夢を夢で終わらせず その先の未来へ

起業家交流会

キラ ジョ
シンポジウム

2018

起業して理想と現実のギャップに悩んだり、
漠然とした不安をお持ちではありませんか？
長野県や飯田市、
各金融機関が実施している施策などの情報交換や意見交換をして

11 7 水 13:30-16:30

理想と現実のギャップを改善し、
夢を実現しましょう。

男性の参加ももちろんOK！

月

会場

1

日

飯田市役所C棟3階（C311-313）

部

13:30-14:30

講演

講師

中島 恵理

要予約

部

起業の道のりにイノベーションを

講師

チーフ・キュレーター

様

【プロフィール】
平成7年 環境庁 入庁
平成23年 長野県環境部温暖化対策課長
平成26年 上智大学大学院地球環境学研究科准教授
平成27年 長野県副知事に就任
女性支援を担当

14:45-15:45

七久里農園

秋葉 芳江 様

京都市ソーシャル・イノベーション研究所 イノベーション・キュレーター
Ofﬁce SPES 代表
【プロフィール】
IT系を中心とした事業・経営戦略支援等を幅広い分野で経験後、
1998年、
自己資金を
もとに立ち上げた株式会社法人でソーシャルアントレプレナー人生を本格的に開始。
自然環境保全をビジネスの手法を使って持続可能にすることに挑戦し、
ソーシャルビ
ジネスの黎明〜普及と共に歩む。
仕組みを変えて社会を変える実績を重ね、
社会的な
事業と起業家支援に注力。
行政・企業・NPO等の連携事業創出も手掛け、
2013年より
Ofﬁce SPES 代表。
現在、
若者、
女性、
障害当事者の起業支援に力を入れる。

講演者及び南信州で起業している方とのパネルディスカッション

South-Heartのマッチング事例紹介

パネリスト

ファシリテーター

伊藤友子 様

vol.3

一般社団法人South-Heart代表理事、税理士

【プロフィール】
1976年愛知県のサラリーマン家庭に生まれる。トマト
を食べるのが好きだった。大学卒業後、トマトを直売し
ている農園へ就 職。農業法人で 働いていた夫と知り合
い結婚。トマト栽培をするために長野県飯田市へ新規就農。若さとやる気と美味
しいねと言ってもらえることと、食べれることで大変なこともあったが、楽しく
過ごした。39歳の時、体力的にも精神的にも不調で、何とかしたいと思っていた
時に、魔 法の夢ノート®に出会い、サウス ハートにも出会えた。現在は、トマト
ジュース販売、トマト野菜宅配発送、魔法の夢ノート®講師、図書館とコメリでア
ルバイトをしながら、トマトジュースの海外展開をするために商談会などに参
加。3人のこどもの母。2018年度iTQi味覚品評会にトマトジュース出品。優秀味
覚賞受賞。飯田市ふるさと納税サイトさとふるにて部門賞受賞。

森本ひとみ

【プロフィール】
税理士として首都圏の会計事務所及び外資系
監査法人に勤務したのち、2010年、飯田市に
帰郷。
「心理カウンセリングができる税理士」
として多くの経営者をサ
ポート。
2016年2月に一般社団法人South-Heartを設立、
代表理事に
就任。行政や金融機関等と連携をしながら女性の起業や社会貢献を
後押しするイベント及びセミナー等の活動を展開中。
平成29年度長野県男女共同参画推進県民会議表彰及び飯田市男女
共同参画推進事業者表彰を受賞。

［主催］

一般社団法人

South-Heart
部

15:45-16:30

「夢実現のために今 自分ができること」について意見交換

長野県や飯田市、
各金融機関などが実施している施策などの情報交換や意見交換。
各金融機関の個別相談ブースもあり、
どんなことでもお気軽にご相談いただけます。

お申込み・お問合せ
●FAXまたはメールにてお申込みください。
●お申込みは入金を確認後、
正式なお申込みとなります。
●入金後のお客様のご都合によるキャンセルの場合は返金は
致しかねます。
また、
お振込み手数料はご負担ください。

FAXの方は下記お申込み欄をご利用ください。
お
申
し
込
み
欄

1,000 円

公立大学法人 長野県立大学
ソーシャル・イノベーション創出センター

長野県副知事

3

参加費

駐車場が混み合う場合がございます。
近隣の駐車場もご利用ください。

長野県の女性の夢応援の取組について

2

限定100名

FAX

フリガナ

Mail

info@south-heart.com

TEL

0265-48-5339
ご連絡先
TEL
メール

TEL 0265-48-5339
［共催］飯田市、
飯田信用金庫、
長野県信用組合
八十二銀行
［後援］長野県、
日本政策金融公庫、
長野銀行
信濃毎日新聞社、
中日新聞社、
南信州新聞社
飯田ケーブルテレビ、
飯田エフエム放送

0265-48-5339

お名前

長野県飯田市今宮町1-44

［協力］公立学校法人 長野県立大学

事前にご入金が必要になります。
振込先

飯田信用金庫 本店営業部
（普通）0005341
一般社団法人South-Heart

女性の活躍を応援します
協賛企業一覧
地域の女性の
輝く未来を応援します

飯田市本町1丁目2番地
TEL. 0265-22-4321
20代の目覚めを取り戻す
枕と寝具なら

オーガニック&エコロジー

子育てに関わる人々やその子らに対する
相談支援を行っています
特に、
若者の自立期における不登校・
社会的ひきこもりについて
「アップルズ・ニート親の会」
の相談窓口と
なっております。
お気軽にご相談ください。

長野県飯田市上郷飯沼2234-5

特定非営利活動法人

飯田市諏訪町27
TEL. 0265-22-2014

TEL 0265-48-0688 FAX 0265-49-0511

TEL 0265-53-5980 FAX 0265-53-5983

カウンセリングみんなの会

【営業時間】
11:00-19:00
（日曜定休）

TEL.090-1828-3637

http://nanakurinouen.co.jp/

あなた自身で
あなたの心を 動かす
魔法の夢ノート®

チラシ・ポスター・ロゴ・名刺・リーフレット

Mail info@tekuteku.net

お問合せは 事務局：宮澤 まで

婚活成功率アップ講座 開催中

随時開催中

寝具の金山

〒395-0244 長野県飯田市山本2551−2

恋愛耳つぼアロマセラピー®主宰
心とカラダのカウンセラー

び.り.ーぶ

宮澤 綾

飯田市鼎一色496-7
Contact. 090-1828-3637
mimituborihure@gmail.com

https://www.facebook.com/sincere1smile/
https://ameblo.jp/smile1tomato
Mail

sincere1smile@gmail.com

Sincere Smile

Mail info@nanakurinouen.co.jp

会社案内パンフレット・顧客向けDM

別 化 選ばれる
目を惹く 他 社と差

デザインならおまかせください

Des ig n

ソレイユ

伊藤友子

下伊那郡松川町元大島2991-3

〒395-0244 長野県飯田市山本2551-2
TEL.090-9893-4448

www.minami-soleil.com

TEL.090-4057-2369

アロマでヘルシー♡エイジング

ヒーリングサロン

Flower Age
林 まゆみ
立花 尚美

飯田市上郷黒田301‐2
TEL. 090-4221‐6102

TEL. 080-3250-2738

女将

小椋 シガ子

木曽郡南木曽町吾妻4689
TEL. 0264-58-2144

長野支社 飯田中央営業所
営業所長

宮田 仁志
飯田中央営業所
〒395-0043
長野県飯田市通り町4-7

TEL. 0265-23-6857
FAX.0265-23-6842

飯田市知久町1-26
（株）海花 飯田市江戸町4-282-1
TEL. 0265-53-2139

TEL. 0265-22-2525

みなみ信州農業協同組合
山本支所

飯田市常盤町47
TEL.0265-24-2160

飯田市山本3323番地
TEL. 0265-25-2451

お肌も心も楽しく若返り

一般社団法人

サロンド・耀

South-Heart

飯田市座光寺5806
TEL. 0265-53-2971

飯田市今宮町1-44
TEL. 0265-48-5339

ご協賛いただいた皆様、ありがとうございました。

