
 

資料提供(投げ込み) 令和元年８月１日（木） 

場所 津市政記者室 

事 務 担 当 課 

所   属 職・氏 名 

商工観光部 経営支援課 

（電話０５９－２３６－３３５５） 

経営支援課長 

永田 和幸 

 
経営戦略セミナーの開催及び参加者の募集について 

 

社会情勢の変化の激しい中、自社の企業経営を素早く認識し、話題になってい

ることや経営者として広い見識を持っていただくことが求められています。 

そこで、時代に即し時代に求められているテーマにおいて、経営者自らが新事

業への活動を行い、環境変化に適応し、経営体質の強化を図っていただける事へ

の一助とさせていただくために新規事業として経営戦略セミナーを開催します。 

 

                 記 

１ 内容等 

 ⑴ 日時 令和元年８月２７日（火）１５：００～１７：００ 

会場 津市ビジネスサポートセンター（津市あのつ台４－６－１） 

   演題 「中小企業のＢＣＰ（事業継続計画）について」 

   講師 中小機構中部本部 中小企業支援アドバイザー 熊澤 大五 

   主催 津市・中小機構中部本部中小企業大学校瀬戸校 

   共催 津商工会議所・津北商工会・津市商工会・㈱津サイエンスプラザ 

 

 ⑵ 日時 令和元年１０月３日（木）１５：００～１７：００ 

   会場 津商工会館 ５階大会議室 （津市丸之内２９－１４） 

   演題 「中小ものづくり企業が取り組むＩｏＴ」 

   講師 中小機構中部本部  中小企業支援アドバイザー 道家 睦明 

   主催 津市・中小機構中部本部中小企業大学校瀬戸校 

   共催 津商工会議所・津北商工会・津市商工会 

 

 ⑶ 日時 令和元年１０月９日（水）１５：００～１７：００ 

   会場 津市ビジネスサポートセンター（津市あのつ台４－６－１） 

   演題 「ヨーロッパ経済の最新情報、ＥＵ市場参入のヒント」 

   講師 日本貿易振興機構（ジェトロ）海外調査部 欧州ロシア CIS課 

      課長代理 上田 暁子 

   主催 津市 

   共催 日本貿易振興機構（ジェトロ）三重貿易情報センター・ 

      津商工会議所・津北商工会・津市商工会・ ㈱津サイエンスプラザ 

 

 



 ⑷ 日時 令和元年１０月３１日（木）１５：００～１７：００ 

   会場 津市ビジネスサポートセンター（津市あのつ台４－６－１） 

   演題 「展示会出展での見せ方、商品の魅力の伝え方」 

   講師 中小機構中部本部 実務支援アドバイザー 佐治 秀保 

   主催 津市・中小機構中部本部中小企業大学校瀬戸校 

   共催 津商工会議所・津北商工会・津市商工会・ ㈱津サイエンスプラザ 

 

 ⑸ 日時 令和２年３月５日（木）１５：００～１７：３０ 

   会場 津市ビジネスサポートセンター（津市あのつ台４－６－１） 

   演題 「事業承継について」 

   講師 中小機構中部本部 事業承継コーディネーター 水野 輝彦 

   演題 「補助金等支援施策の上手な使い方」 

   講師 津市ビジネスサポートセンター ビジネスコーディネーター 

      髙垣 和郎 

   主催 津市・ 中小機構中部本部中小企業大学校瀬戸校 

   共催 津商工会議所・津北商工会・津市商工会・ ㈱津サイエンスプラザ 

 

 ⑹ 日時 令和２年３月２４日（火）１５：００～１７：００ 

   会場 アスト津４階 橋北公民館研修室Ａ（津市羽所町７００） 

   演題 「下町ロケット」に学ぶ、中小企業の知財戦略・事業戦略 

   講師 弁護士法人内田・鮫島法律事務所 弁護士 鮫島 正洋 

   主催 津市 

   共催 津商工会議所・津北商工会・津市商工会 

 

２ 申し込み 

  各回の７日前までにお申し込みください。電話またはファクス、Ｅメールで応募

用紙を経営支援課（電話：０５９－２３６－３３５５、ファクス：０５９－２３６－３

３５６、Ｅメール：229-3360＠city.tsu.lg.jp）へ 

※ 応募用紙は、津市ビジネスサポートセンターのホームページからダウンロード 

できます。 

 



経営戦略セミナー
経営戦略を明確に 組織的な事業展開へ

令和元年８月２７日（火）15:00～17:00
会場 津市ビジネスサポートセンター（津市あのつ台４－６－１）

◆「中小企業のＢＣＰ（事業継続計画）について」中小企業大学校津セミナー

中小機構中部本部 中小企業支援アドバイザー 熊澤 大五
主催 津市・中小機構中部本部中小企業大学校瀬戸校
共催 津商工会議所・津北商工会・津市商工会・㈱津サイエンスプラザ

令和元年１０月３日（木） 15:00～17:00
会場 津商工会館 ５階大会議室 （津市丸之内２９－１４）

◆「中小ものづくり企業が取り組むＩｏＴ」中小企業大学校津セミナー

中小機構中部本部 中小企業支援アドバイザー 道家 睦明
主催 津市・中小機構中部本部中小企業大学校瀬戸校
共催 津商工会議所・津北商工会・津市商工会

令和元年１０月９日（水） 15:00～17:00
会場 津市ビジネスサポートセンター（津市あのつ台４－６－１）

◆「ヨーロッパ経済の最新情報、ＥＵ市場参入のヒント」
日本貿易振興機構（ジェトロ）海外調査部 欧州ロシアCIS課 課長代理 上田 暁子
主催 津市、共催 日本貿易振興機構（ジェトロ）三重貿易情報センター・津商工会議所・津北商工会・津市商工会・

㈱津サイエンスプラザ

令和元年１０月３１日（木）15:00～17:00
会場 津市ビジネスサポートセンター（津市あのつ台４－６－１）
◆「展示会出展での見せ方、商品の魅力の伝え方」中小企業大学校津セミナー

中小機構中部本部 実務支援アドバイザー 佐治 秀保
主催 津市・中小機構中部本部中小企業大学校瀬戸校
共催 津商工会議所・津北商工会・津市商工会・ ㈱津サイエンスプラザ

令和２年３月５日（木） 15:00～17:30
会場 津市ビジネスサポートセンター（津市あのつ台４－６－１）

◆「事業承継について」中小企業大学校津セミナー

中小機構中部本部 事業承継コーディネーター 水野 輝彦

◆「補助金等支援施策の上手な使い方」
津市ビジネスサポートセンター ビジネスコーディネーター 髙垣 和郎
主催 津市・ 中小機構中部本部中小企業大学校瀬戸校
共催 津商工会議所・津北商工会・津市商工会・ ㈱津サイエンスプラザ

令和２年３月２４日（火） 15:00～17:00
会場 アスト津４階 橋北公民館研修室Ａ（津市羽所町７００）

◆「下町ロケット」に学ぶ、中小企業の知財戦略・事業戦略
弁護士法人内田・鮫島法律事務所 弁護士 鮫島 正洋
主催 津市、共催 津商工会議所・津北商工会・津市商工会

参加
無料

申込期限 各回の７日前までにお申し込みください。

申し込み
問合わせ

津市ビジネスサポートセンター 経営支援課
〒514-0131 津市あのつ台四丁目６番地１ あのつピア１階
TEL：059-236-3355 FAX：059-236-3356 E-mail：229-3360@city.tsu.lg.jp

津市ビジネスサポート
センターＨＰからも

詳細を確認できます！

第４回

第２回

第３回

第５回

第１回

第６回

定 員 各回 ２０人程度

＊内容などについて変更になる場合があります。警報発令など、荒天の場合は中止になる場合がありますので、予めご了承ください。

津市の企業経営者や経営企画に関わる方など対 象



※ご記入いただいた情報は、本セミナーの実施目的及び今後の情報提供以外には利用しません。
※個人情報は、津市個人情報保護条例に基づき、適切に取り扱います。

参加申込書
津市ビジネスサポートセンター 経営支援課 行

FAX：059-236-3356
E-mail：229-3360@city.tsu.lg.jp

※送付状不要

《お申込み・お問合せ》
津市ビジネスサポートセンター 経営支援課
TEL：059-236-3355 FAX：059-236-3356
E-mail：229-3360@city.tsu.lg.jp

経営戦略セミナー 参加申込の□欄へ チェック☑して下さい

チ
ェ
ッ
ク
☑

し
て
下
さ
い

□ 第１回 令和元年８月２７日（火）１５：００～１７：００
会場 津市ビジネスサポートセンター （津市あのつ台４－６－１）
◆「中小企業のＢＣＰ（事業継続計画）について」

□ 第２回 令和元年１０月３日（木） １５：００～１７：００
会場 津商工会館５階大会議室 （津市丸之内２９－１４）
◆「中小ものづくり企業が取り組むＩＯＴ」

□ 第３回 令和元年１０月９日（水） １５：００～１７：００
会場 津市ビジネスサポートセンター （津市あのつ台４－６－１）
◆「ヨーロッパ経済の最新情報、ＥＵ市場参入のヒント」

□ 第４回 令和元年１０月３１日（木）１５：００～１７：００
会場 津市ビジネスサポートセンター （津市あのつ台４－６－１）
◆「展示会出展での見せ方、商品の魅力の伝え方」

□ 第５回 令和２年３月５日（木） １５：００～１７：３０
会場 津市ビジネスサポートセンター （津市あのつ台４－６－１）
◆「事業承継について」
◆「補助金等支援施策の上手な使い方」

□ 第６回 令和２年３月２４日（火） １５：００～１７：００
会場 アスト津４階 橋北公民館研修室Ａ （津市羽所町７００）
◆「下町ロケット」に学ぶ、中小企業の知財戦略・事業戦略
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