
参加者募集！
個別

相談会へ

まずは

スモール・ビジネス育成支援事業　主催：島根県 地域振興部 中山間地域・離島振興課
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参加無料

● 隠岐の野菜を使ったお土産を作りたい
● 商品のパッケージに悩んでいる
● ターミナルや島外に販売先を増やしたい
● 地域の魅力が伝わる観光プランを考えたい…

様々なお悩みに
専門家が
マンツーマンで
お応えします



個別相談会会場

島根県隠岐合同庁舎

〒685-8601
島根県
隠岐郡隠岐の島町
港町塩口24

島根県島前集合庁舎

〒684-0302
島根県
隠岐郡西ノ島町
大字別府字飯田56-17

〒
路線
バスターミナル

水祖神社NTT

八尾川

松浜旅館
隠岐
プラザ
ホテル

中電

ウェルネス

合同庁舎

西郷港フェリー
ターミナル 黒木公民館

西ノ島ふるさと館

黒木小学校

別府港フェリーターミナル

隠岐郡西ノ島町 別府港

観光船のりば
島前内航船のりば

島前集合庁舎

島後会場 島前会場

● 座席は距離を確保し、定期的な換気や飛
沫防止対策を実施します。

● 感染の状況により、オンラインによる支援
も検討いたします。

● 講師はワクチン接種または検査等の事前
確認のうえ訪問します。

● 参加者の方は、入口での検温および手指
消毒をお願いします。

新型コロナウィルス感染予防の対策について
安心して参加いただくため、安全対策を実施します。

個別相談会への申込状況により会場が変更になる場合があります。個別支援の会場は、入学後にご案内します。

【運営・お問い合わせ先】

隠岐諸島もの・ことカレッジ事務局（株式会社紡 ／ 平日9：00～18：00）  所在地：東京都中央区日本橋本町3-3-6 ワカ末ビル7階 ／ 
電話：03-6202-7476　FAX：03-6202-7487 ／ mail：okikare@t-tsumugi.co.jp

雑誌、CDジャケット、広告の撮影などで幅広く活躍中。2014年よりブログで女性モ
デルを被写体としたポートレートシリーズ「乙女グラフティー」の連載を開始。初心者向
けのワークショップなども手掛ける。

山本春香
やまもと はる  か

商品撮影講座担当

料理サロン「NONNON cooking salon」主宰。簡単で美味しく、健康によい料理
をモットーに、おからを使ったレシピ本も複数出版。テレビ番組出演ほか、国内外か
ら依頼を受けて料理教室なども開催。「ＮIPPONおからプロジェクト」代表。

高橋典子
たかはし  のり こ

食関連担当

料理研究家・おから料理研究家

（株）リクルートにて採用、人材育成、観光、地域活性化の企画立案・実施などに携わ
る。（株）紡の設立後は、地域産品開発や人材育成事業、観光事業の開発を手がけ
る。2016年、島根県・隠岐の島町に（株）しまつむぎを設立。株式会社 紡　代表取締役

玉沖仁美
たま  おきひと  み

つむぎ

商品企画担当

株式会社 紡　取締役
つむぎ

（株）リクルートにて住宅、ブライダル、起業支援の分野で、編集ディレクション、販促、
マーケティング、イベント企画を担当。その後フリー編集者として介護福祉や地域活性
に携わる。2013年経営学修士取得。中小企業診断士。

池内由里
いけうち  ゆ    り

商品説明担当

株式会社 紡　主任研究員
つむぎ

編集プロダクション、出版社を経て独立。書籍、雑誌記事、Webページなどのコンテ
ンツ制作に30年以上携わり、リサーチ、企画立案、取材、編集、執筆など幅広く手がけ
る。分野は、企業経営、金融・経済、マーケティングなど。

古井一匡
ふる  い  かずただ

商品説明担当

TRACKS & STORES 株式会社  代表取締役

デザイナー・アートディレクターとして、数多くの広告・販促・WEBの企画・製作に携わ
る。クリエイティブの幅を広げ、2014年より福島県6次化イノベーターとして事業者と
ブランディング、パッケージ開発、商品開発に取り組む。

西尾  望
にし   お　のぞむ

トラックス　アンド　ストアーズ

デザイン担当

隠岐カレ講師



島後
9月14日（火） □13：00～15：00 □15：00～17：00
9月17日（金） □9：00～12：00

島前
9月15日（水） □13：00～15：00 □15：00～17：00
9月16日（木） □9：00～12：00 □13：00～15：00 □15：00～17：00

□希望する　□希望しない

※隠岐カレ入学を希望される場合は、個別相談会への参加が必要です。上欄も併せてご記入ください。

■隠岐諸島もの・ことカレッジへの入学希望について�マークを記入してください。

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

■上記（事業者）の相談内容を具体的にご記入ください。

□新商品・サービスの企画・開発 □商品・サービスの改良 □味の相談・レシピ開発
□販路の開拓 □観光プランの企画・開発
□その他（　　　　　　　　　　　                             　　　　　　　　　　　      ）

■相談内容について該当するものに�マークを記入してください。（複数選択可）

■参加可能時間帯に�マークを記入してください。（各社約50分を予定）

隠岐諸島もの・ことカレッジ
（隠岐カレ）参加申込書

申込方法
①E-mail：okikare＠t-tsumugi.co.jp　②FAX：03-6202-7487
③申込フォーム：http://t-tsumugi.co.jp/oki-college2021-entry

個別相談会について

入学について

申込締切：2021年9月10日（金）

お申し込みは下記にご記入いただきE-mailまたはFAXにてご応募いただくか、
上記③のインターネットの申込フォームから直接ご応募ください。

【個人情報保護】 お預かりした個人情報は個別相談会、本講座の参加者への連絡に使用します。本人の承諾なしに第三者に提供することはありません。（ただし、法令等により提供を求められた場合を除きます）

● 申込フォーム

社名/団体名/屋号

参加
代表者名

メール
アドレス

役職

電話
番号

携帯
番号

上記所在地 〒

参加人数
（何名でも可） 計　　　　　 　　名



隠岐の資源を活かしたスモール・ビジネスの取組を支援します

●  隠岐諸島に主たる事業所がある法人、
団体または住所がある個人

● 隠岐諸島の自然環境や地域資源を活用
した商品・サービス開発に取り組む方

● 6次産業化などに取り組み、課題をお持
ちの方

参加申込み
締切日9月10日（金）

●  個別相談会および隠岐カレへの入学を
希望される方は、このパンフレットの申込
書よりお申込みください。

販売先を島外にも
広げたい

自分で育てた
野菜・果物を
特産品に

隠岐の魅力が
伝わる観光プランを

考えたい

もの・ことづくりの悩みや

課題の解決をサポートします

申込みから  受講の流れ

※組織形態は問いません。

参加の対象となる方 個別相談会開催

● みなさまの疑問やお悩みなどのご相
談に講師がお応えします。

● 商品の現物、パンフレット、材料など
商品・サービスが分かるものをお持
ちください。

● 隠岐カレに参加予定がなく、個別相
談会のみの参加も可能です。

個別相談会とは

島後会場 9月14日（火）、17日（金）

島前会場 9月15日（水）、16日（木）

地元の農産物で
加工品を作りたい



● 専門の講師とともに、取組む課題や目標
を設定します。

●  目標に向けて、商品化や販路開拓など、
具体的な支援を行います。

隠岐の資源を活かしたスモール・ビジネスの取組を支援します

隠岐カレ入学者決定

個別相談会に参加された方から、選考の上
入学者を決定します。

1）地域性
地域資源を活用した取り組みか、など。

2）具体性、実効性、将来性
商品化の具体性や実現可能性、資金を調
達できるか、など。

3）事業推進能力、意欲
推進体制が整っているか、推進意欲がある
か、など。

隠岐カレスタート（全5回）
2021年10月~2022年2月

個別支援とは

●  10月に本土で開催するデザイン研修に
参加いただけます。※希望者のみ

● 個別支援第4回に合わせて写真撮影の
ワークショップを開催します。

研修・ワークショップとは

申込みから  受講の流れ

※小規模な事業者を優先することがあります。

【選考基準】

全5回・1社あたり約80分

※昨年度のアンケートより参加事業者の声
目標を設定する習慣がなかったが、

損益分岐点をもとに
売上目標を設定できた。

自分の考えを口にすることで

頭が整理され、

起業に向けての
課題が見えるようになった。

販路開拓のアドバイスは、我々が

やりたいことと合致しており
視野が大きく広がった。

販路を広げることができ、
商品のブラッシュアップ
もできた。

 



隠岐カレスケジュール

個別支援

日程 内容 場所

デザインの基礎知識 本土会場（大田市）※希望者のみ

写真撮影ワークショップ 島根県隠岐合同庁舎 ※

研修・ワークショップ（参加者共通）

※1：会場は本土会場（大田市）または別日にオンラインでの開催となります。
　　移動にかかる経費（隠岐ー本土）は事務局で負担します。
※2：希望される方のみ、オンラインでの開催となります。

※移動にかかる経費（島前ー島後）は事務局で負担します。

個別支援

第1回

島後会場 島前会場

10月6日（水）
10月8日（金） 10月7日（木）

第2回 10月25日（月）
10月27日（水）

第3回 11月24日（水）
11月26日（金） 11月25日（木）

第4回

第5回

※1

1月19日（水） 1月20日（木）

2月24日（木）
2月25日（金）※2

10月26日（火）

1月21日（金）


