
9/5 (wed) 9/7 (fri)9/6 (thu)

対　象

講　師 ナレッジネットワーク(株)　代表取締役

[（一社）日本中小企業情報化支援協議会 代表理事]
森戸 裕一氏

時　間 １４：００～１６：００

会　場 マルチホール

共　催 福井県 後　援 福井県 IT産業団体連合会

現在、IoTをはじめとしたデジタル技術により大きな産業構造の変革が起
こっています。このような時代の変革期は、小回りの効く中小企業にとって
は大きなビジネスチャンスです。本講演会では、IoTが経営に与えるインパ
クト、IoT時代のビジネスモデルや考え方、中小企業での導入事例を取り上
げ、地域の未来を担う中小企業の進む道などについてお話しいただきます。

デジタル化するか、さもなくば死か
　～IoTで激変する中小企業のビジネスモデル～

前田 尚宏氏
講　師

前田工繊(株) 取締役
ＣＯＯ 専務執行役員

事業承継セミナー

時間 １３：３０～１６：２０ 会場 マルチホール

中小企業者
（親子でバトンタッチを考える企
業の後継者候補、現経営者の方 等）

中小企業の事業承継では９割以上を占める親族
内承継。その中でも最も多い親子間でバトンを渡
す事業承継の進め方について、実際の事例から考
えていただくセミナーです。昨今注目されている
ベンチャー型事業承継についてもご紹介します。 

対　象

アトツギ、出番です。
　～親から子へ、会社の継ぎ方・活かし方～

2

時　間会　場

篠原 さなえ氏講　師 ナレーター

声に関する専門セミナー

対　象

時　間 １４：００～１６：００

会　場 会議室AB

相手に届く声を手に入れよう
　～ナレーターを目指す人・声に悩みのある方へ～

3

中尾 豊氏
(株)PROPO 代表取締役講　師

ブログの書き方講座

対　象

時　間 １３：３０～１６：３０

会　場 システム設計室

女性限定
（福井県内にお住まいの創業５年
以内の女性）

売上につなげる記事の書き方を”しっかり”勉強
したい方向けの講座です。演習中心の内容で分か
りやすくお伝えします。自社の商品やサービスの
売上につなげるために、すでにビジネスブログに
取り組んでいる女性に。

売上につなげる
ビジネスブログの書き方勉強会

4

仙田　 忍氏(株)ルカコ 代表 

中村 朱美氏(株)minitts 代表

山内 喜代美氏(株)ドリームワークス 代表

福嶋 祐子氏ミーツ・コミュニケーション・デザイン 代表

講　師

女性創業セミナー＆交流会

対　象

時　間 １３：３０～１６：３０（交流会 １５：３０～１６：３０）

会　場 会議室ＡＢ

セミナー主催 関西女性起業家応援プロジェクト＆ネットワーク運営事務局
公益財団法人 ふくい産業支援センター

交流会主催 ふくむすび会

女性限定
（福井県内にお住まいの創業に興
味のある女性）

創業に興味のある女性や、何か新しいことにチャ
レンジしたい女性を対象に、セミナー＆交流会を
開催します。

「Meet Up☆スクエア」×
「LED関西」セミナー＆交流会

5特別講演会1

中小企業者 一 般

参加者の交流から新たな事業や活動の創出を ! IT とビジネスの「今」を体感できる1週間 !参加者の交流から新たな事業や活動の創出を ! IT とビジネスの「今」を体感できる1週間 !

※期間中には、記載のイベント以外にもセミナーや勉強会を企画予定です。詳しくはホームページをご覧ください。

すべて
のイベ

ント

参加無
料！

一 般

ナレーターやアナウンサーといった声に関する
職業のキャリアサポートを目的に、全国で活躍す
るプロのナレーター講師をお呼びしてのセミ
ナーです。業界のトレンドやキャリアについてお
話いただくほか、発声の基本知識やよい声を出す
ためのコツなど、県内ではなかなか聞くことがで
きない専門的ノウハウや練習方法について伝達
いただきます。

基調講演

竹川　 充氏承継コーディネーターコーディネーター

前田 尚宏氏前田工繊(株) 取締役
ＣＯＯ 専務執行役員
(株)西村金属
代表取締役社長

山耕(株) 代表取締役社長

パネリスト

西村 憲治氏
山田 耕一郎氏

9/4 (tue)9/4 (tue)

9/9 (sun)

VTuber ハンズオン in 福井

対　象

講　師

時　間 １０：００～１７：００ 会　場 コワーキングスペース 共　催 ふくもく会

いま大きな注目を集める「バーチャルユーチューバー（VTuber）」に関する勉強会。代表的なVTuberの事例紹介やバーチャル映像の制作方法・配信方法について
楽しく学びながら、実際にバーチャル映像を制作します。VTuberの「最初の一歩」をぜひ一緒に学びましょう。

映像制作者

Ｖtuber セミナー9

プログラミング教室 こどもパソコン
IchigoJamでゲーム作り

講　師 PCN 時　間 １４：３０～１６：００

会　場 会議室ＡＢ

BASICプログラミング専用パソコン
「IchigoJam」を使い、ゲーム作りを体
験いただきます。初めてキーボードを
触るこどもたちでも安心なメニュー
でプログラミングを楽しく学べます。

対　象 小学生（付き添い可）

プログラミング体験8
セミナー「プログラミング学習の今とこれから」
＆タブレット学習体験
2020年、小学校でのプログラミング教育が必須化に
より、学校や家庭での学習がどのように変わるのか。
教育大手の㈱学研エデュケーショナル様に解説いた
だきます。タブレット教材に実際に触れていただける
ブースもあります。

プログラミング学習セミナー7
ドローンの飛行体験＆ミニセミナー
「ドローンの魅力」

対　象

講　師

時　間 １０：００～１２：００ 会　場 マルチホール 時　間 １３：００～１４：３０ 会　場 マルチホール

当日限定の特設コースで小型ドローンを
飛ばそう！趣味のみならずビジネスの世
界でも大注目のドローンに、その手で触
れて、知ることのできるチャンスです。親
子でご参加いただけます。

親子（小学生）

ドローン体験6

さかい飛行倶楽部

9/10 (mon)

技術者

小島 琢矢氏
ＮＴＴラーニングシステムズ(株)講　師

IoT セミナー

対　象

時　間 １３：３０～１７：００

会　場 マルチホール

主　催 総務省

共　催 公益財団法人ふくい産業支援センター

中小企業者
（自社でIoTの導入を検討したいと
考えている県内中小企業の経営
者、担当者）

県内中小企業を対象に、IoTを導入するメリット
を分かりやすく解説するとともに、ワークショッ
プをとおして導入の具体的な手順や考え方を理
解します。

事例とワークショップで学ぶ！
中小企業のための
「IoT導入支援セミナー」in福井
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対　象 親子（未就学児～小学生） 一 般

講　師 山本 聡志氏(株)学研エデュケーショナル
営業部 コンテンツ事業室 営業推進課長

一 般

笠原 雄毅氏エンジニア 宮脇 俊輔氏サンカロ

あわせて受講
おすすめ！

各イベントの詳細・
お申込みは
kumando-week
特設サイトまで！

経営相談 受付中経営相談 受付中
創業など、各種経営相談を
随時受け付けております。

同時開催イベント同時開催イベント

ふくい産業支援センター
活用事例パネル展示
（エントランスホール）

9/6 （木）
合同プレス発表会
 （会議室ＡＢ、メディア関係者向け）

9/7 （金）
嶺北特別支援学校
お菓子販売会
 （エントランスホール 11:30～13：00）

http://www.fisc.jp/kumandoweek/

期間全日


