
平成30年3月17日［土］～24日［土］
創業フェスティバルとは

こんな方にオススメ！ イベントがいっぱい！

近年、増加傾向にある「創業」。働き方の一つとしても注目されている「創業」ですが、一口に創業と言っても色々な創業があります。
広島県では、広く県民の皆様に「創業」への関心や理解を深めていただくため、創業者にスポットを当て、「創業者」や「創業」を身近に感じられる機会を
提供する、創業フェスティバルを開催します。既に創業を考えられている方はもとより、「『創業』ってどんなもの？」、「『創業者』ってどんな人？」といった
ことに興味のある方などに「創業」を知ってもらう機会として、多くのイベントを開催します。どうぞお気軽に御参加ください。

広島県

趣味・特技を活かして何かを始めたいと考えている方
自分にあった働き方を考えている方
「創業」がどんなものか知りたい方
創業に興味はあっても、何から始めたらいいかわからない方
これから創業したいと思っている方 など

広島を元気にする創業者表彰
起業家トークイベント
女性向け創業体験ワークショップ
創業相談会
シニアの創業「おとなチャレンジ」交流イベント

※イベントの詳細は裏面以降を参照

イノベーション･ハブ･ひろしまCamps
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本通り イノベーション･ハブ･ひろしま

Camps

下記の項目を記載の上、FAX（082-223-2137）で送付していただくか、
広島県ホームページ（https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/70/sogyo-fes.html）または
広島県創業支援ポータルサイト「ひろしまスターターズ」（https://hiroshima-starters.com/）の
創業フェスティバル画面からお申し込みください。
なお、定員に達し次第受付を終了しますので、早めにお申し込みください。

参加希望イベント名

名　前

住　所

連絡先
TEL　（　　　　　　　）　　　　　　　　　　　ー

Email　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　@

ふりがな

〒　　　　　　－

（　　）

※下記のイベントについては、インターネット上にそれぞれ別に専用の申込み受付ページを設けていますので
　そちらからお申し込みください。

http://www.okeiko-okeiko.com/2017sogyo-f/③女性向け創業体験ワークショップ
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/ques/questionnaire.php?openid=396④Camps創業相談会

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/70/otonachallenge.html⑤「おとなチャレンジ」交流イベント

①オープニングイベント 起業家トークイベント（定員40名）／３月17日（土）
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自分に適した働き方を考えたい
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創業者に関心がある

自分の趣味や特技を活かした仕事がしたい
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創業したいと思っているが、どうしたらいいかわからない

創業準備の参考にしたい

その他
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②起業家トークイベント（定員各40名）
　福山会場／３月18日（日）
　尾道会場／３月21日（水・祝日）

※希望されるイベントの（　）内に○印を記入してください

参加目的 ※当てはまるもの全てを選択してください

広島県 商工労働局 イノベーション推進チーム
創業環境整備グループ 1082-513-3357  Fax 082-223-2137

参加
申込み

性  別 □ 男　□ 女 年  齢
歳

※各会場とも駐車場がありませんので、公共交通機関をご利用ください。



オープニングイベント
県外で活躍されている起業家によるトークイベントや創業者表彰式、起業家&表彰者によるトークセッションを行います。

1 広島会場定員40名 参加無料
（予約制）

尾道会場福山会場

福山会場

参加無料
（予約制）

平成29年度 広島県創業者表彰 表彰式 広島県知事表彰及び表彰者の事業紹介14:30-15:30

起業家＆表彰者トークセッション
起業家を交え、表彰者が起業の楽しさや失敗・苦労話、今後の抱負、
これから起業される方へのメッセージなどをお話します15:30-16:30

日 時 ３月17日（土）13：30～16：30 場 所 イノベーション・ハブ･ひろしまCamps 広島市中区紙屋町1-4-3 エフケイビル１F

起業家トークイベント
株式会社アイドマ・ホールディングス
代表取締役

三浦 陽平 氏

13:30-14:30
三次市出身。学卒後、環境系・人材系ベンチャー企業を経て、平成20年に
㈱アイドマ・ホールディングスを設立。法人間取引に特化した営業支援
サービスを手掛ける。グループには、人材開発・研修スクールの運営や海外で
オフショア開発を展開する企業がある。

お問い合わせ先 参加申込み広島県商工労働局イノベーション推進チーム
1082-513-3357

裏面の申込みフォームにより、FAXでお申し込みください
または次のページからお申し込みください
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/70/sogyo-fes.html

「おとなチャレンジ」交流イベント
社会経験豊富なシニア世代と若者の双方が、創業に向けたヒントや刺激を得るための交流イベントを開催します。

5 広島会場参加無料
（予約制）定員30名

日 時 ３月24日（土）13：00～17：00 場 所 イノベーション・ハブ･ひろしまCamps 広島市中区紙屋町1-4-3 エフケイビル１F

ゲストによる基調講演や、シニア世代による「おとなチャレンジ」での活動報告の発表、ワークショップ、交流会などを通じて、
シニア世代と若者の双方の交流を実施。なお、詳細は２月中に下記のホームページにて公開予定。

お問い合わせ先 参加申込み有限責任監査法人トーマツ広島事務所
1082-222-7050

次のページからお申し込みください
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/70/otonachallenge.html

Camps創業相談会
創業全般、創業時の融資、雇用ルールに関するご相談会を開催します。

4 広島会場相談無料
（予約制）

日 時 ３月20日（火）10：00～12：00 場 所 イノベーション・ハブ･ひろしまCamps 広島市中区紙屋町1-4-3 エフケイビル１F

▼相談機関 ■
■
■

公益財団法人ひろしま産業振興機構 ひろしま創業サポートセンター
日本政策金融公庫広島支店
広島県・今治市雇用労働相談センター

お問い合わせ先 相談申込み広島県商工労働局イノベーション推進チーム
1082-513-3353

次のページからお申し込みください
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/ques/questionnaire.php?openid=396

女性向け創業体験ワークショップ
今注目のプチ創業を“体験しながら考える”女性のための創業体験ワークショップ「わたしの創業ストーリー」を開催します。

3 広島会場参加無料
（予約制）

オリエンテーション10:30-11:00

日 時 ３月19日（月）、22日（木）、23日（金） 場 所 イノベーション・ハブ･ひろしまCamps
広島市中区紙屋町1-4-3 エフケイビル１F

自身の強み発見セミナー＆シェア会12:30-14:00

お問い合わせ先 参加申込みおけいこドットコム合同会社
1082-237-8800

次のページからお申し込みください
http://www.okeiko-okeiko.com/2017sogyo-f/

お問い合わせ先 参加申込み広島県商工労働局イノベーション推進チーム
1082-513-3357

裏面の申込みフォームにより、FAXでお申し込みください
または次のページからお申し込みください
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/70/sogyo-fes.html

起業家トークイベント
首都圏で活躍されている県内出身の起業家や地域で活躍されている起業家たちが、自身のエピソードを交えながら、｢創業｣の魅力に
ついて語り合います。

2 定員各40名

日 時 ３月18日（日）13：30～15：30 場 所 Ha-Lappa Coworking Space 福山市伏見町４-33 藤本ビル１階

株式会社地域ブランディング研究所
代表取締役

吉田 博詞 氏

▼登壇者

廿日市市出身。学卒後、企画営業や地域活性
コンサルティングを経験し、平成25年に地域ブ
ランドの創出やインバウンド事業を行う㈱地域
ブランディング研究所を設立。

株式会社オルトリズム
代表取締役

紙中 良太 氏

三原市出身。19歳で飲食店を開業後、不動産
業界での勤務を経て、平成25年に㈱オルトリズム
を設立。IT技術を活用する不動産テック事業を
展開。

福山わいん工房
代表

古川 和秋 氏

福山市出身。フランスと大阪のレストランの勤務
を経て、平成23年に飲食店を開業。平成27年に
㈱enivrantを設立し、醸造免許取得を経て、
福山わいん工房をスタート。

尾道会場

日 時 ３月21日（水・祝日）13：30～15：30 場 所 ONOMICHI SHARE 尾道市土堂２-10-24

株式会社フォルスタイル
代表取締役

平井 幸奈 氏

▼登壇者

呉市出身。東京とオーストラリアのレストランで
飲食系アルバイトを経験、個人でのカフェプロ
デュースなどを経て、大学在学中の平成26年に
㈱フォルスタイルを設立。カフェ運営などを展開。

AKATSUKI SYNDICATE株式会社
専務

宮本 篤 氏

兵庫県出身。東京での俳優活動や書籍編集を経て、
平成23年に尾道に移住。AKATSUKI SYNDICATE㈱
の前身であるUSHIO CHOCOLATLの立上げメン
バーとして、チョコレートの製造拡販を牽引。

Tea Factory Gen
代表

髙橋 玄機 氏

府中町出身。大学生の頃、お茶に目覚め京都の
お茶の老舗に就職。京都、鹿児島、奈良、長野と
お茶修業・行脚を経て、平成28年春に広島に
帰り、世羅で無農薬のお茶栽培と製造を開始。

（10：00受付開始）
10：00～14：00

創業体験ワーク11:00-12:00 県内で活躍する女性先輩創業者のリアルを体験してみよう

19日（月）
定員各10名

あなたらしいファッションを知ることを
通じて、あなたの個性を学ぼう！

rinkuri（りんくり） 代表
〔ファッションコンサルタント〕榮 静江 氏 広島パン教室toss 代表

〔料理教室運営〕高瀬 千鶴 氏

パン作りを体験しながら、
料理教室のいろはを知ろう！

22日（木）
定員各10名

グルーデコを体験しつつ、作家活動の
いろはやブランディングを知ろう！

Mayu Labo 代表
〔グルーデコ講師〕村岡 まゆみ 氏 カンポウチャRAIRA 代表

〔漢方茶ブレンダー〕カワジエミコ 氏

漢方茶を学びながら、無店舗運営とSNSの
発信ノウハウを知ろう！

23日（金）
定員各10名

ミニブーケの作成を体験しながら、
店舗運営を知ろう！

株式会社花栄 代表取締役
〔フラワーデザイナー〕大川 和恵 氏 Chiha beauty kitchen 代表

〔美容料理家〕岡本 千春 氏 

ローフードを体験しながら、テーマに焦点を
あてた情報発信ノウハウを知ろう！

① 自分の強み発見セミナー 一般社団法人職業セレクト研究所 理事 奥 貴美子 氏講師

おけいこドットコム合同会社 代表社員 湊 容子 氏ファシリテーター
自分の良さは自分では気づけないもの。自分を客観的に見つめて、活躍できるフィールドを見つけよう！

② 参加者のシェア会
ゲストが参加者のアンケートをもとに質問に答えたり、参加者同士の交流を進めるざっくばらんな交流会です。色々なことを聞いてみよう！

https://www.okeiko.co.jp/

各日定員35名
創業体験ワーク
からの参加者を
含む


