護士会民事介入暴力対策委員会所属。
新日本法規出版株式会社・遺産相続紛争データファイル（共著）。新日本法規出版株式会社・最新取締
役実務マニュアル（共著）。

インテグラル法律事務所　パートナー

熊谷  裕平氏
弁護士　　 東京大学法学部卒業
所属弁護士会：第一東京弁護士会

2012年より男女共同参画推進室長、2017年よりダイバーシティ推進室長。
津田塾大学 学芸学部国際関係学科を卒業後に、株式会社丸井での勤務を経て、中央大学人文学研究
科社会学専攻博士課程単位取得満期退学。2001年より山口大学経済学部専任講師として従事し、
2011年より教授となる。「地域福祉社会学」「ジェンダー論」を担当し、現在、ダイバーシティ担当 副学長
に就任、女性と仕事に関する講演を多数行っている。

国立大学法人山口大学 ダイバーシティ担当 副学長

鍋山  祥子氏
国立大学法人山口大学 経済学部 教授
一般社団法人 女性活躍委員会 理事

30代で松井証券の取締役を務め、40代で20社超の顧問実績を持つ戦略IRコンサルタント。日興証
券でNY駐在、M&A業務に従事後、松井証券で経営戦略の立案に携わり業界No.1シェアを達成。また
広報IR担当部長として年300件の記者や投資家取材に対応し、新聞やテレビに多数登場する。その
後、事業開発部長として日本初の商品を開発して特許を取得。38歳で取締役に就任し全社マネジメン
トにも携わる。その後、独立して上場企業等向けに経営戦略等のコンサルティングを実施している。著
書にMBA時代に研究した事業開発リーダーの成功法則をまとめた「論理力より創造力」がある。

渡邊将志オフィス株式会社 代表取締役

渡邊将志氏
慶應義塾大学総合政策学部卒業
早稲田大学大学院（MBA）修了

株式会社リクルート（現リクルートホールディングス）入社後、インターネットマーケティング局にてSEO・SEMを全社統括。じゃらん
netでは新マーケティング手法による全社表彰を受賞。2011年に社内新規事業制度「NewRING（現Ring）」でグランプリを受賞
後、自らゼロから事業を立ち上げた経験をベースに、一貫して新規事業開発に携わる。新規事業開発プログラム「Recruit 
Ventures」を立ち上げ、事務局長兼インキュベーションマネジャーとして風土醸成・案件募集から事業育成・人材育成までを統括。
約2000のエントリープロジェクト、約60チームの事業検証に携わり、事業開発と事業開発人材の育成を支援。一貫して新しい価値
の創造、特に再現性の高い仕組みづくりに取り組んだ経験をベースとして、2018年8月、株式会社アルファドライブ取締役に就任。

非営利型株式会社 市民エネルギーやまぐち株式会社 取締役
株式会社アルファドライブ 取締役

平尾  譲二氏
筑波大学附属駒場中高、
東京工業大学工学部建築学科卒業

早稲田大学卒業
2003年に早稲田大学を卒業後、リクルートに入社。同社のマーケティング部門、新規事業開発部門を経
て、リクルートマーケティングパートナーズ執行役員として活躍。その後、2013年にKaizen Platformを
米国で創業。現在は日米2拠点で事業を展開。企業のDXを支援する「KAIZEN DX」、Webサービスや
モバイルや動画広告などのUI/UX改善をする「KAIZEN UX」を提供。著書：「ハック思考～最短最速で
世界が変わる方法論～」 (NewsPicks Book)「90日で成果をだす DX(デジタルトランスフォーメーショ
ン)入門」（日本経済新聞出版社）

株式会社Kaizen Platform 代表取締役

須藤  憲司氏

駅ビル・商業施設のプロモーション専門の制作会社を経て、電通に入社。その後、独立、日本ファッション
スタイリスト協会でメソッド構築＆普及活動に従事。現在は、シックスアイズ・コミュニケーション・フィロ
ソフィーにてコミュニケーションを軸とするプロデュース業務および、人・物・空間に関する見た目コンサル
ティングに従事。“見た目”の印象向上や集客・売り上げ促進を図るファッションスタイリング、VMOアドバ
イス、ディスプレイコーディネート、売場コンサルティング他、プロモーション・プランニング、クリエイティ
ブ・ディレクション、広報・PR、クリエティブ・ディレクション等のコンサルティングを行う。

コミュニケーションプロデューサー
ヴィジュアルコンサルタント

熊澤  明子氏

問い合せ先


