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さまざまな社会的課題に対して、ビジネスの手法で

解決するお手伝いをしています。

7/23（水）相談会（サロン）

date: 2014.07.23 開催

株式会社ウエダ本社さんのオフィスをお借りして実施しました。

SBサロンでは、SBに関する疑問やビジネスプランを相談できる場、
ディスカッションできる場を提供しています。本年度初めての開催です。

SBサロンの冒頭、本事業の実行委員長である大室先生のお話がありました。
大室先生からSBについて、そして気軽にSBを学ぶことが出来るサロンの必要性をお話頂きました。

まず、参加者の皆さんから自己紹介と現在の取り組みの紹介。
その後、3社の方に、より詳細なプレゼンテーションをして頂き、
 3社の取り組みや課題について、参加者の皆さんでグループを作り、ディスカッションをしました。
各グループでは、既にSB事業を実践されている方からのアドバイス、
また何か一緒にコラボレーションできないかといった提案、
また消費者・ユーザー目線からの意見等、非常に活発なディスカッションとなりました。

また、本年度は、本事業の委員の方にもご参加頂いております。
 SB事業を実践されている方、金融機関の方、会計士の方等、
専門家ならではのアドバイスを参加者の皆様で共有して頂きました。

本年度はあと2回の開催を計画しており、皆様のご参加をお待ちしています。

イベント名 相談会（サロン）

内容 SB実践者やSBに興味がある人が気軽に集まり事業の相談を出来るサロン

講師 京都産業大学経営学部 准教授 大室 悦賀氏

告知・イベント報告など 最新情報

新しいホームページが出来まし
た。

『これからの消費や暮らしを考え
るイベント』を募集します。

10/20（火）井上英之アドバイ
ザーによる勉強会

9/17（木）,18（金） 社会（化）
見学（宿泊）

8/31（月）社会（化）見学のご案
内 ＜パタゴニア日本支社＞
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参加予定の実行委員

株式会社カスタネット 代表取締役社長 植木 力氏 
株式会社 Hibana     代表取締役社長 松田 直子氏 
京都信用金庫 企業成長推進部部長 真下 隆三氏    
槙下公認会計士事務所 槙下 伸一郎氏         
京都府 商工労働観光部地域力ビジネス課
課長・ソーシャルビジネスセンター長 長友 弘子氏

※京都試作センター株式会社 常務取締役 坂口 俊一氏はご都合が悪くなり、残念ながら
ご欠席されることになりました。

対象
中小企業経営者、新規事業開発担当者、
ソーシャルビジネス事業者やソーシャルビジネスに興味がある方

開催日時 7月23日（水） 18:00～20:00

会場

株式会社ウエダ本社 Jimukino-Ueda bldg. 地下1階
（京都市下京区五条高倉角堺町21番地）

地図：SB相談会（サロン）会場地図

参加費 500円

定員 15名（要事前申込み、先着順）

お申し込み期限 7月18日(金） ※定員を超える場合は先着順とさせていただきます。

お申し込み方法 終了いたしました。ありがとうございました。

その他 参加日当日には、お考えのSBに関するアイデアやプランをご持参ください。

告知・イベント報告など一覧へ
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〒600-8813 京都市下京区中堂寺南町134番地
 TEL : 075-315-3625 (代) / FAX : 075-315-3614

ホーム / 京都市におけるソーシャルビジネスの取組 / イベント情報 / 告知・イベント報告など /
運営事業者・お問い合わせ / リンク集 / プライバシーポリシー
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