
P.A.2nd LEE'S 「仕事の履歴」 http://www.leeslee.com

2012年4月～2013年3月

－コンサルティング&プロデュース－

● 出版社トップのパーソナル・アシスタント

－人事（考課、採用、等）関連業務支援

－その他随時業務

● PAメンバーサポート

● PA相談（主に起業への道すじに関する相談）

● 大阪市立男女共同参画センターク レオ大阪

－クレオ北館　トータルアドバイザー

－女性起業家サロンens（えんず）企画・ナビげーション

－クレオ大阪北・起業フェスタ2012実行委員会支援

● 特定非営利活動法人　関西NGO協議会

－中期経営計画策定サポート

● 財団法人京都産業２１

－経営革新計画、研究開発等事業計画調査

● 枚方市立地域活性化支援センター

イン キュベートルーム入居審査委員

＜セミナー、研修などでのテーマ＞ ＊ 2012年4月～2013年3月

■ 6～7月 「30代女子のためのキャリア塾」（クレオ大阪南）

■ 10月 「インプット＆アウトプット“新”起業塾」（クレオ大阪北）

■ 11～ 大阪市平成24年度地域における女性リーダー養成事業　９区担当

翌3月 「地域のための小さな社会貢献」、「頑張り過ぎないしなやかリーダー術」他

■ 2月 「インプット＆アウトプット“新”起業塾・実践編」（クレオ大阪北）

－その他の活動－ ～日常のくらしの中でのパーソナル･アシスタント～

● 飛躍を目の前にした女性起業家への励まし、助言

● 世のため人のためになると思う事業所、団体、個人の活動の広報支援

● この人とこの人が出会ったら、新しい何かが生まれそうな場のアレンジメント、など



P.A.2nd LEE'S 「仕事の履歴」 http://www.leeslee.com

2011年4月～2012年3月

－コンサルティング&プロデュース－

● 出版社トップのパーソナル・アシスタント

－人事考課、採用関連

－その他随時業務

● PAメンバーサポート

● PA相談（主に起業への道すじに関する相談）

● 大阪市立男女共同参画センターク レオ大阪

－クレオ北館　トータルアドバイザー

－クレオチャレンジオフィス運営コンサルタント

－女性起業家サロンens（えんず）企画・ナビげーション

－クレオチャレンジオフィス選定委員

● 特定非営利活動法人　大阪NPOセンター

－コニュニティービジネス相談

－ソーシャルビジネス起業家コンサルティング

● 特定非営利活動法人　関西NGO協議会

－中期経営計画策定サポート

● 財団法人京都産業２１

－経営革新計画、研究開発等事業計画調査

● 京都府・京都文化ベンチャーコンペティション

－ブラッシュアップ個別相談（主に事業コンセプトについて）

● 枚方市立地域活性化支援センター

イン キュベートルーム入居審査委員

＜セミナー、研修などでのテーマ＞ ＊ 2011年4月～2012年3月

■ 5～8月 「ハードにはソフトを、営業には演出を」（京都産業２１研究部会）

■ 7月 「テーマを先取りして生きたマネジメント」（滋賀県中小企業同友会青年部）

■ 8月 「パーソナル・ブランディング」（枚方市地域活性化支援センター）

■ 9～10月 「CB・SBアドバイザー育成連続講座」（大阪NPOセンター）

■ 10月 「女性のための起業セミナー」（高槻市立男女共同参画センター）

■ 11月 「営利を非営利の垣根を超えてる新しい創業スタイル」（大阪府商工会連合会）

■ 2月 「“第二の成長”を見据えて」（SKY主催ソーシャルビジネス入門セミナー）

■ 3月 「CB/SB戦略考」（北摂こども文化協会）

－その他の活動－ ～営利を目的とせず、日常のくらしの中でのパーソナル･アシスタント～

● 飛躍を目の前にした女性起業家への励まし、助言

● 世のため人のためになると思う事業所、団体、個人の活動の広報支援

● この人とこの人が出会ったら、新しい何かが生まれそうな場のアレンジメント、など



P.A.2nd LEE'S 「仕事の履歴」 http://www.leeslee.com

2010年4月から2011年3月

'－コンサルティング&プロデュース－

● 出版社トップのパーソナル・アシスタント

－人事考課関連業務

－人材採用関連業務

－その他随時業務

● PAメンバーサポート

● PA相談（主に起業への道すじに関する相談）

● 大阪市立男女共同参画センターク レオ大阪

－クレオチャレンジオフィス運営コンサルタント

－クレオチャレンジオフィス選定委員

● 大阪NPOセンター

－コニュニティービジネス相談

－ソーシャルビジネス起業家コンサルティング

● 関西NGO協議会

-NGO1団体への広報をテーマとしたコンサルティング

● 財団法人京都産業２１

－創作活動を行う事業者へのコンサルティング

－経営革新計画、研究開発等事業計画調査

● 京都府・京都文化ベンチャーコンペティション

－ブラッシュアップ個別相談（主に事業コンセプトについて）

● 枚方市立地域活性化支援センター

イン キュベートルーム入居審査委員

＜セミナー、研修など＊ 2010年4月～2011年3月

■ 4～5月 「HOHO時代のおひとりさま起業」（東大阪市立男女共同参画センター）

■ 7月 「20代、30代女子のための自分見つめなおしセミナー～まどわされない

“わたし”のためのファーストステップ」（大阪市立男女共同参画センター南館）

■ 9月 「わたしのワーク×ライフ再考塾」（和歌山県男女共同参画センター）

■ 10月 「“個”から“己”の時代のマネジメント」（京都負総合教育センター）

■ 12月 働くカップル対象「若いうちに考える二人ならではのワーク×ライフ」

（高槻市立男女共同参画センター）

■ 1月 「“己”の時代をうけて起つ！女性のための起業セミナー）

（枚方市立地域活性化支援センター）

■ 3月 「ビジネスパーソンのAKSS～企画＆プレゼン編」（大阪NPOセンター）

－その他の活動－ ～日常のくらしの中でのパーソナル･アシスタント～

● 飛躍を目の前にした女性起業家への励まし、助言

● 世のため、人のためになると思う事業所、団体の広報支援

● 人が出会う、集う機会の創出



P.A.2nd LEE'S 「仕事の履歴」 http://www.leeslee.com

2009年4月～2010年3月

－コンサルティング&プロデュース－

●　出 版社トップのパーソナル・アシスタント

　　　－経営企画テーマに関する相談

　　　－人事考課業務支援

　　　－その他随時業務

●　PAメンバーサポート

　　　－経営倶楽部企画支援

●　大阪市立男女共同参画センターク レオ大阪　

　　－　クレオチャレンジオフィス運営コンサルタント

　　－　クレオチャレンジオフィス選定委員

●　大 阪ＮＰＯセンター　事業企画・実施・推進サポート、事業所コンサルティング

●　京都商工会議所　事業所コンサルティング

●　舞鶴商 工会議所　「まちなか再生事業・まちなか商人おうえん事業」事業所コンサルティング

●　京都府・京都文化ベンチャーコンペティション　2次審査対象個別コンサルティング

●　枚方市立地域活性化支援センター　　イン キュベートルーム入居審査委員

＜セミナー、講演等＞

■　4月　（経営戦略研究会）ゲストプレゼン『未来に歩み寄る経営～ 線と点のタイムマネジメント』

■　5月　（出羽商工会）経営戦略実践塾～混沌のさなかに明るい兆しをみつける～

■　6月　（京都商工会連合会）きょうと創業塾～変わるビジネスの概念、創造しよう自分の未来～

■　７月　（同友会青年部）研修例会ゲストプレゼン『未来を創る～若手経営者に勧める「未来年表」』

■　8月　（きらら）創業実践塾経営実践ゼミナール・「パーソナル・ブランディング」担当

■　８月、１０月　（京都産業２１）「人間力を高める会」ゲスト　『経営者のセルフマネジメント』

■　9月　（大阪NPOセンター）　テーマ『コミュニティービジネス戦略塾～はじまりは事業コンセプトから～』

■　9、10月　（福岡県商工会連合会筑後支所）経営戦略実践塾～"歴史的転機をわがものにする～

■　10､11月　（クレオ北）「プ ロ講師になろう塾vol.３」（専門職途上起業塾）＜コンセプト＞『成熟した大人の”師的”Ｌｉｆｅ』

■　10月　（京都府総合教育センター）テーマ『“新しい世界”の想像、“業”の創造』

■　10、11月　（出羽商工会）経営戦略実践塾～真価を問う、真価を発揮する～

■　10～12月　（大阪ＹＷＣＡ）『企画力トレーニング』～企画力×実践力×推進力＝プロデューサー的人が世界を拓

■　11、12月　（佐賀県商工会連合会）創業塾～時代の“明日”が見えてきた、“明日”に輝くライフをクリエイトする～

■　12月　（佐賀県商工会連合会・多久市商工会女性部研修）　『ビジネスの成否は”ワイフ”で決まる』

■　12月　（JICA大阪、関西NGO協議会「NGOワーカーのための課題解決力養成研修」ゲスト）『内と外の広報』

■　１月　（出羽商工会）　フォローアップセミナー　テーマ『真価の先に、進化』

■　２月　（佐賀県商工会連合会）　フォローアップセミナー　

－『そ の他の活動』　ー 　日常の暮らしの中で誰かのパーソナル・アシスタントであるために

●　知り合えばたがいにプラスになると思われる事業者を引き合わせる

●　世に出ようとする女性たちの後押し、励まし、ビジネスチャンスのきっかけづくり

●　孤軍奮闘するフレンチのプチレストラン『Giro』(大阪市中央区瓦町4丁目5－3 日宝西本町ビル1F）の応援　



P.A.2nd LEE'S 「仕事の履歴」 http://www.leeslee.com

2008年4月～2009年3月

－コンサルティング&プロデュース－

●　出 版社トップのパーソナル・アシスタント

　　　－業務見直し

　　　－人材採用業務アシスト

　　　－新事業企画アシスト

　　　－その他随時業務

●　PAメンバーサポート

　　　－人的ネットワーク深耕

●　造船工事会社経営者パーソナル･アシスタント

　　　－経営全般に関する相談

●　大阪市立男女共同参画センターク レオ大阪　

　　－　クレオチャレンジオフィス運営コンサルタント

　　－　クレオチャレンジオフィス選定委員

●　大 阪ＮＰＯセンター　事業企画・実施・推進サポート

●　舞鶴商 工会議所　「まちなか再生事業・まちなか商人おうえん事業」実施支援

●　京都府・京都文化ベンチャーコンペティション　2次審査対象個別コンサルティング

●　大阪YWCA　幹部・職員・会員向け研修＆コンサルティング～100周 年に向けて～（JICA委託業務）

＜セミナー、講演等＞ 　【創業塾、経営革新塾の講演基本コンセプト】"自負”（自信と誇り）ある経営を 

■　5～6月　（大 阪NPOセンター）　『NPO企画・プロモーション塾』

■　6月　（南あわじ市商工会）　 『自社の次代の姿と形、道のりを練ー若手企業家経営実践塾』

■　6～7月　（京都府商 工会連合会）　『きょうと創業塾2008』  *最終回みなさんと確認した「創業塾訓」

■　9月　（京都府商工会連合会）　『きょうと創業塾』フォローアップセミナー

■　10月　教職員対象・部長・主任企業体験講座『～学校にも"次代の潮流～"時流 "×"自流”のマネジメント』

■　9～10月　（山形・出羽商工会）　『創 業塾～一歩先ゆくセンスで創業しよう塾』

■　9～10月　（山形・出羽商工会）　『経 営革新塾～わ が社の次代を真剣に練る5日間～』

■　10～12月（クレオ北） (専門職途上起業塾）『プ ロ講師になろう塾vol.2～わたしのスタイルを創る～』 全15回

■　11月　（京都文 化 ベンチャーコンペティション）２次審査対象ブラッシュアップセミナー『プレゼンテーションの鍵』

■　12月　（山形・出羽商工会）　フォローアップ塾（創業塾、経営革新塾）

■　2009年1月　（佐賀 県商工会連合会）　平成20年度経営革新塾『次代を翔ける経営戦 略実践塾』

■　2009年1～3月　（大阪YWCA） 「企画力トレーニング 　"企画力×実践力×推進力＝プロデューサー”」

■　2009年2月　（枚方市立地域活 性化支援センタ）ー『きらら・女性起業家セミナー・起業で拓く貴女のしあわせな未来』

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～ビジネス×ライ フ　経営と暮らしを軽やかに行き来する人生～

■　2009年2月　（日本貴金属粘土協会・近畿支部）　関西PMCセミナー『ワーク× ライフ　マネジメント』

■　2009年3月　（大志の会例会・勉強会）ゲストスピーカー　『混沌の最中に感 じる明るい兆し』

■　2009年3月　（佐賀県商工会連合）女性経営者会セミナー『"成熟した大人”の経 営スタイル』

　　　　　　　　　　＊"成熟した大人”リー的解釈・・・①自分を律 する　②他人の知に敬意を払う

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　③人のためになりながら自分の成長をはかろうとする　　　

　　－『その他の活動』　ー 　日常の暮らしの中で誰かのパーソナル・アシスタントであるために

●　独立まもない女性起業家たちへの諸相談対応、励まし

●　孤軍奮闘するフレンチのプチレストラン『Giro』の応援



P.A.2nd LEE'S 「仕事の履歴」 http://www.leeslee.com

2007年4月～2008年3月

－コンサルティング&プロデュース－

●　出 版社トップのパーソナル・アシスタント

　　－　人事採用、人事考課業務サポート

　　－　新事業捕捉活動協働

　　－　その他、随時業務

●　PAメンバーサポート

　　－　経営者勉強会企画、他

●　PA相談

　　－　事業展望、コンセプトにかかわる相談

　　－　プロモーションにかかわる相談

●　大阪NPOセンター

　　－　（大阪府委託事業）平成18年度及び19年度社会起業家育成支援基盤づくり事業

　　　　「中間支援の基盤づくり事業」ソーシャル・マーケティング　ビジネスモデル開発に係る提案

　　－　センター独自プロジェクトに関する事業コンセプト開発

　　－　「志民（しみん）ファンド」助成対象団体へのコンサルティング

●　大阪産業創造館『あきない・えーど』サポーティングメンバー　 ＊2007年3月 末日で期間満了

　　－　パートナーコンサルタント経営窓口相談

　　－　オンライン、面談による各種創業、経営相談

●　大阪市立男女共同参画センター・クレオ北　チャレンジオフィス　専 門コンサルタ ント

　　－交流サロン企画運営支援

　　－個別相談

●　大阪市平成１９年度コミュニティービジネス支援モデル事業選考委員

●　大阪市中小企業対策審議会委員

●　枚方市立地域活性化支援センターイン キュベートルーム入居審査委員

●　大阪府中小 企業支援センターアドバイザー派遣業務

　　－　女性起業家の事業コンセプトデザイン、長期展望への助言

　　－　女性起業予定者の事業構想・事業計画への助言

●　（財）京都産業 ２１

　　－経営革新計画調査

　　－プロモ倶楽部企画運営支援

●　京都商工会議所

　　－　経営革新塾受講企業個別相談

●　京都府・京都文化ベンチャーコンペティション

　　－　京都文化ベンチャーコンペティション選考企業個別相談

　　－　同　最終選考会参加企業対象ブラッシュアップセミナー（「プレゼンテーションの決め手」）

●　京都府商工会連合会

　　－　創業塾受講者フォローアップ個別相談

●　大阪府商店街等活性化プロジェクト事業-商店街指導

　　－鳳本通商店街内　エステ＆メイク店

　　－鶴見橋四番街商店街組合

＜セミナー、講演等＞　【創業塾、経営革新塾の基本テーマ】「”時流”×”自 流”の事業企画」

　　　　　　　　　　　　　　＜講演基本コンセプト＞　ビジネスのテーマは"暮らし”に向いている、スタイルには哲学が要る

■　5月　田渕会計事務所・たぶち経営倶楽部第一回勉強会・ 「時流を読む、自社を計る」

■　7月　京都府商工会連合会「きょうと創業塾」～夢を実現するための階段を自分で 登る～

■　9月－10月　兵庫県和田山町「経営革新塾」～立派で魅力的な経営者が未来を拓 く～

■　9月　京都能率協会経営指導員研修「CB（コミュニ ティー･ビジネス）支援」

■　9月　田渕会計事務所・たぶち経営倶楽部第2回勉強会・ 「経営は結局、タイムマネジメント」

■　9月　スペースここから「起業セミナー＆コンペ」～夢を広げて地に足つけて～

■　10月－12月　大阪市立男女共同参画センター・クレオ北「プ ロ講師になろう塾～習う側から教える立場へ～」

■　10月－11月　山形県商工会連合会「創業 塾～創業で変わるあなたの未来図～」

■　11月19日　京都商工会議所中 小企業相談センター「経営革新塾」第4回目前半担当

■　12月　北大阪商工会議所「女 性起業家セミナー」～次代が味方－起業で輝く貴女のライフステージ－

■　12月ー08年2月　大阪市立男女共同参画センター・クレオ北「経 営セミナー」

■　2008年1月22日担当・関西四大学連携・地域貢献型社会起業家養成プログラム・NPOマネジメント論

■　2008年2月　大阪経済大学中小企業・経営研究所「グ ロバリゼーションと地域」研究会ゲストスピーカー

　　　　　　　　　　テーマ「これからの社会起業家・女性起業家」

　　　－『その他の活動』　－　＊対価を得るためでなく、日常の中におくパーソナル・アシ スタントの役割

・　大阪NPOセンター　ファンドに関する検討会メンバー

・　適職探しをする若い知人の相談、助言

・　新しい飛躍をめざす友人（工芸作家）への情報提供、マッチング

・　その他、孤軍奮闘するプチ・レストラン 『Ｇｉｒｏ』のクチコミ



P.A.2nd LEE'S 「仕事の履歴」 http://www.leeslee.com

2006年4月～2007年3月

－コンサルティング&プロデュース－

●　出版社トップのパーソナル・アシスタント

  －　経営戦略企画サポート

　－　新企画ビジネス・マッチング

　－　人事採用、考課業務サポート

●　PAメンバーサポート

●　大阪ＮＰＯセンター

　－　社会起業家フェスティバル in Osaka パネルディスカッション　コーディネーター

　－　（大阪府委託事業）平成18年度社会起業家支援事業メンバー

　－　大阪市コミュニティービジネス支援事モデル事業所コンサルティング

●　大阪産業創造館『あきない・えーど』（大阪市中小企業支援セン ター）サポーティングメンバー

　－　パートナーコンサルタント　経営窓口相談

　－　オンライン、面談による各種創業・経営相談

　－　専門家派遣事業

●　大阪市コミュニティービジネスモデル事業委員

●　大阪市中小企業対策審議会委員

●　京都府経営革新計画調査

●　滋賀県商工会連合会

　－　五個荘商工会個別相談会

　－　おうみ創業塾OBフォローアップ相談会

＜セミナー、講演等＞　【創業塾、経営革新塾の講演基本コンセプト】　"狎れ”に慣れない経営！

■　６月１０日～７月８日　　山 形県商工会連合会　「女性創業塾」

■　６月１１日～７月９日　　山形県商工会 連合会　「創業塾」

■　７月４日～７月２５日　　滋賀県日野町商工会　「経営革新塾」

■　７月２６日～２００７年２月　　（財）京都産業２１　「プロモ倶楽部」

■　１０月１２日～１１月３０日　　下 呂商工会「入門・経営革新塾」

■　９月６日～　９月１５日　　滋賀県産業支援プラザ　『立派な経営者になろう塾』　

　　　　　　　　　　　＊立派とは、「正々堂々として、技量に優れた」ということ。

　　　　　　　　　　　　"正々堂々”というのは、姑息な手段を用いないということ

■　９月２７日　　寝屋川市立産業振興センター・にぎわい創造館「女性起業家セミナー」～女の時代”は本物！～

■　９月２３日～１２月９日　　滋賀商工 会連合会　「おうみ創業塾２００６」

■　９月２４日～１０月２９日　　京 都府商工会連合会　「きょうと創業塾（女性向け）」

■　９月２７日～１０月２５日　　あきない・えーど　「経営クリニック」

■　１１月５日～１１月２６日　　大阪府商工会連合会　「経営革新塾」

■　１１月２５日、１２月２日　　北大阪商工会議所　「女性起業家セミナー2006」～女性の勢いはとまらない～

■　２００７年２月９日、２３日　クレオ北　女性のための経営セミ ナー

-『その他の活動』-

○　2006年4月、春のせいか、”縁をつなぐ”役目を強く感じ、互いは面識のない知己どうしの会う機会をつくる

○　仕事でもプライベートでも、出会いはすべて自分の人生の一コマ。これまでにもまして、その縁をつなぐことを意識

○　その他、仕事をはなれての知人、友人の相談ごとに対応



P.A.2nd LEE'S 「仕事の履歴」 http://www.leeslee.com

2005年4月～2006年3月

－コンサルティング&プロデュース－

●　出版社トップのパーソナル・アシスタント

  －　人事新制度の導入推進サポート　

  －　人材採用業務支援、その他

●　創業予定者のパーソナル・アシスタント

　－　事業アイデアの構築、コンセプト・メイク、等

●　大阪ＮＰＯセンター・大阪市ＮＰＯのためのコンサルタント派遣事業

　－　教育関係NPOの事業運営管理に関するコンサルティング（前年からの継続）

　－　女性の元気を支援するNPOの事業企画に関するコンサルティング（前年からの継続）

　－　介護支援、まちづくり支援NPOの事業企画に関するコンサルティング

　－　創作活動を通じた自己表現支援NPOの事業企画に関するコンサルティング

●　大阪産業創造館『あきない・えーど』（大阪市中小企業支援センター）サポーティングメンバー

　－　オンライン、面談による各種創業・経営相談

●　京都府経営革新計画調査

　－　輸入雑貨店、機械メーカー、通信会社、農産物会社等

●　シニアアドバイザー事業

　－　事業展開に関する相談業務に助言

＜セミナー、講演等＞　【創業塾、経営革新塾の講演コンセプト】戦略を知らずして、会社の明日を語るなかれ

■　5月、6月、7月（３地域）SRIエデュケーションDTS研修会

■　7月11日　大阪産業創造館創業ステップアップセミナー　＜講演コンセプト＞　創業は自らプロデュースするもの

■　7月27日～福井商工 会連合会平成17年度第二創業塾『キレのある会社をつくり上げる～戦略と実践の第二創業塾』

■　8 月20日～京都府商工会連合会創業塾（宿泊型）

■　8月31日～大阪NPOセンター事業企画セミナー　<講演コンセプト＞　経営の原理原則は営利、非営利をとわない

■　9月3日～滋賀県商工会連合会　地域振 興課　「おうみ創業塾２００５」

■　9月5日～京都府商工会連合会第二創業塾

■　9月16日～大阪府商工会連合会第二創業（青年）塾

■　10 日1日～岡山県商工会連合会瀬戸内市商工会「入門経営革新セミナー」

■　10 月1日～和歌山県男女共生社会推進センター「わたしには夢がある塾」

■　11月19日、26日　北大阪商工会議所女性起業家セミナー『未来の貴女からの リクエスト』

■　12月6日　大阪府商工会連合会　創業・経営革新支援セミナー　創業支援講座『創 業が拓くライフステージ』

■　2006年1月21日（土）～2月25日　龍谷大学ＲＥＣ　 ＢＩＺ-NET「中小企業経営革新講座2006」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜講演コンセプト＞経営者の知性と感 性が会社の未来を拓く

-『その他の活動』-

○　大阪NPOセンター・社会起業家育成支援事業の側面支援

○　その他、仕事をはなれての知人、友人の相談ごとに対応



P.A.2nd LEE'S 「仕事の履歴」 http://www.leeslee.com

2004年～2005年3月

－コンサルティング&プロデュース－

●　出版社トップのパーソナル・アシスタント

  －　人事新制度の導入推進サポート　

  －　経営方針内容策定、方針発表会プロデュース

　－　人材採用業務支援、その他

●　造船工事会社経営者パーソナル・アシスタント

　－　後継者問題に関する相談・助言     

●　大阪ＮＰＯセンター・大阪市ＮＰＯのためのコンサルタント派遣事業（２００５年２月末まで継続）

　－　教育関係NPOの事業運営管理に関するコンサルティング

　－　女性の元気を支援するNPOの事業企画に関するコンサルティング

●　大阪産業創造館『あきない・えーど』（大阪市中小企業支援センター）サポーティングメンバー

　－　オンライン、面談による各種創業相談

●　京都府経営革新計画調査

　－　出版社、仏壇仏具メーカー、食品メーカー等

＜セ ミナー等＞　【創業塾、第２創業塾、経営革新塾の講演コンセプト】経営の原理原則をおさえる

■久御山町商工会･宇治商工会議所･城陽商工会 議所主催・第二創業・経営革新セミナー（12月１2日久御山）

■滋賀県野洲町商工会第２ 創業セミナー　　（10月13-12月8日　野洲にて）

■大阪府商工会連合会「第2創業＜青年＞ 塾」　（10月22日－11月26日　熊取にて）

■京都府中小企業同友会講演「顧客満足を高めるために」　（11月17日　 京都新都ホテルにて）

■京都府商工会連合会（中 部）第2創業セミナー　（10月9,16,23,30日 園部にて）

■雇用能力開発大阪NPOセンター受託講座「NPO起業・就業科」（9/8　なんば）

　○テーマ：『NPOの事業戦略－営利との戦略的連携のすすめ』　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜講演 コンセプト＞　営利と非営利の垣根は限りなく小さくなっている

■ 京都府商工会連合会　創業塾・ステップアップ（8月に京都市内と峰山で）

■住友ゴム代理店研修 『マーケティング』（4月、三田で）

■龍谷REC『経営革新講座 2004』

　○日時：2004年2月21日（土）－3月6日（土）　計4回

　○場所：龍谷大学　深草学舎　

　○主催：龍谷大学REC　＊京都府中小企 業総合センター共催、（財）京都産業２１・京都産学公連携機関

■商業・サービス業＆物 流業のための『顧客開発セミナー』　＜講演コンセプト＞

　　　　　○日時：平成16年2月18日（水）　午後1時30分－3時30分

　○場所：ホテルルビノ京都堀川　

　○主催：京都府中小企業団体中央会

■「けいはんな」で創 業・経営革新支援セミナー

　○日時：平成16年1月31日（土）　午後1時30分－4時30分

　　　　　　　　　　　　2月1日（日）　午前10時－12時、午後1時－4時

　○場所：木津町商工会館　研修室　　＊定員：40名

　○主催：（財） 京都産業２１けいはんな支所　詳細は同ページへ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜講演コンセプト＞　"戦略”の戦は自分との戦い！

-『その他の活動』-

　○　リーズサロン会員のKさんが主催した落語会の運営ボランティ ア

　○　昨年スポーツニッポン（8月25日）「転職で天職」コーナーに紹介された方々とのパーティー開催支援

　○　リクルート社が発行する仕事と資格の２００５年１月号に診断士の部でインタービュー記事掲載

　○　その他もろもろの相談・助言


