
京都市地域企業未来力会議メールマガジン（令和 3 年 3 月 15 日配信） 

 

京都市地域企業未来力会議参加者等  各位 

 

 いつもお世話になり，ありがとうございます。  

 メールマガジンを配信します。  

 

 会議の情報や京都市からのお知らせのほか，皆様からの掲載希望も受け付けて  

いますので，イベントやセミナーの御案内，新商品の御案内，自社での取組の周  

知など掲載内容を事務局までお知らせください！  
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(1) 締切間近！京都・地域企業勉強会（第 4 回）について  

 

☆  参加団体・企業等からのお知らせ  

(2) 中小企業者等向け、再生可能エネルギーに関するセミナー開催について   
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(1) 締切間近！京都・地域企業勉強会（第 4 回）について  

 

「京都・地域企業勉強会」第 4 回の申込受付中です。  

今年度最後の開催となる今回は業界やビジネス慣習を超えた取組，  

話題の DX（デジタルトランスフォーメーション）がテーマです。  

参加申込の締切を 3 月 17 日（水）に延長いたしました。  

みなさまの御参加お待ちしております。  

 

日時：第４回  令和３年３月１９日（金）午後５時半～午後８時  

方法：オンライン（ＺＯＯＭ）  

内容：業界やビジネス慣習を超えて，伝統から革新を生み出す共創コミュニティの  

育み方とは？  

～異なる組織が独自性を活かし，新たな事業を組み立てる～  

※ 地域に根ざした事業展開や国内外の多様なステークホルダーとの協業，  

オンラインツールの活用や DX（デジタルトランスフォーメーション）に取り組む  

コツを学び合います。  

 

＜ゲストスピーカー＞  

（株）日吉屋  五代目当主 西堀 耕太郎 氏 

ミテモ（株）代表取締役 澤田 哲也 氏 

＜モデレーター＞  

一般社団法人リリース  共同代表理事 桜井 肖典 氏，風間  美穂 氏 

 

対象：京都市内に本店を有する事業者等  

申込締切：３月１７日（水）※申込締切延長しました  

 

御参加を希望される方は，以下からお申し込みください。  

https://sc.city.kyoto.lg.jp/multiform/multiform.php?form_id=4436 

https://sc.city.kyoto.lg.jp/multiform/multiform.php?form_id=4436


 

詳細はこちらをご覧ください。  

https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000281085.html 

 

------------------------------------------------------------ 

▼事業者の皆様への支援情報  

https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000268990.html 

▼京都・地域企業応援プロジェクト WEB サイトはこちら  

  https://community-based-companies.kyoto/ 

 ▼未来力会議 facebook はこちら 

  https://ja-jp.facebook.com/kyotoshichushokigyo/  

 ▼過去の会議資料等  

  https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000209507.html  

 ▼メールマガジンのバックナンバー  

  http://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000209798.html 
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☆ 参加企業等からのお知らせ  
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(2) 中小企業者等向け、再生可能エネルギーに関するセミナー開催について  

≪一般社団法人京都知恵産業創造の森≫ 

 

「小水力発電事業参入促進セミナー」  

  ～小水力発電に関する疑問を取組事例で解決～【 3/23 オンライン開催】  

  https://chiemori.jp/smart/event/2020 年度/lowheadhydropower20210323.html 

 

 京都市及び（一社）京都知恵産業創造の森では、  

今後の成長が期待される環境・エネルギー分野等における事業化支援や、  

再生可能エネルギーの利用に向けた設備設置等の促進など、グリーン産業の振興や、  

「２０５０年二酸化炭素排出量正味ゼロ」の達成につながる様々な取組を進めています。  

 

 この度、比較的出力規模が小さい小水力発電 (おおよそ 1,000kW 以下)に係る現状と  

課題や、小水力発電事業を展開する市内企業「有限会社イー・セレクト様」の  

具体的な取組事例を紹介するセミナーをオンラインにて開催します。  

 

●日時 

 令和 3 年 3 月 23 日（火）午後 3 時～午後 4 時 30 分 

 

●開催方法  

 オンライン形式（Zoom） 

   ※ 参加に必要となる URL は申込み後に送付  

 

●主な内容：  

◯15:05～15:40（講演 1） 

    小水力発電の現状と課題  

     （一社）京都知恵産業創造の森  

       スマート社会推進部  コーディネータ 天野 輝芳 

 

◯15:40～16:30（講演 2）  

    京都市内企業の取組事例紹介  

      有限会社イー・セレクト 代表取締役  岡山 秀行 様 

         

●参加費  

 無料 

 

●定員 

 70 名（先着順）  

https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000281085.html
https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000268990.html
https://community-based-companies.kyoto/
https://ja-jp.facebook.com/kyotoshichushokigyo/
https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000209507.html
http://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000209798.html
https://chiemori.jp/smart/event/2020年度/lowheadhydropower20210323.html


 

●対象 

 小水力発電について、御興味のある中小企業者等  

 

●主催 

 京都市、(一社)京都知恵産業創造の森  

 

●申込み  

 ・以下の URL からお申込みください。   

  https://chiemori.jp/smart/lowheadhydropower20210323entryform 

 

 ・申込締切：令和 3 年 3 月 17 日（水）  

 

●お問合せ先  

 ・一般社団法人 京都知恵産業創造の森 スマート社会推進部  

  TEL：075-353-2303  FAX：075-353-2304 

  E-mail：smart@chiemori.jp 

 

(3) トークセッション「キャリアにおけるスタートアップの選択」開催について  

≪一般社団法人京都知恵産業創造の森≫  

 

一般社団法人京都知恵産業創造の森では京都スタートアップ・エコシステムの充実化を  

図るためのトークセッション「キャリアにおけるスタートアップの選択」を  

3 月 26 日（金）17 時 00 分から Zoom（ウェビナー）にて配信します。  

 

ゲストとして、創業初期の株式会社ギフティに参画し、経営幹部として事業の成長を  

支えてきた鈴木様と、スタートアップを資金面で支えるベンチャーキャピタリスト２名を

お招きし、スタートアップの創業やキャリアとしてスタートアップを選択することの  

「面白さ」を語ってもらいます。  

 

≪ゲスト登壇者≫  

株式会社ギフティ  代表取締役 鈴木 達哉 

インキュベイトファンド  代表パートナー 本間 真彦 

East Ventures ディレクター  毛利 洵平 

 

スタートアップに関わる皆様にもぜひご覧いただきたく、ご案内させていただきます。  

 

また、起業を検討している方や資金調達を検討しているスタートアップ、スタートアッ

プに興味のある方へのご周知に、ご協力いただけますと幸いです。  

 

≪イベント概要≫  

 

●イベント名：Kyoto Startup Challenge  

      ～キャリアにおける「スタートアップ」の選択～  

 

●開催日時：令和 3 年 3 月 26 日（金） 17:00～18:30 

 

●開催方式：オンライン（Zoom ウエビナー） 

  申込については、下記参照  

 

●参加費用：無料  

 

●定  員：80 名 

 

●内  容：①スタートアップを選んだ理由  

       スタートアップとはどんな起業なのか  

       スタートアップを取り巻く環境としてのＶＣ  

       キャリアの中でなぜスタートアップを選択したのか  

https://chiemori.jp/smart/lowheadhydropower20210323entryform
mailto:smart@chiemori.jp


      ②スタートアップの始め方  

       最初にＶＣに会いに行くタイミング、目的  

       起業家とＶＣのコミュニケーション  

 

●主  催：一般社団法人京都知恵産業創造の森  

 

●共  催：Re:Vive 

 

≪視聴申込方法≫  

下記、イベントページからお申し込みください。  

https://open.kyoto/calendar/3466/ 

  

************************************************************************ 

※ このメールマガジンは，京都市地域企業未来力会議に御参加いただいた方や  

 事務局が個別に名刺交換させていただいた方にお届けしています。 

  配信の停止を希望される方やメールアドレスの変更は，お手数ですが事務局  

 までメールにて御連絡くださいますようお願いします。  

************************************************************************ 

※ メールマガジンは月３回程度の配信を予定しています。  

  皆様からの掲載内容も随時受け付けています。  

  御希望の場合は事務局まで御連絡ください。  

************************************************************************ 

 発行：京都市地域企業未来力会議  事務局 

   （京都市産業観光局 地域企業イノベーション推進室） 

    〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町 488 番地 

     TEL 075-222-3329  FAX 075-222-3331 

     URL https://www.facebook.com/kyotoshichushokigyo/  

     MAIL chiikikigyo@city.kyoto.lg.jp  

************************************************************************ 

https://open.kyoto/calendar/3466/
https://www.facebook.com/kyotoshichushokigyo/
mailto:chiikikigyo@city.kyoto.lg.jp

