
2018.11.07更新 

開催日 開催時間
イベント・セミナー名

（文字をクリックするとホームページに飛びます）
テーマ 担当課

11月6日（火） 14:00～16:30
滋賀県よろず支援拠点セミナー
「楽しく稼ぐ“民泊”セミナー」
～空き家・空き部屋を収益不動産に～

経営革新 よろず支援拠点

11月6日（火）
① 9:30～10:30
② 10:30～11:30
③ 11:30～12:30 の2枠

定期出張相談会 （男女共同参画センター） 経営革新 よろず支援拠点

11月7日（水）

① 9:30～10:30
② 10:45～11:45
③ 13:00～14:00
④ 14:15～15:15
⑤ 15:30～16:30 の5枠

定期出張相談会 （湖東信用金庫合）　本店 経営革新 よろず支援拠点

11月8日（木） 14:00～16:30
「税務会計セミナー」
～体系的に理解する会社経営の仕組みと会計力～
（1回目／全3回）

経営革新 創業支援課

11月13日（火）

9:30～16:30
（受付開始 9:00～）
（昼食休憩
　12:30～13:30）

よろず支援拠点共催セミナー
貿易実務講座 （初級編） in 大津

経営革新 よろず支援拠点

11月14日（水）
① 10:00～11:00
② 11:00～12:00 の2枠

定期出張相談会 （栗東市役所） 経営革新 よろず支援拠点

11月14日（水）
① 13:00～
② 15:00～

あなたの起業を成功へと導くビジネスカフェ
in 米原SOHOビジネスオフィス
「あなたのアイディアを聞かせてください」
ビジネスモデルキャンバスを使って整理しませんか？

起業・創業 創業支援課

11月14日（水）
① 13:00～14:00
② 14:15～15:15
⑤ 15:30～16:30 の3枠

定期出張相談会 （湖東信用金庫合）　石部支店 経営革新 よろず支援拠点

11月14日（水） 14:00～16:30

よろず支援拠点ミニセミナー
集客・売上アップに効果的な写真を自分で撮ってみません
か！
第2回「商品写真撮影 実践会」

経営革新 よろず支援拠点

11月16日（金）
① 13:00～
② 15:00～

あなたの起業を成功へと導くビジネスカフェ
in コラボしが21
「あなたのアイディアを聞かせてください」
ビジネスモデルキャンバスを使って整理しませんか？大津

起業・創業 創業支援課

11月19日（月）
14:30～16:00
16:00～17:30　交流会

3分間プレゼン大会in東近江 (ファブリカ村)
あなたの仕事を「ビジネスモデルキャンバス」で
整理してみよう！Part2

起業・創業 創業支援課

11月21日（水）
11:30 ～ 15:30
（最終受付14:30）

 出張相談会 in　長浜 経営革新 経営相談室
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11月21日（水）
① 10:00～11:00
② 11:00～12:00 の2枠

 定期出張相談会 （甲賀市商工会） 経営革新 よろず支援拠点

11月21日（木） 13:30～15:30 下請かけこみ寺事業　移動弁護士相談会 起業・創業 販路開拓課

11月22日（木） 14:00～16:30
「税務会計セミナー」
～体系的に理解する会社経営の仕組みと会計力～
（2回目／全3回）

経営革新 創業支援課

11月25日（日）
① 9:30～10:30
② 10:30～11:30
③ 11:30～12:30 の2枠

定期出張相談会 （男女共同参画センター） 経営革新 よろず支援拠点

11月26日（月）  13：30～16：20
今求められるマネジメントセミナー
～人材不足/災害への対応待ったなし～

経営革新 よろず支援拠点

11月27日（月）
① 13:00～
② 15:00～

あなたの起業を成功へと導くビジネスカフェ
in コラボしが21
「あなたのアイディアを聞かせてください」
ビジネスモデルキャンバスを使って整理しませんか？大津

起業・創業 創業支援課

11月28日（水）
① 13:00～
② 15:00～

あなたの起業を成功へと導くビジネスカフェ
in 米原SOHOビジネスオフィス
「あなたのアイディアを聞かせてください」
ビジネスモデルキャンバスを使って整理しませんか？

起業・創業 創業支援課

11月28日（水）
① 10:00～11:00
② 11:00～12:00 の2枠

 定期出張相談会 （長浜商工会議所） 経営革新 よろず支援拠点

11月28日（水） 13:00～17:00
 Web活用実践ワークショップ （Webマーケティング編）
 自社のWebサイトを診断してみませんか？
 ～Web活用で成功へ導く実践勉強会～

経営革新 情報企画課

11月28日（水）
講演会 13:30～15:00
交流会 15:15～16:30

 ビジネスカフェあきんどひろば
 in 文化産業交流会館

起業・創業 創業支援課
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