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業者である株式会社ライトアップによる無料相談を受ける
ことができます。
　詳細は右記QRコードまたは下記URLよりご覧ください。
　https://www.city.bunkyo.lg.jp/sangyo/
chushokigyo/hojyokin-kensaku.html
■お問い合わせ
　文京区 経済課 産業振興係
　TEL：（5803）1173　FAX：（5803）1936 

PayPayで文京区の商店街を元気に！
「最大30％戻ってくるキャンペーン」を実施します

●実施期間
　令和４年11月16日（水曜日）から令和５年１月10日（火
曜日）まで
※  実施期間内においても、予定額に達し次第、終了予定です。
●PayPayポイント付与率と付与上限
・決済額の最大30％
・期間合計の付与上限額：20,000円相当
●対象店舗
　小規模店舗及び個人商店で、区内の
PayPay加盟店のうち、本キャンペー
ンに参加している店舗。対象店舗は、
店頭ポスターでご確認いただけるほ
か、キャンペーン期間中はPayPayア
プリでも確認できます。
※  第１弾と異なり、大型店等は対象と
なりません。

●対象となる支払方法
　PayPayアプリを使用し、対象店舗で「PayPay残高」
「PayPayカード（旧Yahoo！JAPANカード含む）」また
は「PayPayあと払い」のいずれかで支払いした場合が対
象になります。
※ PayPayカード（旧Yahoo！JAPANカード含む）以外
のクレジットカードを登録し、決済した場合は対象とな
りません。
●対象者
　どなたでも
※  事前にPayPayアプリをインストールし、利用したい金額
分のチャージを済ませる等、PayPayによる支払を利用

できる環境を整えていただく必要があります。PayPay
アプリの登録や使用方法については、以下のHPをご確認
いただくか、PayPayカスタマーサポート窓口までご連
絡ください。

「PayPayをはじめよう！」
　https://paypay.ne.jp/guide/start/
　PayPayカスタマーサポート窓口： 0120-990-634 

（24時間受付）
●ポイント付与の流れ

詳細はキャンペーン特設サイト 
（https://www.city.bunkyo.lg.jp/sangyo/
syoutengai/paypay.html）をご覧ください。

●お問い合わせ先
■PayPayの登録や使い方に関する問合せ先
　PayPayカスタマーサポート窓口
　0120-990-634（24時間受付）
■キャンペーンに関する問合せ先 
　文京区キャンペーン事務局
　090-7442-6784（平日10時～17時）

　文京区をはじめ、国や東京都等では様々な中小企業向け
の補助制度を実施しておりますが、どの制度が活用できる
のか分かりにくいというお声もいただきます。
　この補助金検索システムでは、簡単なチェックで自社の
ニーズにあった補助金等を簡単に検索することができます。
　問合せのあった事業者に対しては、文京区中小企業支援
員による訪問相談（無料）を実施します。
　また、検索された補助金等に関しては、システム運営事

区内中小企業向け「補助金検索システム」をご利用ください！

　文京区商店街連合会では、商店街の活性化及び区内商店の販売促進を支援するため、対象店舗においてスマートフォ
ンによる決済サービス「PayPay（PayPay残高等）」で支払うと、利用額の最大 30％のPayPayポイントを利用者
に付与するキャンペーンを実施します。

▲第２弾ポスター
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　文京区では、区内中小企業の人材確保に関する取組を支援するため、中小企業ダイバーシティ人材採用促進事業を実施し
ています。ぜひ積極的にご活用ください。

① 区内中小企業向けに、セミナーや採用支援を通じて、多様な地域人材を採用・活用できるノウハウを提供します。
② 区内中小企業に就職を希望する就職氷河期世代、女性、大学（※）のリカレント教育課程受講者から求職者を集め、セ
ミナーやインターンシップ等を通じて、区内中小企業への就業意欲を醸成し、企業とのマッチング支援を行います。

　※再就職支援のためのリカレント教育課程を有する日本女子大学及び明治大学

（中小企業ダイバーシティ人材採用促進事業）

区内中小企業における求人を募集しています！

事 業 概 要
事業内容 【１．中小企業採用戦略セミナー】※zoomによるオンデマンド配信のため随時視聴可

　（総論編）：最近の採用環境に合った成果の出る採用活動とは
　（各論編）：求める人材が採用できる採用活動とは
【２．マッチング支援】区内中小企業へ就職を希望する求職者と企業とのマッチング支援
 　（求職者） ⑴就職氷河期世代、⑵女性（年齢制限なし）、⑶リカレント教育課程受講者
　※求職者に対しては別途、セミナーを実施
【３．インターンシップ】希望する求職者を対象にインターンシップ又は職場見学を実施

対　　象 人材の採用を希望する区内中小企業
定　　員 30～50社程度
問 合 せ パーソルテンプスタッフ㈱　☎03（6838）9145（受付時間：平日9：00～18：00）

bunkyo@os.tempstaff.jp

新 春 特 別 講 演 会
「どうなる？2023年 日本・世界経済動向」
　世界的な景気減速の可能性、コロナショック、ロシア・ウクライナ情勢等、世界の経済
情勢はますます不透明になりつつあります。一方、日本も円安や物価上昇等、経済的に大
きな課題を抱えています。そのような中で2023年はどのような年になるのか？新聞・雑
誌等、多方面で活躍されているエコノミストの熊野英生氏にご講演いただきます。
　申込方法等詳細は、区報ぶんきょう12月10日号でお知らせします。

　　　　　 令和５年２月20日（月）14時～15時 30分
会　場 　  Zoomリアルタイム開催
参加費 　無料
定 員 　  100名（申込順）
講 師 　  熊野　英生氏（株式会社第一生命経済研究所　経済調査部首席エコノミスト）

日　時

【申込・問合せ先】ハローワーク飯田橋　事業所第二部門　TEL：03‒3812‒8609 32#

文
ふ み

の京
みやこ

若年者向け就職面接会のご案内
　39歳以下の就職希望者を対象に、複数の企業の出展による合同就職面接会を開催します。
　就職活動をされている方、人材の採用を希望される企業を募集いたします。
　多くの企業のご参加をお待ちしております！
　　　　　 令和５年１月30日（月）
　　　　　 午後０時40分～午後４時（予定）　 

（受付：午後０時15分～午後３時）

会　場 　  文京シビックセンター 2F 小ホール 
（文京区春日1-16-21）

対　象 　  39 歳以下の就職希望者・人材の採用を希望
する文京区内企業等

参加費 　就職希望者、参加企業ともに無料

日　時 定　員 　 参加企業：８社程度 
※就職希望者については定員の設定はあり
ません。

内 容 　  ①参加企業より事業活動の紹介・企業PR 
②参加企業の個別ブースによる面接会

申込方法 　 参加方法については、12月初旬にハロー
ワーク飯田橋ホームページに公開します。

▶ ハローワーク
　飯田橋HP
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　区内事業所を対象とした「働き方改革セミナー」と「専門家（社会保険労務士）による個別相談」を実施しています。い
ずれも無料ですので、是非この機会にご活用ください！

●社会保険労務士による個別相談（無料）
　セミナーにご参加いただいた事業者様を対象に、働き方改革の進め方や日頃から気になっている労務管理上の疑問点、課
題等に対してアドバイス支援を行います。実施方法は、オンライン又は事業所へのご訪問のいずれでも可能です。

日　程
（毎月第１・第３木曜日） セミナーテーマ 講　師

（令和４年12月開催分）
12月１日・15日
各回13時～14時

高齢者の雇用継続を進めるために
～同一労働同一賃金との考え方～

東京働き方改革推進支援
センター専門家
社会保険労務士　古川 武人 氏

（令和５年１月開催分）
１月12日・26日
各回13時～14時

従業員のメンタルヘルス対策
～取組みのポイントについて～

東京働き方改革推進支援　　
センター専門家
社会保険労務士　石田 貴義 氏

（令和５年２月開催分）
２月２日・16日
各回13時～14時

長時間労働を削減しよう
～割増賃金引き上げへの考え方～

（令和５年３月開催分）
３月２日・16日
各回13時～14時

就業規則の見直しポイント
～テレワーク、法改正への対応はできていますか？～

申 込 方 法  

申し込みは、下記のメールアドレスへ①会社名②住所③参加者名④連絡先⑤参加希望日（複数可）⑥個別相談希望の有無をご
入力の上、お申込みください。
●申込メールアドレス： center13@mb.langate.co.jp

お問い合わせ・お申込み先  

東京働き方改革推進支援センター　
☎ 0120-232-865　FAX 03-6206-3147　メール center13@mb.langate.co.jp

実施日時・内容  

●働き方改革セミナー
　月２回、毎月第１・第３木曜日開催

※Zoomオンライン配信により開催します。
※セミナーのテーマは変更になる場合がございます。

働き方改革セミナー・専門家による個別相談を実施しています！

中小企業の退職金　国の制度がサポートします！

　中小企業退職金共済（中退共）制度は、中小企業の事業主が、従業員の退職金を計画的に準備で
きる国の退職金制度です。国からの有利な掛金助成や、税法上の優遇も受けられ手数料もかかりま
せん。家族従業員やパートタイマーも加入できます。
※一部対象外あり。詳しくは、ホームページをご覧ください。

問い合わせ先 　中退共本部　☎03-6907-1234
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文京区中小企業支援員　高井 啓誠

地域とのコミュニケーションで
新しい自社像が見えてくる

　区内各企業様は、従業員の皆様に、コロナ禍対応のテレワークを続けさせたり、原則出社に戻したり

と、いろいろ悩みつつ難しい対応をされているかと存じます。

　出社させた場合のメリットは皆様十分ご存じかと存じますが、なかなか見えにくい「テレワーク導入に

よるメリット」の事例を紹介したいと存じます。

　湯島に本社を置く「株式会社アルティネット（宮原社長）（以下当社）」様のお話です。当社は各種シ

ステム開発事業やデータセンター事業を行っています。

　宮原社長は、従来、従業員のワークライフバランスに関心を持ち、テレワークの導入をお考えになって

いましたが、新型コロナウイルスのパンデミックに背中を押され、一気にテレワークを当社の働き方の基

本とされました。その際、これまでのように従業員全員が毎日出社するのではなく、会社でも自宅でもど

こでも、従業員の働きたいところで働けるような、場所に縛られない働き方を実現しようと考えたそうで

す。

　そのような中、北陸のK町出身の方から、K町では首都圏に本社のある企業のサテライトオフィス開設

を誘致しているという話を聞き、テレワークなら、住居だけでなく仕事場所も首都圏に限っているわけで

はないという発想に至り、さらにK町が、過疎化によって増加している空き家を、サテライトオフィスと

して活用することを支援していることが分かり、いわゆるシャッター商店街の中の築100年以上の蔵付き

の商家一棟を借りて当社のサテライトオフィスにリノベーションすることにしたそうです。

　地域とのコミュニケーションを重視している宮原社長は、サテライトオフィスの、元々売り場として使

われていたスペースを、誰でも立ち寄れるホールに改装し、近隣の方がPCやVRに触れる環境も作られま

した。すると、事務所のWi-Fi設置の相談等、当

社の本業とかけ離れた相談が来るようになって

しまいましたが、IT企業だけあってその方面知識

は豊富ですので、いろいろ手伝ってあげたそうで

す。

　そのような地域とのコミュニケーションの中

で、K町役場との連携／協業が活性化し、地域イ

ベントの手伝いを行ったり、K町の農産物を東京

のレストランとつないだり、さらには当地の小・

中・高校生を対象にしたプログラミング講座を開

中小企業支援の現場よりコ ラ ム
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催したりと、いままで当社では考えたこともなかったような業務がどんどん舞い込むようになったとの事

です。当社の本業からは大きくはみ出した新しい事業が、当社のもう一つの柱になろうとしています。

　宮原社長は「仕事場所を変えることで、当社の可能性が大きく広がった。周囲が違った視点で当社を見

てくれ、当社の発想になかった思わぬ問い合わせなどをしてくれた。そのことが当社の魅力度アップにつ

ながった」とおっしゃっています。

　リスクをチャンスに変えることができれば、企業にとって大きなメリットを生み出すことができます。

経営者にとってテレワークにはマイナスイメージが付きまといがちですが、必ずしもそうではないようで

す。

　自分たちでは思いもしなかった会社の魅力を引き出すためには、第三者の目を借りることも大いに役立

つのだろうと存じます。業界に閉じこもらず、商店会や町内会など地域との交流で「第三者の目」を見つ

けられてはいかがでしょうか。

中小企業支援員が区内企業を訪問しています！！
　中小企業支援員が区内企業を訪問し、企業の現状や課題にあった支援、セミナー等の情報提供や補助金に関するご案
内をします。関係機関の紹介、販路開拓や設備投資のご相談もお受けします。

【お問い合わせ】文京区経済課産業振興係　TEL：（5803）1173　FAX：（5803）1936

インボイス制度をご存知ですか？
＜令和５年10月から始まります＞

〇インボイス制度がスタートすると…

● インボイス制度に関する一般的なご相談は、軽減・
インボイスコールセンターで受け付けております。

　【専用ダイヤル】0120-205-553（無料）
　【受付時間】9：00～ 17：00（土日祝除く）

インボイス制度について詳しくお知り
になりたい方は、国税庁ホームページ
（https://www.nta.go.jp）の「インボ
イス制度特設サイト」をご覧ください。

買手
（課税事業者）

売手
（インボイス発行事業者）

特設サイトへ

登録申請受付中!!

消費税

法人・個人事業者の皆様へ

買手は、「売上げの消費税額」から「仕入れや経費の消費税
額」を控除するために、売手から交付されたインボイス（適
格請求書）を保存する必要があります。

インボイスを発行するためには、事前に登録申請手続が必要
です。

売手は、インボイス発行事業者となった場合、買手の求めがあればイ
ンボイスを交付しなければなりません。
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　製造業の業況はやや厳しさを増しています。小売業の業況は幾分悪化幅が縮小しています。サービ
ス業の業況は前期並みの厳しさが続いています。卸売業の業況は大きく好調に転じており、不動産業
の業況はかなり厳しさを強めています。

文京区今期の特徴点
令和４年７月～９月
調査時期　４年９月中旬
調査方法　面接聴取

【製造業】
前期 －12.0 　製造業の業況はやや厳しさを増しています。DI値は、文京区では2.6ポイ

ント減の－14.6、全都では前期と変わらず－17です。文京区の各項目を
みると、売上額は6.7ポイント増の－5.5とわずかに増加しています。収益
は2.6ポイント増の－13.7と持ち直しています。来期の業況は厳しさを増
し、売上額、収益とも悪化する見込みです。

今期 －14.6

来期 －17.3

【サービス業】
前期 －35.0 　サービス業の業況は前期並みの厳しさが続いています。DI値は、文京区で

は2.1ポイント増の－32.9、全都では３ポイント減の－22です。文京区の
各項目をみると、売上額は前期並みの－11.5、収益は8.7ポイント減の－
26.1と大きく減少しています。来期の業況は厳しさが続き、売上額、収益
とも減少傾向が続く見込みです。

今期 －32.9

来期 －37.8

【卸売業】 【不動産業】
前期 0.6

今期 19.2

来期 2.2

前期 17.3

今期 －0.4

来期 －0.4

スポット君
景気予報

好調 普通 不調
製 造 業 20以上 19～10 9～0 －1～－10 －11～－20 －21～－30 －31以下
小 売 業 10以上 9～0 －1～－10 －11～－20 －21～－30 －31～－40 －41以下
サービス業 15以上 14～5 4～－5 －6～－15 －16～－25 －26～－35 －36以下
卸 売 業 20以上 19～10 9～0 －1～－10 －11～－20 －21～－30 －31以上
不 動 産 業 10以上 9～0 －1～－10 －11～－20 －21～－30 －31～－40 －41以下

有効回答事業所数
製造業　　　59
小売業　　　24
サ－ビス業　27
卸売業　　　21
不動産業　　12

前期 －26.7 　小売業の業況は幾分悪化幅が縮小しています。DI値は、文京区では8.5ポ
イント増の－18.2、全都では前期と変わらず－28です。文京区の各項目を
みると、売上額は7.0ポイント減の－15.6、また収益も12.4ポイント減の
－9.6と減少幅が拡大しています。しかし、来期の業況、売上額、収益とも
改善が見込まれています。

今期 －18.2

来期 －13.5

【小売業】
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特別調査「中小企業におけるSDGs（持続可能な開発目標）の取組状況について」

本調査結果の特徴
① SDGsの認知度については、「意味はある程度わかる」が58.7％で１位、「内容までよく知っている」が18.0％で２位となっている。SDGsの情報源につ
いては「報道機関（テレビ、新聞等）」が79.3％で１位となっている。

② SDGsに関する自社の取組みについては、「省エネ、節電、再生可能エネルギーの使用」が42.0％で１位である。また、「上記の取組みはしていない」とい
う回答も34.7％を占めている。

③ SDGsへの取組に関する印象については、38.9％が「コスト削減につながる」と回答している。
④ カーボンニュートラルに関する取組み施策については、「こまめな電源オフなど電気使用量の削減」が58.7％で１位となっている。また、「取組んでいな
い」という回答も35.3％を占めている。

⑤ SDGsに関する外部機関に対する期待するサポートについては、「利用したい支援はない」が48.6％で１位、「省エネ対応」が22.3％で２位となっている。

（特別調査データ）
【問１】 貴社では、SDGsについてどのような認知度がありますか。下記の１～４の中から１つ選んでお答えください。 

また、SDGsについて、どのような機関から情報を得ていますか。下記の５～０の中から１つ選んでお答えください。 単位：％
項　目 全　体 製造業 卸売業 小売業 サービス業 建設業 不動産業

【認知度】
１．内容までよく知っている 18.0 13.6 14.3 8.3 22.2 28.6 50.0
２．意味はある程度わかる 58.7 64.4 61.9 54.2 59.3 57.1 33.3
３．名前しか知らない 16.7 15.3 19.0 29.2 14.8 14.3 －
４．聞いたことがない 6.7 6.8 4.8 8.3 3.7 － 16.7
【情報源】
５．報道機関（テレビ、新聞等） 79.3 79.7 76.2 87.5 85.2 85.7 50.0
６．国・地方自治体 3.3 1.7 4.8 － 3.7 14.3 8.3
７．商工会・商工会議所 2.7 3.4 4.8 － 3.7 － －
８．同業者団体（元請け含む） 2.0 1.7 4.8 － 3.7 － －
９．金融機関 4.0 3.4 － 4.2 － － 25.0
０．聞いたことがない 7.3 8.5 9.5 4.2 3.7 － 16.7
【問２】 下記の１～９の取組みは、いずれもSDGs理念と一致しています。貴社では、これらの取組みを行なっていますか。 

もっとも取組んでいるものを最大３つまで選んでお答えください。取組んでいない方は０とお答えください。 単位：％
項　目 全　体 製造業 卸売業 小売業 サービス業 建設業 不動産業

１．（省エネ）省エネ、節電、再生可能エネルギーの使用  42.0 47.5 33.3 54.2 40.7 28.6 16.7
２．（ 省資源）  再生資源や未利用資源の利用、廃棄物削減、製品

の長寿化や修理 19.3 23.7 19.0 12.5 18.5 28.6 8.3
３．（水資源）水使用量削減、排水管理 8.7 6.8 14.3 12,5 11.1 － －
４．（森林資源）ペーパーレス化、緑化・植林 9.3 8.5 9.5 4.2 14.8 14.3 8.3
５．（環境負荷）  グリーン調達、カーボンオフセット有害物質の

削減 2.7 － 14.3 － 3.7 － －
６．（雇用）  女性や高齢者、障がい者、外国人等の多様な人材の

雇用 12.7 15.3 19.0 8.3 11.1 14.3 －
７．（労働環境）研修の充実、働き方改革の実施 8.7 3.4 9.5 － 22.2 28.6 8.3
８．（貧困対策・健康福祉）フェアトレード、途上国支援 － － － － － － －
９．（地域貢献）防犯、防災、寄付、まちづくり 7.3 1.7 14.3 4.2 22.2 － －
０．上記の取組みはしていない 34.7 32.2 23.8 37.5 29.6 42.9 66.7
【問３】 貴社では、企業がSDGsに取組むことについてどのような印象を持っていますか。１～０の中から最大３つまで選んでお答えください。 単位：％

項　目 全　体 製造業 卸売業 小売業 サービス業 建設業 不動産業
１．コスト削減につながる 38.9 37.3 45.0 37.5 48.1 14.3 33.3
２．新規顧客が獲得できる 8.1 5.1 10.0 16.7 7.4 14.3 －
３．取組まないと取引が切られる 2.0 5.1 － － － － －
４．従業員の士気向上、採用容易化につながる 14.1 16.9 20.0 4.2 14.8 28.6 －
５．自社が取組むには経営資源が不足                 11.4 8.5 15.0 16.7 11.1 14.3 8.3
６．コスト増になる 6.0 8.5 10.0 4.2 3.7 － －
７．自社社には関係ない 4.7 3.4 5.0 － 7.4 － 16.7
８．本業がおろそかになる 2.7 1.7 10.0 4.2 － － －
９．その他（　　　　　　　） 1.3 1.7 － － 3.7 － －
０．よくわからない 30.2 32.2 25.0 25.0 22.2 57.1 41.7
【問４】 SDGsの取組みの一つとして、カーボンニュートラル（温室効果ガスの排出量の削減ならびに吸収作用の保全及および強化）に関する取組みがあります

が、貴社で取組まれている施策は何ですか。１～０の中から最大３つ選んでお答えください。 単位：％
項　目 全　体 製造業 卸売業 小売業 サービス業 建設業 不動産業

１．こまめな電源オフなど電気使用量の削減 58.7 59.3 52.4 66.7 63.0 42.9 50.0
２．カーボンニュートラルにつながる商品の開発 3.3 5.1 9.5 － － － －
３．ごみの削減やリサイクルの推進 21.3 18.6 28.6 20.8 22.2 42.9 8.3
４．電気自動車等、ガソリン車以外の導入 3.3 1.7 19.0 － － － －
５．太陽光発電等、再生可能エネルギーの導入 2.0 1.7 4.8 4.2 － － －
６．環境負荷の少ない原材料等の利用 5.3 5.1 4.8 4.2 3.7 28.6 －
７．温室効果ガスに関する行動目標の設定 1.3 1.7 － － 3.7 － －
８．脱炭素に関する研究や勉強会の実施 1.3 1.7 － － － 14.3 －
９．その他（　　　　　　　） － － － － － － －
０．取組んでいない 35.3 33.9 33.3 33.3 37.0 28.6 50.0
【問５】 SDGsについて、外部機関（公的、民間問わず）からどのようなサポートを期待しますか。１～０の中から最大３つまで選んでお答えください。
 単位：％

項　目 全　体 製造業 卸売業 小売業 サービス業 建設業 不動産業
１．経営者向け研修 17.6 11.9 40.0 8.7 22.2 14.3 16.7
２．従業員向け研修 7.4 6.8 20.0 4.3 3.7 14.3 －
３．自社取組みの認知度向上 7.4 5.1 10.0 8.7 3.7 14.3 16.7
４．省エネ対応 22.3 20.3 20.0 30.4 29.6 14.3 8.3
５．各種認証制度取得 3.4 1.7 5.0 － － 42.9 －
６．働き方改革などの人事制度改訂 6.8 6.8 10.0 － 11.1 14.3 －
７．多様な人材の雇用 5.4 1.7 － 4.3 11.1 14.3 16.7
８．資金調達 6.1 8.5 － 8.7 7.4 － －
９．その他（　　　　　　　） 2.0 3.4 － － 3.7 － －
０．利用したい支援はない 48.6 62.7 35.0 43.5 33.3 42.9 50.0
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医療関連産業支援セミナーを開催します
　区の地域産業である医療関連産業を支援することを目的に、医療機器製版企業向けのセミナーをオンラインで開催
いたします。
開催日時 　令和４年12月12日（月）　10時30分～12時
テ ー マ 　オンライン診療を取り巻く医療機器の実際
出 演 　久富 護氏、武藤真祐氏
視 聴 料 　無料
申込方法 　   区ホームページより申込みフォームにアクセスし、必要事項をご入力の上、お申込みください。
　　　　　　 ※ZOOM（オンライン会議ツール）の接続環境が必要となります。

All Bunkyo 企業人交流会を開催します！！
　文京区内企業のネットワークの強化や企業の相互発展を目的として、区内の大企業・中小企業・個人事業主の勉
強会＆交流会である「All Bunkyo企業人交流会」を開催します。
　今回は時代の変化に対応するために求められるリーダーシップをテーマに、講話やグループごとの意見交換、交
流等を行う予定です。組織の改革や生産性の向上、従業員の能力開発など、人と組織にまつわる課題の解決に役立
つヒントが見つかるかもしれません。ぜひご参加ください！

【お問い合わせ】文京区 経済課 産業振興係　TEL：（5803）1173　FAX：（5803）1936

日　　時 令和５年２月10日（金）14：00～16：30
対 象 者 区内の企業にお勤めの方、個人事業主の方

内　　容

【第１部】基調講演
　タイトル  「コロナ後の混迷の時代を生き抜くためのリーダーシップとは」
　講　　師 法政大学経営大学院　教授　高田 朝子 氏

【第２部】グループミーティング
【第３部】フリー交流（名刺交換会）

会　　場 文京区民センター会議室２-Ａ（文京区本郷４-15-14）
費　　用 無料
定　　員 60名（先着順・１社あたり２名まで）。
申込方法 区ホームページの申込フォームに必要事項を記入の上、お申込みください。
申込期限 令和５年２月２日（木） ▲文京区HP

ウェルカム商店街オンラインセミナー
　区内商店の事業活動を支援するため、小売店・飲食店を主な対象に、今後の商店の活動に役立つテーマについて、
オンラインセミナーを開催します。ご興味のある方は是非ご参加ください。

テ　ー　マ 対　象 日　程
刺さるチラシ・ポップづくり

小売店
令和５年１月17日（火）19：00～20：30

コロナ対策を踏まえたリピーター獲得方法 １月24日（火）19：00～20：30
SNSを活用したファン獲得方法 １月31日（火）19：00～20：30
コロナ対策を踏まえたリピーター獲得方法

飲食店
２月７日（火）14：00～15：30

刺さるチラシ・ポップづくり ２月14日（火）14：00～15：30
SNSを活用したファン獲得方法 ２月21日（火）14：00～15：30

開催方法 　ZOOMにより実施
参 加 料 　無料
申請方法 　  区ホームページの申込フォームに必要事項をご記入の上、お申込みください。
※  現在１月開催のセミナーのお申込みを受けつけております。２月開催のセミナーについては、詳細が
決まり次第、文京区ホームページや区報等でお知らせいたします。 ▲文京区HP


