
 

 

コミュニティビジネス創造塾 
連続講座               

 受講生募集 

スケジュール 

講師   

（株）三重銀総研 専務取締役 

 三重大学大学院客員教授     伊藤 公昭 博士（学術） 

《Day１》 
平成 29年 10月 20日(Fri) 
PM6:30～8:00 ＠総合会館 8階第 3会議室 

 

《Day2》 
平成 29年 10月 27日(Fri) 
PM6:30～8:00 ＠総合会館 7階第 2研修室 

《Day3》 
平成 29年 11月 10日(Fri) 
PM6:30～8:00 ＠総合会館 7階第 2研修室 

 

《Day4》 
平成 29年 11月 24日(Fri) 
PM6:30～8:00 ＠総合会館 7階第 2研修室 

 

   詳細は裏面をご覧ください→ 

まちづくり、環境、介護、子育て支援など、地域の課題をビジネスの手法で取り組むのが 
コミュニティビジネスです。 あなたの想い、ここで実現してみませんか？ 

       

地域課題解決 
× 

ビジネス 

 

        まちを元気にするシゴト 



 

（株）三重銀総研

 

  

平成８年以来、上場企業や地域の中⼩企業を中⼼に

コンサルティングを実施。

また、皇學館大学等の地元大学で非常勤講師のほか、

三重大学大学院の客員教授を務める。

 株式会社

ティビジネス」の必要性やその意味などについて、講演

 パネルディスカッションでは、連続講座の講師を務める伊藤公昭氏をコーディネーターに迎え、

市内で実際にコミュニティビジネスに取り組む方々と共に、四日市における現状やコミュニティ

ビジネスの可能性について議論いただ

 

（座談会

あなたの想いが実現に向けて動き出す！

地域の今と未来を考える仲間と、

10⽉20⽇(⾦)

午後6:30〜8:00

10⽉27⽇(⾦)

午後6:30〜8:00

 

（株）三重銀総研

 三重大学大学院客員教授

  伊藤 公昭

平成８年以来、上場企業や地域の中⼩企業を中⼼に

コンサルティングを実施。

また、皇學館大学等の地元大学で非常勤講師のほか、

三重大学大学院の客員教授を務める。

受講生

募集

株式会社 PubliCo

ティビジネス」の必要性やその意味などについて、講演

パネルディスカッションでは、連続講座の講師を務める伊藤公昭氏をコーディネーターに迎え、

市内で実際にコミュニティビジネスに取り組む方々と共に、四日市における現状やコミュニティ

ビジネスの可能性について議論いただ

  

座談会当日の様子）

あなたの想いが実現に向けて動き出す！

地域の今と未来を考える仲間と、

日時

《Day１》

10⽉20⽇(⾦)

午後6:30〜8:00

四日市市総合会館

８階　第３会議室

《Day２》

10⽉27⽇(⾦)

午後6:30〜8:00

四日市市総合会館

７階　第２研修室

（株）三重銀総研 専務取締役

三重大学大学院客員教授

公昭 博士（学術）

平成８年以来、上場企業や地域の中⼩企業を中⼼に

コンサルティングを実施。 

また、皇學館大学等の地元大学で非常勤講師のほか、

三重大学大学院の客員教授を務める。

受講生 

募集 

PubliCo 代表取締役

ティビジネス」の必要性やその意味などについて、講演

パネルディスカッションでは、連続講座の講師を務める伊藤公昭氏をコーディネーターに迎え、

市内で実際にコミュニティビジネスに取り組む方々と共に、四日市における現状やコミュニティ

ビジネスの可能性について議論いただ

   

当日の様子） 

あなたの想いが実現に向けて動き出す！

地域の今と未来を考える仲間と、

場所

四日市市総合会館

８階　第３会議室

四日市市総合会館

７階　第２研修室

専務取締役

三重大学大学院客員教授 

博士（学術）

平成８年以来、上場企業や地域の中⼩企業を中⼼に

また、皇學館大学等の地元大学で非常勤講師のほか、

三重大学大学院の客員教授を務める。

対象となる

市内に在住、または通勤・通学する人、市内においてコミュニティ

ビジネスで地域課題解決への取り組みを⾏っている⼈や

としている

平成 29 年３⽉

コミュニティビジネス創造塾
 NPO 法⼈市⺠社会研究所

薫子氏をゲストに迎え、

え方や想いを共有し、

コミュニティビジネス創造塾
取締役 CEO ⻑浜洋⼆⽒に、各地の実例を踏まえ

ティビジネス」の必要性やその意味などについて、講演

パネルディスカッションでは、連続講座の講師を務める伊藤公昭氏をコーディネーターに迎え、

市内で実際にコミュニティビジネスに取り組む方々と共に、四日市における現状やコミュニティ

ビジネスの可能性について議論いただいた。 

 

あなたの想いが実現に向けて動き出す！

地域の今と未来を考える仲間と、

四日市市総合会館

８階　第３会議室

■コミュニティビジネス概論

■実践に向けた心構え

四日市市総合会館

７階　第２研修室

■地域課題の把握・可視化について

■事業概略の構想とマーケティング（１）

専務取締役 

博士（学術） 

平成８年以来、上場企業や地域の中⼩企業を中⼼に

また、皇學館大学等の地元大学で非常勤講師のほか、

 

となる方 

市内に在住、または通勤・通学する人、市内においてコミュニティ

ビジネスで地域課題解決への取り組みを⾏っている⼈や

している人（定員

年３⽉ 23 日開催

コミュニティビジネス創造塾
法⼈市⺠社会研究所

ゲストに迎え、市内でコミュニティビジネスに取り組む方々などが

え方や想いを共有し、これからのコミュニティビジネス

コミュニティビジネス創造塾
⻑浜洋⼆⽒に、各地の実例を踏まえ

ティビジネス」の必要性やその意味などについて、講演いただいた。

パネルディスカッションでは、連続講座の講師を務める伊藤公昭氏をコーディネーターに迎え、

市内で実際にコミュニティビジネスに取り組む方々と共に、四日市における現状やコミュニティ

あなたの想いが実現に向けて動き出す！ 

地域の今と未来を考える仲間と、地域の課題に向き合う

内　　容

■コミュニティビジネス概論

■実践に向けた心構え

■地域課題の把握・可視化について

■事業概略の構想とマーケティング（１）

平成８年以来、上場企業や地域の中⼩企業を中⼼に 

また、皇學館大学等の地元大学で非常勤講師のほか、 

市内に在住、または通勤・通学する人、市内においてコミュニティ

ビジネスで地域課題解決への取り組みを⾏っている⼈や

人（定員 30 名）

日開催 

コミュニティビジネス創造塾 座談会
法⼈市⺠社会研究所 代表理事

市内でコミュニティビジネスに取り組む方々などが

これからのコミュニティビジネス

平成 29

コミュニティビジネス創造塾 キックオフ講演会
⻑浜洋⼆⽒に、各地の実例を踏まえ

いただいた。 

パネルディスカッションでは、連続講座の講師を務める伊藤公昭氏をコーディネーターに迎え、

市内で実際にコミュニティビジネスに取り組む方々と共に、四日市における現状やコミュニティ

地域の課題に向き合う

《Day３》

11⽉10⽇(⾦)

午後6:30〜8:00

■地域課題の把握・可視化について

■事業概略の構想とマーケティング（１）

《Day３》

11⽉24⽇(⾦)

午後6:30〜8:00

市内に在住、または通勤・通学する人、市内においてコミュニティ

ビジネスで地域課題解決への取り組みを⾏っている⼈や

名） 

座談会  
代表理事 松井真理⼦⽒、

市内でコミュニティビジネスに取り組む方々などが

これからのコミュニティビジネスについて活発な議論を⾏った

申込み・問い合わ

四日市市

〒510

TEL:059

FAX:059

参加ご希望の方は、

氏名・連絡先を下記

29 年２⽉ 17 日開催

キックオフ講演会
⻑浜洋⼆⽒に、各地の実例を踏まえ、「コミュニ

パネルディスカッションでは、連続講座の講師を務める伊藤公昭氏をコーディネーターに迎え、

市内で実際にコミュニティビジネスに取り組む方々と共に、四日市における現状やコミュニティ

地域の課題に向き合う実践的な

日時

《Day３》

11⽉10⽇(⾦)

午後6:30〜8:00

四日市市総合会館

７階　第２研修室

《Day３》

11⽉24⽇(⾦)

午後6:30〜8:00

四日市市総合会館

７階　第２研修室

市内に在住、または通勤・通学する人、市内においてコミュニティ

ビジネスで地域課題解決への取り組みを⾏っている⼈や

松井真理⼦⽒、株式会社かじり

市内でコミュニティビジネスに取り組む方々などが

について活発な議論を⾏った

申込み・問い合わ

四日市市 市⺠⽂化部

510-8601 四日市市諏訪町

TEL:059-354-8179

FAX:059-354-8316

参加ご希望の方は、

氏名・連絡先を下記

日開催 

キックオフ講演会 
「コミュニ 

パネルディスカッションでは、連続講座の講師を務める伊藤公昭氏をコーディネーターに迎え、

市内で実際にコミュニティビジネスに取り組む方々と共に、四日市における現状やコミュニティ 

実践的なプランを考えてみませんか

場所

四日市市総合会館

７階　第２研修室

■事業内容の構築とマーケティング（２）

■組織作り・実⾏体制の構築

四日市市総合会館

７階　第２研修室

■事業実施に向けたプレゼンテーション

■まとめ

市内に在住、または通勤・通学する人、市内においてコミュニティ

ビジネスで地域課題解決への取り組みを⾏っている⼈や

株式会社かじり

市内でコミュニティビジネスに取り組む方々などが、地域課題に対する考

について活発な議論を⾏った

申込み・問い合わせ 

市⺠⽂化部 市⺠協働安全課

四日市市諏訪町

8179 

8316 

参加ご希望の方は、 

氏名・連絡先を下記までご連絡ください

（講演会

プランを考えてみませんか

■事業内容の構築とマーケティング（２）

■組織作り・実⾏体制の構築

■事業実施に向けたプレゼンテーション

■まとめ

市内に在住、または通勤・通学する人、市内においてコミュニティ

ビジネスで地域課題解決への取り組みを⾏っている⼈や始めよう

株式会社かじり 取締役 佐々木

地域課題に対する考

について活発な議論を⾏った。 

市⺠協働安全課

四日市市諏訪町 1-5 

までご連絡ください 

講演会当日の様子）

プランを考えてみませんか？ 

内容

■事業内容の構築とマーケティング（２）

■組織作り・実⾏体制の構築

■事業実施に向けたプレゼンテーション

市内に在住、または通勤・通学する人、市内においてコミュニティ

始めよう

佐々木

地域課題に対する考

市⺠協働安全課 

当日の様子） 

■事業内容の構築とマーケティング（２）

■事業実施に向けたプレゼンテーション


