
第２1回 起業サロン
先輩起業家に聴こう！

「起業したいけれど、どうしたら実現できるかな？」
「起業に必要な心構えは何だろう？」 「現役社⾧の話を聞いてみたい！」

そんな方のために、先輩起業家の体験談を聴き、
参加者同士の交流ができる「起業サロン」を開催します！

2022.12. 14（水）
18:30-20:30

～スマホセミナー講師、管理栄養士の起業家～

管理栄養士/公認スポーツ栄養士
カラダヅクリキッチン 河合 明音さん

スマホセミナー講師
ＤＰ ＳＩＭ ＳＵＰＰＯＲＴ 笹本 純一さん

2016年9月1日から2021年11月30日まで株式会社STCの運営する携
帯ショップ勤務。2021年12月1日開業。天竜区水窪町にスマホ相談
所を2022年8月20日にオープン。世の中のデジタル化に伴い最も身
近なデジタル機器であるスマホの利用・活用について、携帯ショップ
店員時代に身に付けた知識と経験を活かし、同町内を拠点とし北遠
地域に住む高齢者をメインにスマホ講座や料金見直しを主な業務と
し活動中。

埼玉県の大学駅伝部寮に勤務し、献立作成、調理を中心に栄養サ
ポートに携わる。浜松市にUターンをし、総合病院にて臨床の経験を
積む傍ら、副業としてJリーグチームの献立作成、陸上クラブのコーチ、
高校部活動の栄養サポートなどスポーツ現場にて経験を積む。
2020年10月～起業家カフェを活用し、フリーランスに転向。

現在は料理教室を主宰しながら、実業団陸上チームの合宿帯同調理
などを行っている。



【日 時】 ２０２２年１２月１４日（水） １８：３０～２０：３０
【場 所】 浜松商工会議所 １０階 Ｂ会議室※

※コロナウイルス感染症対策のため、オンライン配信へ変更となる可能性もございます。

予めご了承ください。

※当日お車でお越しの場合は、商工会議所駐車場をご利用ください。

（駐車料金：最初の1時間は無料、以降1時間ごとに100円がかかります）

【対 象】 起業を目指す方ならどなたでもＯＫ（業種は問いません）
【定 員】 １５名（先着順）
【費 用】 無料！
【内 容】 第1部：先輩起業家の講演

講師： DP SIM SUPPORT 笹本 純一さん （スマホセミナー講師）

カラダヅクリキッチン 河合 明音さん （管理栄養士）

第2部：交流会
来場されたみなさまの情報交換の場に！

第２１回起業サロン（２０２２年１２月１４日（水） 開催） 参加申込書

■ご記入いただいた情報は、法令に定める場合を除き第三者に提供することはありませんが、はままスタートアップの創業セミナーなどのイベントに関する連絡・記録のために使用します。
【はままつスタートアップとは・・・】起業を志す皆さんのために、地域の産学官金の支援機関が連携して、起業に必要な知識習得、資金調達、販路開拓支援など、総合的に支援する体制です。
【支援機関】浜松市、（公財）浜松地域イノベーション推進機構、浜松商工会議所、㈱浜名湖国際頭脳センター、浜松イノベーションキューブ、浜松まちなかマネジメント㈱、商工会、地域金融機
関など

第21回 起業サロン 先輩起業家に聴こう！
～スマホセミナー講師、管理栄養士の起業家 ～

お申込み・お問合せは…

はままつ起業家カフェまで、Ｆａｘ 、 E-mail 、ＨＰでお申込ください！

●FAX： 053-525-9746 ●TEL：053-525-9745

●E-mail： sogyo@hama-cafe.jp ●ＨＰ：http://www.hamamatsu-startup.com

（フリガナ）

お名前

ご住所

性 別 男 ・ 女 ・ その他 年 代 10・20・30・40・50・60代以上

TEL E-Mail

起業家カフェを
知っていましたか

□前から知っていた □今回はじめて知った

現在の職業 □会社員 □学生 □家事従事 □無職 □自営業／事業主 □その他

起業予定
の有無

□起業済み □起業間近 □起業に向けて準備半ば
□起業のアイデア段階 □起業に興味がある程度 □起業予定なし

起業予定の
業種

□製造業 □建設業 □卸売業 □小売業 □不動産業
□金融・保険業 □農業・林業・漁業 □運輸業 □教育・学習支援業 □ソフトウェア・情報通信業
□医療・福祉・介護 □飲食業（カフェ） □飲食業（レストラン）
□その他の飲食業 □美容・エステ □マッサージ・整体・カイロ
□その他のサービス業 □その他 □起業予定なし

11/9（水）より募集開始！
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～スマホセミナー講師、管理栄養士の起業家 ～

お申込み・お問合せは…

はままつ起業家カフェまで、Ｆａｘ 、 E-mail 、ＨＰでお申込ください！

●FAX： 053-525-9746 ●TEL：053-525-9745

●E-mail： sogyo@hama-cafe.jp ●ＨＰ：http://www.hamamatsu-startup.com

（フリガナ）

お名前

ご住所

性 別 男 ・ 女 ・ その他 年 代 10・20・30・40・50・60代以上

TEL E-Mail

起業家カフェを
知っていましたか

□前から知っていた □今回はじめて知った

現在の職業 □会社員 □学生 □家事従事 □無職 □自営業／事業主 □その他

起業予定
の有無

□起業済み □起業間近 □起業に向けて準備半ば
□起業のアイデア段階 □起業に興味がある程度 □起業予定なし

起業予定の
業種

□製造業 □建設業 □卸売業 □小売業 □不動産業
□金融・保険業 □農業・林業・漁業 □運輸業 □教育・学習支援業 □ソフトウェア・情報通信業
□医療・福祉・介護 □飲食業（カフェ） □飲食業（レストラン）
□その他の飲食業 □美容・エステ □マッサージ・整体・カイロ
□その他のサービス業 □その他 □起業予定なし

11/9（水）より募集開始！



第２1回 起業サロン
先輩起業家に聴こう！

「起業したいけれど、どうしたら実現できるかな？」
「起業に必要な心構えは何だろう？」 「現役社⾧の話を聞いてみたい！」

そんな方のために、先輩起業家の体験談を聴き、
参加者同士の交流ができる「起業サロン」を開催します！

2022.12. 14（水）
18:30-20:30

～スマホセミナー講師、管理栄養士の起業家～

管理栄養士/公認スポーツ栄養士
カラダヅクリキッチン 河合 明音さん

スマホセミナー講師
ＤＰ ＳＩＭ ＳＵＰＰＯＲＴ 笹本 純一さん

2016年9月1日から2021年11月30日まで株式会社STCの運営する携
帯ショップ勤務。2021年12月1日開業。天竜区水窪町にスマホ相談
所を2022年8月20日にオープン。世の中のデジタル化に伴い最も身
近なデジタル機器であるスマホの利用・活用について、携帯ショップ
店員時代に身に付けた知識と経験を活かし、同町内を拠点とし北遠
地域に住む高齢者をメインにスマホ講座や料金見直しを主な業務と
し活動中。

埼玉県の大学駅伝部寮に勤務し、献立作成、調理を中心に栄養サ
ポートに携わる。浜松市にUターンをし、総合病院にて臨床の経験を
積む傍ら、副業としてJリーグチームの献立作成、陸上クラブのコーチ、
高校部活動の栄養サポートなどスポーツ現場にて経験を積む。
2020年10月～起業家カフェを活用し、フリーランスに転向。

現在は料理教室を主宰しながら、実業団陸上チームの合宿帯同調理
などを行っている。



【日 時】 ２０２２年１２月１４日（水） １８：３０～２０：３０
【場 所】 浜松商工会議所 １０階 Ｂ会議室※

※コロナウイルス感染症対策のため、オンライン配信へ変更となる可能性もございます。

予めご了承ください。

※当日お車でお越しの場合は、商工会議所駐車場をご利用ください。

（駐車料金：最初の1時間は無料、以降1時間ごとに100円がかかります）

【対 象】 起業を目指す方ならどなたでもＯＫ（業種は問いません）
【定 員】 １５名（先着順）
【費 用】 無料！
【内 容】 第1部：先輩起業家の講演

講師： DP SIM SUPPORT 笹本 純一さん （スマホセミナー講師）

カラダヅクリキッチン 河合 明音さん （管理栄養士）

第2部：交流会
来場されたみなさまの情報交換の場に！

第２１回起業サロン（２０２２年１２月１４日（水） 開催） 参加申込書

■ご記入いただいた情報は、法令に定める場合を除き第三者に提供することはありませんが、はままスタートアップの創業セミナーなどのイベントに関する連絡・記録のために使用します。
【はままつスタートアップとは・・・】起業を志す皆さんのために、地域の産学官金の支援機関が連携して、起業に必要な知識習得、資金調達、販路開拓支援など、総合的に支援する体制です。
【支援機関】浜松市、（公財）浜松地域イノベーション推進機構、浜松商工会議所、㈱浜名湖国際頭脳センター、浜松イノベーションキューブ、浜松まちなかマネジメント㈱、商工会、地域金融機
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【場 所】 浜松商工会議所 １０階 Ｂ会議室※

※コロナウイルス感染症対策のため、オンライン配信へ変更となる可能性もございます。

予めご了承ください。

※当日お車でお越しの場合は、商工会議所駐車場をご利用ください。

（駐車料金：最初の1時間は無料、以降1時間ごとに100円がかかります）

【対 象】 起業を目指す方ならどなたでもＯＫ（業種は問いません）
【定 員】 １５名（先着順）
【費 用】 無料！
【内 容】 第1部：先輩起業家の講演

講師： DP SIM SUPPORT 笹本 純一さん （スマホセミナー講師）

カラダヅクリキッチン 河合 明音さん （管理栄養士）

第2部：交流会
来場されたみなさまの情報交換の場に！

第２１回起業サロン（２０２２年１２月１４日（水） 開催） 参加申込書

■ご記入いただいた情報は、法令に定める場合を除き第三者に提供することはありませんが、はままスタートアップの創業セミナーなどのイベントに関する連絡・記録のために使用します。
【はままつスタートアップとは・・・】起業を志す皆さんのために、地域の産学官金の支援機関が連携して、起業に必要な知識習得、資金調達、販路開拓支援など、総合的に支援する体制です。
【支援機関】浜松市、（公財）浜松地域イノベーション推進機構、浜松商工会議所、㈱浜名湖国際頭脳センター、浜松イノベーションキューブ、浜松まちなかマネジメント㈱、商工会、地域金融機
関など

第21回 起業サロン 先輩起業家に聴こう！
～スマホセミナー講師、管理栄養士の起業家 ～

お申込み・お問合せは…

はままつ起業家カフェまで、Ｆａｘ 、 E-mail 、ＨＰでお申込ください！

●FAX： 053-525-9746 ●TEL：053-525-9745

●E-mail： sogyo@hama-cafe.jp ●ＨＰ：http://www.hamamatsu-startup.com

（フリガナ）

お名前

ご住所

性 別 男 ・ 女 ・ その他 年 代 10・20・30・40・50・60代以上

TEL E-Mail

起業家カフェを
知っていましたか

□前から知っていた □今回はじめて知った

現在の職業 □会社員 □学生 □家事従事 □無職 □自営業／事業主 □その他

起業予定
の有無

□起業済み □起業間近 □起業に向けて準備半ば
□起業のアイデア段階 □起業に興味がある程度 □起業予定なし

起業予定の
業種

□製造業 □建設業 □卸売業 □小売業 □不動産業
□金融・保険業 □農業・林業・漁業 □運輸業 □教育・学習支援業 □ソフトウェア・情報通信業
□医療・福祉・介護 □飲食業（カフェ） □飲食業（レストラン）
□その他の飲食業 □美容・エステ □マッサージ・整体・カイロ
□その他のサービス業 □その他 □起業予定なし

11/9（水）より募集開始！



第２1回 起業サロン
先輩起業家に聴こう！

「起業したいけれど、どうしたら実現できるかな？」
「起業に必要な心構えは何だろう？」 「現役社⾧の話を聞いてみたい！」

そんな方のために、先輩起業家の体験談を聴き、
参加者同士の交流ができる「起業サロン」を開催します！

2022.12. 14（水）
18:30-20:30

～スマホセミナー講師、管理栄養士の起業家～

管理栄養士/公認スポーツ栄養士
カラダヅクリキッチン 河合 明音さん

スマホセミナー講師
ＤＰ ＳＩＭ ＳＵＰＰＯＲＴ 笹本 純一さん

2016年9月1日から2021年11月30日まで株式会社STCの運営する携
帯ショップ勤務。2021年12月1日開業。天竜区水窪町にスマホ相談
所を2022年8月20日にオープン。世の中のデジタル化に伴い最も身
近なデジタル機器であるスマホの利用・活用について、携帯ショップ
店員時代に身に付けた知識と経験を活かし、同町内を拠点とし北遠
地域に住む高齢者をメインにスマホ講座や料金見直しを主な業務と
し活動中。

埼玉県の大学駅伝部寮に勤務し、献立作成、調理を中心に栄養サ
ポートに携わる。浜松市にUターンをし、総合病院にて臨床の経験を
積む傍ら、副業としてJリーグチームの献立作成、陸上クラブのコーチ、
高校部活動の栄養サポートなどスポーツ現場にて経験を積む。
2020年10月～起業家カフェを活用し、フリーランスに転向。
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そんな方のために、先輩起業家の体験談を聴き、
参加者同士の交流ができる「起業サロン」を開催します！

2022.12. 14（水）
18:30-20:30

～スマホセミナー講師、管理栄養士の起業家～

管理栄養士/公認スポーツ栄養士
カラダヅクリキッチン 河合 明音さん

スマホセミナー講師
ＤＰ ＳＩＭ ＳＵＰＰＯＲＴ 笹本 純一さん

2016年9月1日から2021年11月30日まで株式会社STCの運営する携
帯ショップ勤務。2021年12月1日開業。天竜区水窪町にスマホ相談
所を2022年8月20日にオープン。世の中のデジタル化に伴い最も身
近なデジタル機器であるスマホの利用・活用について、携帯ショップ
店員時代に身に付けた知識と経験を活かし、同町内を拠点とし北遠
地域に住む高齢者をメインにスマホ講座や料金見直しを主な業務と
し活動中。

埼玉県の大学駅伝部寮に勤務し、献立作成、調理を中心に栄養サ
ポートに携わる。浜松市にUターンをし、総合病院にて臨床の経験を
積む傍ら、副業としてJリーグチームの献立作成、陸上クラブのコーチ、
高校部活動の栄養サポートなどスポーツ現場にて経験を積む。
2020年10月～起業家カフェを活用し、フリーランスに転向。

現在は料理教室を主宰しながら、実業団陸上チームの合宿帯同調理
などを行っている。



【日 時】 ２０２２年１２月１４日（水） １８：３０～２０：３０
【場 所】 浜松商工会議所 １０階 Ｂ会議室※

※コロナウイルス感染症対策のため、オンライン配信へ変更となる可能性もございます。

予めご了承ください。

※当日お車でお越しの場合は、商工会議所駐車場をご利用ください。

（駐車料金：最初の1時間は無料、以降1時間ごとに100円がかかります）

【対 象】 起業を目指す方ならどなたでもＯＫ（業種は問いません）
【定 員】 １５名（先着順）
【費 用】 無料！
【内 容】 第1部：先輩起業家の講演

講師： DP SIM SUPPORT 笹本 純一さん （スマホセミナー講師）

カラダヅクリキッチン 河合 明音さん （管理栄養士）

第2部：交流会
来場されたみなさまの情報交換の場に！

第２１回起業サロン（２０２２年１２月１４日（水） 開催） 参加申込書

■ご記入いただいた情報は、法令に定める場合を除き第三者に提供することはありませんが、はままスタートアップの創業セミナーなどのイベントに関する連絡・記録のために使用します。
【はままつスタートアップとは・・・】起業を志す皆さんのために、地域の産学官金の支援機関が連携して、起業に必要な知識習得、資金調達、販路開拓支援など、総合的に支援する体制です。
【支援機関】浜松市、（公財）浜松地域イノベーション推進機構、浜松商工会議所、㈱浜名湖国際頭脳センター、浜松イノベーションキューブ、浜松まちなかマネジメント㈱、商工会、地域金融機
関など

第21回 起業サロン 先輩起業家に聴こう！
～スマホセミナー講師、管理栄養士の起業家 ～

お申込み・お問合せは…

はままつ起業家カフェまで、Ｆａｘ 、 E-mail 、ＨＰでお申込ください！

●FAX： 053-525-9746 ●TEL：053-525-9745

●E-mail： sogyo@hama-cafe.jp ●ＨＰ：http://www.hamamatsu-startup.com

（フリガナ）

お名前

ご住所

性 別 男 ・ 女 ・ その他 年 代 10・20・30・40・50・60代以上

TEL E-Mail

起業家カフェを
知っていましたか

□前から知っていた □今回はじめて知った

現在の職業 □会社員 □学生 □家事従事 □無職 □自営業／事業主 □その他

起業予定
の有無

□起業済み □起業間近 □起業に向けて準備半ば
□起業のアイデア段階 □起業に興味がある程度 □起業予定なし

起業予定の
業種

□製造業 □建設業 □卸売業 □小売業 □不動産業
□金融・保険業 □農業・林業・漁業 □運輸業 □教育・学習支援業 □ソフトウェア・情報通信業
□医療・福祉・介護 □飲食業（カフェ） □飲食業（レストラン）
□その他の飲食業 □美容・エステ □マッサージ・整体・カイロ
□その他のサービス業 □その他 □起業予定なし

11/9（水）より募集開始！
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関など

第21回 起業サロン 先輩起業家に聴こう！
～スマホセミナー講師、管理栄養士の起業家 ～

お申込み・お問合せは…

はままつ起業家カフェまで、Ｆａｘ 、 E-mail 、ＨＰでお申込ください！

●FAX： 053-525-9746 ●TEL：053-525-9745

●E-mail： sogyo@hama-cafe.jp ●ＨＰ：http://www.hamamatsu-startup.com

（フリガナ）

お名前

ご住所

性 別 男 ・ 女 ・ その他 年 代 10・20・30・40・50・60代以上

TEL E-Mail

起業家カフェを
知っていましたか

□前から知っていた □今回はじめて知った

現在の職業 □会社員 □学生 □家事従事 □無職 □自営業／事業主 □その他

起業予定
の有無

□起業済み □起業間近 □起業に向けて準備半ば
□起業のアイデア段階 □起業に興味がある程度 □起業予定なし

起業予定の
業種

□製造業 □建設業 □卸売業 □小売業 □不動産業
□金融・保険業 □農業・林業・漁業 □運輸業 □教育・学習支援業 □ソフトウェア・情報通信業
□医療・福祉・介護 □飲食業（カフェ） □飲食業（レストラン）
□その他の飲食業 □美容・エステ □マッサージ・整体・カイロ
□その他のサービス業 □その他 □起業予定なし

11/9（水）より募集開始！



第２1回 起業サロン
先輩起業家に聴こう！

「起業したいけれど、どうしたら実現できるかな？」
「起業に必要な心構えは何だろう？」 「現役社⾧の話を聞いてみたい！」

そんな方のために、先輩起業家の体験談を聴き、
参加者同士の交流ができる「起業サロン」を開催します！

2022.12. 14（水）
18:30-20:30

～スマホセミナー講師、管理栄養士の起業家～

管理栄養士/公認スポーツ栄養士
カラダヅクリキッチン 河合 明音さん

スマホセミナー講師
ＤＰ ＳＩＭ ＳＵＰＰＯＲＴ 笹本 純一さん

2016年9月1日から2021年11月30日まで株式会社STCの運営する携
帯ショップ勤務。2021年12月1日開業。天竜区水窪町にスマホ相談
所を2022年8月20日にオープン。世の中のデジタル化に伴い最も身
近なデジタル機器であるスマホの利用・活用について、携帯ショップ
店員時代に身に付けた知識と経験を活かし、同町内を拠点とし北遠
地域に住む高齢者をメインにスマホ講座や料金見直しを主な業務と
し活動中。

埼玉県の大学駅伝部寮に勤務し、献立作成、調理を中心に栄養サ
ポートに携わる。浜松市にUターンをし、総合病院にて臨床の経験を
積む傍ら、副業としてJリーグチームの献立作成、陸上クラブのコーチ、
高校部活動の栄養サポートなどスポーツ現場にて経験を積む。
2020年10月～起業家カフェを活用し、フリーランスに転向。

現在は料理教室を主宰しながら、実業団陸上チームの合宿帯同調理
などを行っている。



【日 時】 ２０２２年１２月１４日（水） １８：３０～２０：３０
【場 所】 浜松商工会議所 １０階 Ｂ会議室※

※コロナウイルス感染症対策のため、オンライン配信へ変更となる可能性もございます。

予めご了承ください。

※当日お車でお越しの場合は、商工会議所駐車場をご利用ください。

（駐車料金：最初の1時間は無料、以降1時間ごとに100円がかかります）

【対 象】 起業を目指す方ならどなたでもＯＫ（業種は問いません）
【定 員】 １５名（先着順）
【費 用】 無料！
【内 容】 第1部：先輩起業家の講演

講師： DP SIM SUPPORT 笹本 純一さん （スマホセミナー講師）

カラダヅクリキッチン 河合 明音さん （管理栄養士）

第2部：交流会
来場されたみなさまの情報交換の場に！

第２１回起業サロン（２０２２年１２月１４日（水） 開催） 参加申込書
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【日 時】 ２０２２年１２月１４日（水） １８：３０～２０：３０
【場 所】 浜松商工会議所 １０階 Ｂ会議室※

※コロナウイルス感染症対策のため、オンライン配信へ変更となる可能性もございます。

予めご了承ください。

※当日お車でお越しの場合は、商工会議所駐車場をご利用ください。

（駐車料金：最初の1時間は無料、以降1時間ごとに100円がかかります）

【対 象】 起業を目指す方ならどなたでもＯＫ（業種は問いません）
【定 員】 １５名（先着順）
【費 用】 無料！
【内 容】 第1部：先輩起業家の講演

講師： DP SIM SUPPORT 笹本 純一さん （スマホセミナー講師）

カラダヅクリキッチン 河合 明音さん （管理栄養士）

第2部：交流会
来場されたみなさまの情報交換の場に！

第２１回起業サロン（２０２２年１２月１４日（水） 開催） 参加申込書

■ご記入いただいた情報は、法令に定める場合を除き第三者に提供することはありませんが、はままスタートアップの創業セミナーなどのイベントに関する連絡・記録のために使用します。
【はままつスタートアップとは・・・】起業を志す皆さんのために、地域の産学官金の支援機関が連携して、起業に必要な知識習得、資金調達、販路開拓支援など、総合的に支援する体制です。
【支援機関】浜松市、（公財）浜松地域イノベーション推進機構、浜松商工会議所、㈱浜名湖国際頭脳センター、浜松イノベーションキューブ、浜松まちなかマネジメント㈱、商工会、地域金融機
関など

第21回 起業サロン 先輩起業家に聴こう！
～スマホセミナー講師、管理栄養士の起業家 ～

お申込み・お問合せは…

はままつ起業家カフェまで、Ｆａｘ 、 E-mail 、ＨＰでお申込ください！

●FAX： 053-525-9746 ●TEL：053-525-9745

●E-mail： sogyo@hama-cafe.jp ●ＨＰ：http://www.hamamatsu-startup.com

（フリガナ）

お名前

ご住所

性 別 男 ・ 女 ・ その他 年 代 10・20・30・40・50・60代以上

TEL E-Mail

起業家カフェを
知っていましたか

□前から知っていた □今回はじめて知った

現在の職業 □会社員 □学生 □家事従事 □無職 □自営業／事業主 □その他

起業予定
の有無

□起業済み □起業間近 □起業に向けて準備半ば
□起業のアイデア段階 □起業に興味がある程度 □起業予定なし

起業予定の
業種

□製造業 □建設業 □卸売業 □小売業 □不動産業
□金融・保険業 □農業・林業・漁業 □運輸業 □教育・学習支援業 □ソフトウェア・情報通信業
□医療・福祉・介護 □飲食業（カフェ） □飲食業（レストラン）
□その他の飲食業 □美容・エステ □マッサージ・整体・カイロ
□その他のサービス業 □その他 □起業予定なし

11/9（水）より募集開始！



第２1回 起業サロン
先輩起業家に聴こう！

「起業したいけれど、どうしたら実現できるかな？」
「起業に必要な心構えは何だろう？」 「現役社⾧の話を聞いてみたい！」

そんな方のために、先輩起業家の体験談を聴き、
参加者同士の交流ができる「起業サロン」を開催します！

2022.12. 14（水）
18:30-20:30

～スマホセミナー講師、管理栄養士の起業家～
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カラダヅクリキッチン 河合 明音さん

スマホセミナー講師
ＤＰ ＳＩＭ ＳＵＰＰＯＲＴ 笹本 純一さん

2016年9月1日から2021年11月30日まで株式会社STCの運営する携
帯ショップ勤務。2021年12月1日開業。天竜区水窪町にスマホ相談
所を2022年8月20日にオープン。世の中のデジタル化に伴い最も身
近なデジタル機器であるスマホの利用・活用について、携帯ショップ
店員時代に身に付けた知識と経験を活かし、同町内を拠点とし北遠
地域に住む高齢者をメインにスマホ講座や料金見直しを主な業務と
し活動中。

埼玉県の大学駅伝部寮に勤務し、献立作成、調理を中心に栄養サ
ポートに携わる。浜松市にUターンをし、総合病院にて臨床の経験を
積む傍ら、副業としてJリーグチームの献立作成、陸上クラブのコーチ、
高校部活動の栄養サポートなどスポーツ現場にて経験を積む。
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「起業に必要な心構えは何だろう？」 「現役社⾧の話を聞いてみたい！」

そんな方のために、先輩起業家の体験談を聴き、
参加者同士の交流ができる「起業サロン」を開催します！

2022.12. 14（水）
18:30-20:30

～スマホセミナー講師、管理栄養士の起業家～

管理栄養士/公認スポーツ栄養士
カラダヅクリキッチン 河合 明音さん

スマホセミナー講師
ＤＰ ＳＩＭ ＳＵＰＰＯＲＴ 笹本 純一さん

2016年9月1日から2021年11月30日まで株式会社STCの運営する携
帯ショップ勤務。2021年12月1日開業。天竜区水窪町にスマホ相談
所を2022年8月20日にオープン。世の中のデジタル化に伴い最も身
近なデジタル機器であるスマホの利用・活用について、携帯ショップ
店員時代に身に付けた知識と経験を活かし、同町内を拠点とし北遠
地域に住む高齢者をメインにスマホ講座や料金見直しを主な業務と
し活動中。

埼玉県の大学駅伝部寮に勤務し、献立作成、調理を中心に栄養サ
ポートに携わる。浜松市にUターンをし、総合病院にて臨床の経験を
積む傍ら、副業としてJリーグチームの献立作成、陸上クラブのコーチ、
高校部活動の栄養サポートなどスポーツ現場にて経験を積む。
2020年10月～起業家カフェを活用し、フリーランスに転向。

現在は料理教室を主宰しながら、実業団陸上チームの合宿帯同調理
などを行っている。



【日 時】 ２０２２年１２月１４日（水） １８：３０～２０：３０
【場 所】 浜松商工会議所 １０階 Ｂ会議室※

※コロナウイルス感染症対策のため、オンライン配信へ変更となる可能性もございます。

予めご了承ください。

※当日お車でお越しの場合は、商工会議所駐車場をご利用ください。

（駐車料金：最初の1時間は無料、以降1時間ごとに100円がかかります）

【対 象】 起業を目指す方ならどなたでもＯＫ（業種は問いません）
【定 員】 １５名（先着順）
【費 用】 無料！
【内 容】 第1部：先輩起業家の講演

講師： DP SIM SUPPORT 笹本 純一さん （スマホセミナー講師）

カラダヅクリキッチン 河合 明音さん （管理栄養士）

第2部：交流会
来場されたみなさまの情報交換の場に！

第２１回起業サロン（２０２２年１２月１４日（水） 開催） 参加申込書

■ご記入いただいた情報は、法令に定める場合を除き第三者に提供することはありませんが、はままスタートアップの創業セミナーなどのイベントに関する連絡・記録のために使用します。
【はままつスタートアップとは・・・】起業を志す皆さんのために、地域の産学官金の支援機関が連携して、起業に必要な知識習得、資金調達、販路開拓支援など、総合的に支援する体制です。
【支援機関】浜松市、（公財）浜松地域イノベーション推進機構、浜松商工会議所、㈱浜名湖国際頭脳センター、浜松イノベーションキューブ、浜松まちなかマネジメント㈱、商工会、地域金融機
関など

第21回 起業サロン 先輩起業家に聴こう！
～スマホセミナー講師、管理栄養士の起業家 ～

お申込み・お問合せは…

はままつ起業家カフェまで、Ｆａｘ 、 E-mail 、ＨＰでお申込ください！

●FAX： 053-525-9746 ●TEL：053-525-9745

●E-mail： sogyo@hama-cafe.jp ●ＨＰ：http://www.hamamatsu-startup.com

（フリガナ）

お名前

ご住所

性 別 男 ・ 女 ・ その他 年 代 10・20・30・40・50・60代以上

TEL E-Mail

起業家カフェを
知っていましたか

□前から知っていた □今回はじめて知った

現在の職業 □会社員 □学生 □家事従事 □無職 □自営業／事業主 □その他

起業予定
の有無

□起業済み □起業間近 □起業に向けて準備半ば
□起業のアイデア段階 □起業に興味がある程度 □起業予定なし

起業予定の
業種

□製造業 □建設業 □卸売業 □小売業 □不動産業
□金融・保険業 □農業・林業・漁業 □運輸業 □教育・学習支援業 □ソフトウェア・情報通信業
□医療・福祉・介護 □飲食業（カフェ） □飲食業（レストラン）
□その他の飲食業 □美容・エステ □マッサージ・整体・カイロ
□その他のサービス業 □その他 □起業予定なし
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【支援機関】浜松市、（公財）浜松地域イノベーション推進機構、浜松商工会議所、㈱浜名湖国際頭脳センター、浜松イノベーションキューブ、浜松まちなかマネジメント㈱、商工会、地域金融機
関など

第21回 起業サロン 先輩起業家に聴こう！
～スマホセミナー講師、管理栄養士の起業家 ～

お申込み・お問合せは…

はままつ起業家カフェまで、Ｆａｘ 、 E-mail 、ＨＰでお申込ください！

●FAX： 053-525-9746 ●TEL：053-525-9745

●E-mail： sogyo@hama-cafe.jp ●ＨＰ：http://www.hamamatsu-startup.com

（フリガナ）

お名前

ご住所

性 別 男 ・ 女 ・ その他 年 代 10・20・30・40・50・60代以上

TEL E-Mail

起業家カフェを
知っていましたか

□前から知っていた □今回はじめて知った

現在の職業 □会社員 □学生 □家事従事 □無職 □自営業／事業主 □その他

起業予定
の有無

□起業済み □起業間近 □起業に向けて準備半ば
□起業のアイデア段階 □起業に興味がある程度 □起業予定なし

起業予定の
業種

□製造業 □建設業 □卸売業 □小売業 □不動産業
□金融・保険業 □農業・林業・漁業 □運輸業 □教育・学習支援業 □ソフトウェア・情報通信業
□医療・福祉・介護 □飲食業（カフェ） □飲食業（レストラン）
□その他の飲食業 □美容・エステ □マッサージ・整体・カイロ
□その他のサービス業 □その他 □起業予定なし

11/9（水）より募集開始！



第２1回 起業サロン
先輩起業家に聴こう！

「起業したいけれど、どうしたら実現できるかな？」
「起業に必要な心構えは何だろう？」 「現役社⾧の話を聞いてみたい！」

そんな方のために、先輩起業家の体験談を聴き、
参加者同士の交流ができる「起業サロン」を開催します！

2022.12. 14（水）
18:30-20:30

～スマホセミナー講師、管理栄養士の起業家～

管理栄養士/公認スポーツ栄養士
カラダヅクリキッチン 河合 明音さん

スマホセミナー講師
ＤＰ ＳＩＭ ＳＵＰＰＯＲＴ 笹本 純一さん

2016年9月1日から2021年11月30日まで株式会社STCの運営する携
帯ショップ勤務。2021年12月1日開業。天竜区水窪町にスマホ相談
所を2022年8月20日にオープン。世の中のデジタル化に伴い最も身
近なデジタル機器であるスマホの利用・活用について、携帯ショップ
店員時代に身に付けた知識と経験を活かし、同町内を拠点とし北遠
地域に住む高齢者をメインにスマホ講座や料金見直しを主な業務と
し活動中。

埼玉県の大学駅伝部寮に勤務し、献立作成、調理を中心に栄養サ
ポートに携わる。浜松市にUターンをし、総合病院にて臨床の経験を
積む傍ら、副業としてJリーグチームの献立作成、陸上クラブのコーチ、
高校部活動の栄養サポートなどスポーツ現場にて経験を積む。
2020年10月～起業家カフェを活用し、フリーランスに転向。

現在は料理教室を主宰しながら、実業団陸上チームの合宿帯同調理
などを行っている。



【日 時】 ２０２２年１２月１４日（水） １８：３０～２０：３０
【場 所】 浜松商工会議所 １０階 Ｂ会議室※

※コロナウイルス感染症対策のため、オンライン配信へ変更となる可能性もございます。

予めご了承ください。

※当日お車でお越しの場合は、商工会議所駐車場をご利用ください。

（駐車料金：最初の1時間は無料、以降1時間ごとに100円がかかります）

【対 象】 起業を目指す方ならどなたでもＯＫ（業種は問いません）
【定 員】 １５名（先着順）
【費 用】 無料！
【内 容】 第1部：先輩起業家の講演

講師： DP SIM SUPPORT 笹本 純一さん （スマホセミナー講師）

カラダヅクリキッチン 河合 明音さん （管理栄養士）

第2部：交流会
来場されたみなさまの情報交換の場に！

第２１回起業サロン（２０２２年１２月１４日（水） 開催） 参加申込書
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現在は料理教室を主宰しながら、実業団陸上チームの合宿帯同調理
などを行っている。



【日 時】 ２０２２年１２月１４日（水） １８：３０～２０：３０
【場 所】 浜松商工会議所 １０階 Ｂ会議室※

※コロナウイルス感染症対策のため、オンライン配信へ変更となる可能性もございます。

予めご了承ください。

※当日お車でお越しの場合は、商工会議所駐車場をご利用ください。

（駐車料金：最初の1時間は無料、以降1時間ごとに100円がかかります）

【対 象】 起業を目指す方ならどなたでもＯＫ（業種は問いません）
【定 員】 １５名（先着順）
【費 用】 無料！
【内 容】 第1部：先輩起業家の講演

講師： DP SIM SUPPORT 笹本 純一さん （スマホセミナー講師）

カラダヅクリキッチン 河合 明音さん （管理栄養士）

第2部：交流会
来場されたみなさまの情報交換の場に！

第２１回起業サロン（２０２２年１２月１４日（水） 開催） 参加申込書

■ご記入いただいた情報は、法令に定める場合を除き第三者に提供することはありませんが、はままスタートアップの創業セミナーなどのイベントに関する連絡・記録のために使用します。
【はままつスタートアップとは・・・】起業を志す皆さんのために、地域の産学官金の支援機関が連携して、起業に必要な知識習得、資金調達、販路開拓支援など、総合的に支援する体制です。
【支援機関】浜松市、（公財）浜松地域イノベーション推進機構、浜松商工会議所、㈱浜名湖国際頭脳センター、浜松イノベーションキューブ、浜松まちなかマネジメント㈱、商工会、地域金融機
関など

第21回 起業サロン 先輩起業家に聴こう！
～スマホセミナー講師、管理栄養士の起業家 ～

お申込み・お問合せは…

はままつ起業家カフェまで、Ｆａｘ 、 E-mail 、ＨＰでお申込ください！

●FAX： 053-525-9746 ●TEL：053-525-9745

●E-mail： sogyo@hama-cafe.jp ●ＨＰ：http://www.hamamatsu-startup.com

（フリガナ）

お名前

ご住所

性 別 男 ・ 女 ・ その他 年 代 10・20・30・40・50・60代以上

TEL E-Mail

起業家カフェを
知っていましたか

□前から知っていた □今回はじめて知った

現在の職業 □会社員 □学生 □家事従事 □無職 □自営業／事業主 □その他

起業予定
の有無

□起業済み □起業間近 □起業に向けて準備半ば
□起業のアイデア段階 □起業に興味がある程度 □起業予定なし

起業予定の
業種

□製造業 □建設業 □卸売業 □小売業 □不動産業
□金融・保険業 □農業・林業・漁業 □運輸業 □教育・学習支援業 □ソフトウェア・情報通信業
□医療・福祉・介護 □飲食業（カフェ） □飲食業（レストラン）
□その他の飲食業 □美容・エステ □マッサージ・整体・カイロ
□その他のサービス業 □その他 □起業予定なし

11/9（水）より募集開始！



第２1回 起業サロン
先輩起業家に聴こう！

「起業したいけれど、どうしたら実現できるかな？」
「起業に必要な心構えは何だろう？」 「現役社⾧の話を聞いてみたい！」

そんな方のために、先輩起業家の体験談を聴き、
参加者同士の交流ができる「起業サロン」を開催します！

2022.12. 14（水）
18:30-20:30

～スマホセミナー講師、管理栄養士の起業家～
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スマホセミナー講師
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帯ショップ勤務。2021年12月1日開業。天竜区水窪町にスマホ相談
所を2022年8月20日にオープン。世の中のデジタル化に伴い最も身
近なデジタル機器であるスマホの利用・活用について、携帯ショップ
店員時代に身に付けた知識と経験を活かし、同町内を拠点とし北遠
地域に住む高齢者をメインにスマホ講座や料金見直しを主な業務と
し活動中。

埼玉県の大学駅伝部寮に勤務し、献立作成、調理を中心に栄養サ
ポートに携わる。浜松市にUターンをし、総合病院にて臨床の経験を
積む傍ら、副業としてJリーグチームの献立作成、陸上クラブのコーチ、
高校部活動の栄養サポートなどスポーツ現場にて経験を積む。
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第２1回 起業サロン
先輩起業家に聴こう！

「起業したいけれど、どうしたら実現できるかな？」
「起業に必要な心構えは何だろう？」 「現役社⾧の話を聞いてみたい！」

そんな方のために、先輩起業家の体験談を聴き、
参加者同士の交流ができる「起業サロン」を開催します！

2022.12. 14（水）
18:30-20:30

～スマホセミナー講師、管理栄養士の起業家～

管理栄養士/公認スポーツ栄養士
カラダヅクリキッチン 河合 明音さん

スマホセミナー講師
ＤＰ ＳＩＭ ＳＵＰＰＯＲＴ 笹本 純一さん

2016年9月1日から2021年11月30日まで株式会社STCの運営する携
帯ショップ勤務。2021年12月1日開業。天竜区水窪町にスマホ相談
所を2022年8月20日にオープン。世の中のデジタル化に伴い最も身
近なデジタル機器であるスマホの利用・活用について、携帯ショップ
店員時代に身に付けた知識と経験を活かし、同町内を拠点とし北遠
地域に住む高齢者をメインにスマホ講座や料金見直しを主な業務と
し活動中。

埼玉県の大学駅伝部寮に勤務し、献立作成、調理を中心に栄養サ
ポートに携わる。浜松市にUターンをし、総合病院にて臨床の経験を
積む傍ら、副業としてJリーグチームの献立作成、陸上クラブのコーチ、
高校部活動の栄養サポートなどスポーツ現場にて経験を積む。
2020年10月～起業家カフェを活用し、フリーランスに転向。

現在は料理教室を主宰しながら、実業団陸上チームの合宿帯同調理
などを行っている。



【日 時】 ２０２２年１２月１４日（水） １８：３０～２０：３０
【場 所】 浜松商工会議所 １０階 Ｂ会議室※

※コロナウイルス感染症対策のため、オンライン配信へ変更となる可能性もございます。

予めご了承ください。

※当日お車でお越しの場合は、商工会議所駐車場をご利用ください。

（駐車料金：最初の1時間は無料、以降1時間ごとに100円がかかります）

【対 象】 起業を目指す方ならどなたでもＯＫ（業種は問いません）
【定 員】 １５名（先着順）
【費 用】 無料！
【内 容】 第1部：先輩起業家の講演

講師： DP SIM SUPPORT 笹本 純一さん （スマホセミナー講師）

カラダヅクリキッチン 河合 明音さん （管理栄養士）

第2部：交流会
来場されたみなさまの情報交換の場に！

第２１回起業サロン（２０２２年１２月１４日（水） 開催） 参加申込書

■ご記入いただいた情報は、法令に定める場合を除き第三者に提供することはありませんが、はままスタートアップの創業セミナーなどのイベントに関する連絡・記録のために使用します。
【はままつスタートアップとは・・・】起業を志す皆さんのために、地域の産学官金の支援機関が連携して、起業に必要な知識習得、資金調達、販路開拓支援など、総合的に支援する体制です。
【支援機関】浜松市、（公財）浜松地域イノベーション推進機構、浜松商工会議所、㈱浜名湖国際頭脳センター、浜松イノベーションキューブ、浜松まちなかマネジメント㈱、商工会、地域金融機
関など

第21回 起業サロン 先輩起業家に聴こう！
～スマホセミナー講師、管理栄養士の起業家 ～

お申込み・お問合せは…

はままつ起業家カフェまで、Ｆａｘ 、 E-mail 、ＨＰでお申込ください！

●FAX： 053-525-9746 ●TEL：053-525-9745

●E-mail： sogyo@hama-cafe.jp ●ＨＰ：http://www.hamamatsu-startup.com

（フリガナ）

お名前

ご住所

性 別 男 ・ 女 ・ その他 年 代 10・20・30・40・50・60代以上

TEL E-Mail

起業家カフェを
知っていましたか

□前から知っていた □今回はじめて知った

現在の職業 □会社員 □学生 □家事従事 □無職 □自営業／事業主 □その他

起業予定
の有無

□起業済み □起業間近 □起業に向けて準備半ば
□起業のアイデア段階 □起業に興味がある程度 □起業予定なし

起業予定の
業種

□製造業 □建設業 □卸売業 □小売業 □不動産業
□金融・保険業 □農業・林業・漁業 □運輸業 □教育・学習支援業 □ソフトウェア・情報通信業
□医療・福祉・介護 □飲食業（カフェ） □飲食業（レストラン）
□その他の飲食業 □美容・エステ □マッサージ・整体・カイロ
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【支援機関】浜松市、（公財）浜松地域イノベーション推進機構、浜松商工会議所、㈱浜名湖国際頭脳センター、浜松イノベーションキューブ、浜松まちなかマネジメント㈱、商工会、地域金融機
関など

第21回 起業サロン 先輩起業家に聴こう！
～スマホセミナー講師、管理栄養士の起業家 ～

お申込み・お問合せは…

はままつ起業家カフェまで、Ｆａｘ 、 E-mail 、ＨＰでお申込ください！

●FAX： 053-525-9746 ●TEL：053-525-9745

●E-mail： sogyo@hama-cafe.jp ●ＨＰ：http://www.hamamatsu-startup.com

（フリガナ）

お名前

ご住所

性 別 男 ・ 女 ・ その他 年 代 10・20・30・40・50・60代以上

TEL E-Mail

起業家カフェを
知っていましたか

□前から知っていた □今回はじめて知った

現在の職業 □会社員 □学生 □家事従事 □無職 □自営業／事業主 □その他

起業予定
の有無

□起業済み □起業間近 □起業に向けて準備半ば
□起業のアイデア段階 □起業に興味がある程度 □起業予定なし

起業予定の
業種

□製造業 □建設業 □卸売業 □小売業 □不動産業
□金融・保険業 □農業・林業・漁業 □運輸業 □教育・学習支援業 □ソフトウェア・情報通信業
□医療・福祉・介護 □飲食業（カフェ） □飲食業（レストラン）
□その他の飲食業 □美容・エステ □マッサージ・整体・カイロ
□その他のサービス業 □その他 □起業予定なし

11/9（水）より募集開始！



第２1回 起業サロン
先輩起業家に聴こう！

「起業したいけれど、どうしたら実現できるかな？」
「起業に必要な心構えは何だろう？」 「現役社⾧の話を聞いてみたい！」

そんな方のために、先輩起業家の体験談を聴き、
参加者同士の交流ができる「起業サロン」を開催します！

2022.12. 14（水）
18:30-20:30

～スマホセミナー講師、管理栄養士の起業家～

管理栄養士/公認スポーツ栄養士
カラダヅクリキッチン 河合 明音さん

スマホセミナー講師
ＤＰ ＳＩＭ ＳＵＰＰＯＲＴ 笹本 純一さん

2016年9月1日から2021年11月30日まで株式会社STCの運営する携
帯ショップ勤務。2021年12月1日開業。天竜区水窪町にスマホ相談
所を2022年8月20日にオープン。世の中のデジタル化に伴い最も身
近なデジタル機器であるスマホの利用・活用について、携帯ショップ
店員時代に身に付けた知識と経験を活かし、同町内を拠点とし北遠
地域に住む高齢者をメインにスマホ講座や料金見直しを主な業務と
し活動中。

埼玉県の大学駅伝部寮に勤務し、献立作成、調理を中心に栄養サ
ポートに携わる。浜松市にUターンをし、総合病院にて臨床の経験を
積む傍ら、副業としてJリーグチームの献立作成、陸上クラブのコーチ、
高校部活動の栄養サポートなどスポーツ現場にて経験を積む。
2020年10月～起業家カフェを活用し、フリーランスに転向。

現在は料理教室を主宰しながら、実業団陸上チームの合宿帯同調理
などを行っている。



【日 時】 ２０２２年１２月１４日（水） １８：３０～２０：３０
【場 所】 浜松商工会議所 １０階 Ｂ会議室※
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※当日お車でお越しの場合は、商工会議所駐車場をご利用ください。

（駐車料金：最初の1時間は無料、以降1時間ごとに100円がかかります）

【対 象】 起業を目指す方ならどなたでもＯＫ（業種は問いません）
【定 員】 １５名（先着順）
【費 用】 無料！
【内 容】 第1部：先輩起業家の講演

講師： DP SIM SUPPORT 笹本 純一さん （スマホセミナー講師）

カラダヅクリキッチン 河合 明音さん （管理栄養士）

第2部：交流会
来場されたみなさまの情報交換の場に！
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■ご記入いただいた情報は、法令に定める場合を除き第三者に提供することはありませんが、はままスタートアップの創業セミナーなどのイベントに関する連絡・記録のために使用します。
【はままつスタートアップとは・・・】起業を志す皆さんのために、地域の産学官金の支援機関が連携して、起業に必要な知識習得、資金調達、販路開拓支援など、総合的に支援する体制です。
【支援機関】浜松市、（公財）浜松地域イノベーション推進機構、浜松商工会議所、㈱浜名湖国際頭脳センター、浜松イノベーションキューブ、浜松まちなかマネジメント㈱、商工会、地域金融機
関など

第21回 起業サロン 先輩起業家に聴こう！
～スマホセミナー講師、管理栄養士の起業家 ～

お申込み・お問合せは…

はままつ起業家カフェまで、Ｆａｘ 、 E-mail 、ＨＰでお申込ください！

●FAX： 053-525-9746 ●TEL：053-525-9745

●E-mail： sogyo@hama-cafe.jp ●ＨＰ：http://www.hamamatsu-startup.com

（フリガナ）

お名前

ご住所

性 別 男 ・ 女 ・ その他 年 代 10・20・30・40・50・60代以上

TEL E-Mail

起業家カフェを
知っていましたか

□前から知っていた □今回はじめて知った

現在の職業 □会社員 □学生 □家事従事 □無職 □自営業／事業主 □その他

起業予定
の有無

□起業済み □起業間近 □起業に向けて準備半ば
□起業のアイデア段階 □起業に興味がある程度 □起業予定なし

起業予定の
業種

□製造業 □建設業 □卸売業 □小売業 □不動産業
□金融・保険業 □農業・林業・漁業 □運輸業 □教育・学習支援業 □ソフトウェア・情報通信業
□医療・福祉・介護 □飲食業（カフェ） □飲食業（レストラン）
□その他の飲食業 □美容・エステ □マッサージ・整体・カイロ
□その他のサービス業 □その他 □起業予定なし

11/9（水）より募集開始！



第２1回 起業サロン
先輩起業家に聴こう！

「起業したいけれど、どうしたら実現できるかな？」
「起業に必要な心構えは何だろう？」 「現役社⾧の話を聞いてみたい！」

そんな方のために、先輩起業家の体験談を聴き、
参加者同士の交流ができる「起業サロン」を開催します！

2022.12. 14（水）
18:30-20:30

～スマホセミナー講師、管理栄養士の起業家～

管理栄養士/公認スポーツ栄養士
カラダヅクリキッチン 河合 明音さん

スマホセミナー講師
ＤＰ ＳＩＭ ＳＵＰＰＯＲＴ 笹本 純一さん

2016年9月1日から2021年11月30日まで株式会社STCの運営する携
帯ショップ勤務。2021年12月1日開業。天竜区水窪町にスマホ相談
所を2022年8月20日にオープン。世の中のデジタル化に伴い最も身
近なデジタル機器であるスマホの利用・活用について、携帯ショップ
店員時代に身に付けた知識と経験を活かし、同町内を拠点とし北遠
地域に住む高齢者をメインにスマホ講座や料金見直しを主な業務と
し活動中。

埼玉県の大学駅伝部寮に勤務し、献立作成、調理を中心に栄養サ
ポートに携わる。浜松市にUターンをし、総合病院にて臨床の経験を
積む傍ら、副業としてJリーグチームの献立作成、陸上クラブのコーチ、
高校部活動の栄養サポートなどスポーツ現場にて経験を積む。
2020年10月～起業家カフェを活用し、フリーランスに転向。

現在は料理教室を主宰しながら、実業団陸上チームの合宿帯同調理
などを行っている。



【日 時】 ２０２２年１２月１４日（水） １８：３０～２０：３０
【場 所】 浜松商工会議所 １０階 Ｂ会議室※

※コロナウイルス感染症対策のため、オンライン配信へ変更となる可能性もございます。

予めご了承ください。

※当日お車でお越しの場合は、商工会議所駐車場をご利用ください。

（駐車料金：最初の1時間は無料、以降1時間ごとに100円がかかります）

【対 象】 起業を目指す方ならどなたでもＯＫ（業種は問いません）
【定 員】 １５名（先着順）
【費 用】 無料！
【内 容】 第1部：先輩起業家の講演

講師： DP SIM SUPPORT 笹本 純一さん （スマホセミナー講師）

カラダヅクリキッチン 河合 明音さん （管理栄養士）

第2部：交流会
来場されたみなさまの情報交換の場に！

第２１回起業サロン（２０２２年１２月１４日（水） 開催） 参加申込書

■ご記入いただいた情報は、法令に定める場合を除き第三者に提供することはありませんが、はままスタートアップの創業セミナーなどのイベントに関する連絡・記録のために使用します。
【はままつスタートアップとは・・・】起業を志す皆さんのために、地域の産学官金の支援機関が連携して、起業に必要な知識習得、資金調達、販路開拓支援など、総合的に支援する体制です。
【支援機関】浜松市、（公財）浜松地域イノベーション推進機構、浜松商工会議所、㈱浜名湖国際頭脳センター、浜松イノベーションキューブ、浜松まちなかマネジメント㈱、商工会、地域金融機
関など

第21回 起業サロン 先輩起業家に聴こう！
～スマホセミナー講師、管理栄養士の起業家 ～

お申込み・お問合せは…

はままつ起業家カフェまで、Ｆａｘ 、 E-mail 、ＨＰでお申込ください！

●FAX： 053-525-9746 ●TEL：053-525-9745

●E-mail： sogyo@hama-cafe.jp ●ＨＰ：http://www.hamamatsu-startup.com

（フリガナ）

お名前

ご住所

性 別 男 ・ 女 ・ その他 年 代 10・20・30・40・50・60代以上

TEL E-Mail

起業家カフェを
知っていましたか

□前から知っていた □今回はじめて知った

現在の職業 □会社員 □学生 □家事従事 □無職 □自営業／事業主 □その他

起業予定
の有無

□起業済み □起業間近 □起業に向けて準備半ば
□起業のアイデア段階 □起業に興味がある程度 □起業予定なし

起業予定の
業種

□製造業 □建設業 □卸売業 □小売業 □不動産業
□金融・保険業 □農業・林業・漁業 □運輸業 □教育・学習支援業 □ソフトウェア・情報通信業
□医療・福祉・介護 □飲食業（カフェ） □飲食業（レストラン）
□その他の飲食業 □美容・エステ □マッサージ・整体・カイロ
□その他のサービス業 □その他 □起業予定なし

11/9（水）より募集開始！



第２1回 起業サロン
先輩起業家に聴こう！

「起業したいけれど、どうしたら実現できるかな？」
「起業に必要な心構えは何だろう？」 「現役社⾧の話を聞いてみたい！」

そんな方のために、先輩起業家の体験談を聴き、
参加者同士の交流ができる「起業サロン」を開催します！

2022.12. 14（水）
18:30-20:30

～スマホセミナー講師、管理栄養士の起業家～

管理栄養士/公認スポーツ栄養士
カラダヅクリキッチン 河合 明音さん

スマホセミナー講師
ＤＰ ＳＩＭ ＳＵＰＰＯＲＴ 笹本 純一さん

2016年9月1日から2021年11月30日まで株式会社STCの運営する携
帯ショップ勤務。2021年12月1日開業。天竜区水窪町にスマホ相談
所を2022年8月20日にオープン。世の中のデジタル化に伴い最も身
近なデジタル機器であるスマホの利用・活用について、携帯ショップ
店員時代に身に付けた知識と経験を活かし、同町内を拠点とし北遠
地域に住む高齢者をメインにスマホ講座や料金見直しを主な業務と
し活動中。

埼玉県の大学駅伝部寮に勤務し、献立作成、調理を中心に栄養サ
ポートに携わる。浜松市にUターンをし、総合病院にて臨床の経験を
積む傍ら、副業としてJリーグチームの献立作成、陸上クラブのコーチ、
高校部活動の栄養サポートなどスポーツ現場にて経験を積む。
2020年10月～起業家カフェを活用し、フリーランスに転向。

現在は料理教室を主宰しながら、実業団陸上チームの合宿帯同調理
などを行っている。



【日 時】 ２０２２年１２月１４日（水） １８：３０～２０：３０
【場 所】 浜松商工会議所 １０階 Ｂ会議室※

※コロナウイルス感染症対策のため、オンライン配信へ変更となる可能性もございます。

予めご了承ください。

※当日お車でお越しの場合は、商工会議所駐車場をご利用ください。

（駐車料金：最初の1時間は無料、以降1時間ごとに100円がかかります）

【対 象】 起業を目指す方ならどなたでもＯＫ（業種は問いません）
【定 員】 １５名（先着順）
【費 用】 無料！
【内 容】 第1部：先輩起業家の講演

講師： DP SIM SUPPORT 笹本 純一さん （スマホセミナー講師）

カラダヅクリキッチン 河合 明音さん （管理栄養士）

第2部：交流会
来場されたみなさまの情報交換の場に！

第２１回起業サロン（２０２２年１２月１４日（水） 開催） 参加申込書

■ご記入いただいた情報は、法令に定める場合を除き第三者に提供することはありませんが、はままスタートアップの創業セミナーなどのイベントに関する連絡・記録のために使用します。
【はままつスタートアップとは・・・】起業を志す皆さんのために、地域の産学官金の支援機関が連携して、起業に必要な知識習得、資金調達、販路開拓支援など、総合的に支援する体制です。
【支援機関】浜松市、（公財）浜松地域イノベーション推進機構、浜松商工会議所、㈱浜名湖国際頭脳センター、浜松イノベーションキューブ、浜松まちなかマネジメント㈱、商工会、地域金融機
関など

第21回 起業サロン 先輩起業家に聴こう！
～スマホセミナー講師、管理栄養士の起業家 ～

お申込み・お問合せは…

はままつ起業家カフェまで、Ｆａｘ 、 E-mail 、ＨＰでお申込ください！

●FAX： 053-525-9746 ●TEL：053-525-9745

●E-mail： sogyo@hama-cafe.jp ●ＨＰ：http://www.hamamatsu-startup.com

（フリガナ）

お名前

ご住所

性 別 男 ・ 女 ・ その他 年 代 10・20・30・40・50・60代以上

TEL E-Mail

起業家カフェを
知っていましたか

□前から知っていた □今回はじめて知った

現在の職業 □会社員 □学生 □家事従事 □無職 □自営業／事業主 □その他

起業予定
の有無

□起業済み □起業間近 □起業に向けて準備半ば
□起業のアイデア段階 □起業に興味がある程度 □起業予定なし

起業予定の
業種

□製造業 □建設業 □卸売業 □小売業 □不動産業
□金融・保険業 □農業・林業・漁業 □運輸業 □教育・学習支援業 □ソフトウェア・情報通信業
□医療・福祉・介護 □飲食業（カフェ） □飲食業（レストラン）
□その他の飲食業 □美容・エステ □マッサージ・整体・カイロ
□その他のサービス業 □その他 □起業予定なし

11/9（水）より募集開始！



第２1回 起業サロン
先輩起業家に聴こう！

「起業したいけれど、どうしたら実現できるかな？」
「起業に必要な心構えは何だろう？」 「現役社⾧の話を聞いてみたい！」

そんな方のために、先輩起業家の体験談を聴き、
参加者同士の交流ができる「起業サロン」を開催します！

2022.12. 14（水）
18:30-20:30

～スマホセミナー講師、管理栄養士の起業家～

管理栄養士/公認スポーツ栄養士
カラダヅクリキッチン 河合 明音さん

スマホセミナー講師
ＤＰ ＳＩＭ ＳＵＰＰＯＲＴ 笹本 純一さん

2016年9月1日から2021年11月30日まで株式会社STCの運営する携
帯ショップ勤務。2021年12月1日開業。天竜区水窪町にスマホ相談
所を2022年8月20日にオープン。世の中のデジタル化に伴い最も身
近なデジタル機器であるスマホの利用・活用について、携帯ショップ
店員時代に身に付けた知識と経験を活かし、同町内を拠点とし北遠
地域に住む高齢者をメインにスマホ講座や料金見直しを主な業務と
し活動中。

埼玉県の大学駅伝部寮に勤務し、献立作成、調理を中心に栄養サ
ポートに携わる。浜松市にUターンをし、総合病院にて臨床の経験を
積む傍ら、副業としてJリーグチームの献立作成、陸上クラブのコーチ、
高校部活動の栄養サポートなどスポーツ現場にて経験を積む。
2020年10月～起業家カフェを活用し、フリーランスに転向。

現在は料理教室を主宰しながら、実業団陸上チームの合宿帯同調理
などを行っている。



【日 時】 ２０２２年１２月１４日（水） １８：３０～２０：３０
【場 所】 浜松商工会議所 １０階 Ｂ会議室※

※コロナウイルス感染症対策のため、オンライン配信へ変更となる可能性もございます。

予めご了承ください。

※当日お車でお越しの場合は、商工会議所駐車場をご利用ください。

（駐車料金：最初の1時間は無料、以降1時間ごとに100円がかかります）

【対 象】 起業を目指す方ならどなたでもＯＫ（業種は問いません）
【定 員】 １５名（先着順）
【費 用】 無料！
【内 容】 第1部：先輩起業家の講演

講師： DP SIM SUPPORT 笹本 純一さん （スマホセミナー講師）

カラダヅクリキッチン 河合 明音さん （管理栄養士）

第2部：交流会
来場されたみなさまの情報交換の場に！

第２１回起業サロン（２０２２年１２月１４日（水） 開催） 参加申込書

■ご記入いただいた情報は、法令に定める場合を除き第三者に提供することはありませんが、はままスタートアップの創業セミナーなどのイベントに関する連絡・記録のために使用します。
【はままつスタートアップとは・・・】起業を志す皆さんのために、地域の産学官金の支援機関が連携して、起業に必要な知識習得、資金調達、販路開拓支援など、総合的に支援する体制です。
【支援機関】浜松市、（公財）浜松地域イノベーション推進機構、浜松商工会議所、㈱浜名湖国際頭脳センター、浜松イノベーションキューブ、浜松まちなかマネジメント㈱、商工会、地域金融機
関など

第21回 起業サロン 先輩起業家に聴こう！
～スマホセミナー講師、管理栄養士の起業家 ～

お申込み・お問合せは…

はままつ起業家カフェまで、Ｆａｘ 、 E-mail 、ＨＰでお申込ください！

●FAX： 053-525-9746 ●TEL：053-525-9745

●E-mail： sogyo@hama-cafe.jp ●ＨＰ：http://www.hamamatsu-startup.com

（フリガナ）

お名前

ご住所

性 別 男 ・ 女 ・ その他 年 代 10・20・30・40・50・60代以上

TEL E-Mail

起業家カフェを
知っていましたか

□前から知っていた □今回はじめて知った

現在の職業 □会社員 □学生 □家事従事 □無職 □自営業／事業主 □その他

起業予定
の有無

□起業済み □起業間近 □起業に向けて準備半ば
□起業のアイデア段階 □起業に興味がある程度 □起業予定なし

起業予定の
業種

□製造業 □建設業 □卸売業 □小売業 □不動産業
□金融・保険業 □農業・林業・漁業 □運輸業 □教育・学習支援業 □ソフトウェア・情報通信業
□医療・福祉・介護 □飲食業（カフェ） □飲食業（レストラン）
□その他の飲食業 □美容・エステ □マッサージ・整体・カイロ
□その他のサービス業 □その他 □起業予定なし

11/9（水）より募集開始！



第２1回 起業サロン
先輩起業家に聴こう！

「起業したいけれど、どうしたら実現できるかな？」
「起業に必要な心構えは何だろう？」 「現役社⾧の話を聞いてみたい！」

そんな方のために、先輩起業家の体験談を聴き、
参加者同士の交流ができる「起業サロン」を開催します！

2022.12. 14（水）
18:30-20:30

～スマホセミナー講師、管理栄養士の起業家～
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カラダヅクリキッチン 河合 明音さん

スマホセミナー講師
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帯ショップ勤務。2021年12月1日開業。天竜区水窪町にスマホ相談
所を2022年8月20日にオープン。世の中のデジタル化に伴い最も身
近なデジタル機器であるスマホの利用・活用について、携帯ショップ
店員時代に身に付けた知識と経験を活かし、同町内を拠点とし北遠
地域に住む高齢者をメインにスマホ講座や料金見直しを主な業務と
し活動中。

埼玉県の大学駅伝部寮に勤務し、献立作成、調理を中心に栄養サ
ポートに携わる。浜松市にUターンをし、総合病院にて臨床の経験を
積む傍ら、副業としてJリーグチームの献立作成、陸上クラブのコーチ、
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□その他のサービス業 □その他 □起業予定なし

11/9（水）より募集開始！



第２1回 起業サロン
先輩起業家に聴こう！

「起業したいけれど、どうしたら実現できるかな？」
「起業に必要な心構えは何だろう？」 「現役社⾧の話を聞いてみたい！」

そんな方のために、先輩起業家の体験談を聴き、
参加者同士の交流ができる「起業サロン」を開催します！

2022.12. 14（水）
18:30-20:30

～スマホセミナー講師、管理栄養士の起業家～

管理栄養士/公認スポーツ栄養士
カラダヅクリキッチン 河合 明音さん

スマホセミナー講師
ＤＰ ＳＩＭ ＳＵＰＰＯＲＴ 笹本 純一さん

2016年9月1日から2021年11月30日まで株式会社STCの運営する携
帯ショップ勤務。2021年12月1日開業。天竜区水窪町にスマホ相談
所を2022年8月20日にオープン。世の中のデジタル化に伴い最も身
近なデジタル機器であるスマホの利用・活用について、携帯ショップ
店員時代に身に付けた知識と経験を活かし、同町内を拠点とし北遠
地域に住む高齢者をメインにスマホ講座や料金見直しを主な業務と
し活動中。

埼玉県の大学駅伝部寮に勤務し、献立作成、調理を中心に栄養サ
ポートに携わる。浜松市にUターンをし、総合病院にて臨床の経験を
積む傍ら、副業としてJリーグチームの献立作成、陸上クラブのコーチ、
高校部活動の栄養サポートなどスポーツ現場にて経験を積む。
2020年10月～起業家カフェを活用し、フリーランスに転向。

現在は料理教室を主宰しながら、実業団陸上チームの合宿帯同調理
などを行っている。



【日 時】 ２０２２年１２月１４日（水） １８：３０～２０：３０
【場 所】 浜松商工会議所 １０階 Ｂ会議室※

※コロナウイルス感染症対策のため、オンライン配信へ変更となる可能性もございます。

予めご了承ください。

※当日お車でお越しの場合は、商工会議所駐車場をご利用ください。

（駐車料金：最初の1時間は無料、以降1時間ごとに100円がかかります）

【対 象】 起業を目指す方ならどなたでもＯＫ（業種は問いません）
【定 員】 １５名（先着順）
【費 用】 無料！
【内 容】 第1部：先輩起業家の講演

講師： DP SIM SUPPORT 笹本 純一さん （スマホセミナー講師）

カラダヅクリキッチン 河合 明音さん （管理栄養士）

第2部：交流会
来場されたみなさまの情報交換の場に！

第２１回起業サロン（２０２２年１２月１４日（水） 開催） 参加申込書

■ご記入いただいた情報は、法令に定める場合を除き第三者に提供することはありませんが、はままスタートアップの創業セミナーなどのイベントに関する連絡・記録のために使用します。
【はままつスタートアップとは・・・】起業を志す皆さんのために、地域の産学官金の支援機関が連携して、起業に必要な知識習得、資金調達、販路開拓支援など、総合的に支援する体制です。
【支援機関】浜松市、（公財）浜松地域イノベーション推進機構、浜松商工会議所、㈱浜名湖国際頭脳センター、浜松イノベーションキューブ、浜松まちなかマネジメント㈱、商工会、地域金融機
関など

第21回 起業サロン 先輩起業家に聴こう！
～スマホセミナー講師、管理栄養士の起業家 ～

お申込み・お問合せは…

はままつ起業家カフェまで、Ｆａｘ 、 E-mail 、ＨＰでお申込ください！

●FAX： 053-525-9746 ●TEL：053-525-9745

●E-mail： sogyo@hama-cafe.jp ●ＨＰ：http://www.hamamatsu-startup.com

（フリガナ）

お名前

ご住所

性 別 男 ・ 女 ・ その他 年 代 10・20・30・40・50・60代以上

TEL E-Mail

起業家カフェを
知っていましたか

□前から知っていた □今回はじめて知った

現在の職業 □会社員 □学生 □家事従事 □無職 □自営業／事業主 □その他

起業予定
の有無

□起業済み □起業間近 □起業に向けて準備半ば
□起業のアイデア段階 □起業に興味がある程度 □起業予定なし

起業予定の
業種

□製造業 □建設業 □卸売業 □小売業 □不動産業
□金融・保険業 □農業・林業・漁業 □運輸業 □教育・学習支援業 □ソフトウェア・情報通信業
□医療・福祉・介護 □飲食業（カフェ） □飲食業（レストラン）
□その他の飲食業 □美容・エステ □マッサージ・整体・カイロ
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【はままつスタートアップとは・・・】起業を志す皆さんのために、地域の産学官金の支援機関が連携して、起業に必要な知識習得、資金調達、販路開拓支援など、総合的に支援する体制です。
【支援機関】浜松市、（公財）浜松地域イノベーション推進機構、浜松商工会議所、㈱浜名湖国際頭脳センター、浜松イノベーションキューブ、浜松まちなかマネジメント㈱、商工会、地域金融機
関など

第21回 起業サロン 先輩起業家に聴こう！
～スマホセミナー講師、管理栄養士の起業家 ～

お申込み・お問合せは…

はままつ起業家カフェまで、Ｆａｘ 、 E-mail 、ＨＰでお申込ください！

●FAX： 053-525-9746 ●TEL：053-525-9745

●E-mail： sogyo@hama-cafe.jp ●ＨＰ：http://www.hamamatsu-startup.com

（フリガナ）

お名前

ご住所

性 別 男 ・ 女 ・ その他 年 代 10・20・30・40・50・60代以上

TEL E-Mail

起業家カフェを
知っていましたか

□前から知っていた □今回はじめて知った

現在の職業 □会社員 □学生 □家事従事 □無職 □自営業／事業主 □その他

起業予定
の有無

□起業済み □起業間近 □起業に向けて準備半ば
□起業のアイデア段階 □起業に興味がある程度 □起業予定なし

起業予定の
業種

□製造業 □建設業 □卸売業 □小売業 □不動産業
□金融・保険業 □農業・林業・漁業 □運輸業 □教育・学習支援業 □ソフトウェア・情報通信業
□医療・福祉・介護 □飲食業（カフェ） □飲食業（レストラン）
□その他の飲食業 □美容・エステ □マッサージ・整体・カイロ
□その他のサービス業 □その他 □起業予定なし

11/9（水）より募集開始！



第２1回 起業サロン
先輩起業家に聴こう！

「起業したいけれど、どうしたら実現できるかな？」
「起業に必要な心構えは何だろう？」 「現役社⾧の話を聞いてみたい！」

そんな方のために、先輩起業家の体験談を聴き、
参加者同士の交流ができる「起業サロン」を開催します！

2022.12. 14（水）
18:30-20:30

～スマホセミナー講師、管理栄養士の起業家～

管理栄養士/公認スポーツ栄養士
カラダヅクリキッチン 河合 明音さん

スマホセミナー講師
ＤＰ ＳＩＭ ＳＵＰＰＯＲＴ 笹本 純一さん

2016年9月1日から2021年11月30日まで株式会社STCの運営する携
帯ショップ勤務。2021年12月1日開業。天竜区水窪町にスマホ相談
所を2022年8月20日にオープン。世の中のデジタル化に伴い最も身
近なデジタル機器であるスマホの利用・活用について、携帯ショップ
店員時代に身に付けた知識と経験を活かし、同町内を拠点とし北遠
地域に住む高齢者をメインにスマホ講座や料金見直しを主な業務と
し活動中。

埼玉県の大学駅伝部寮に勤務し、献立作成、調理を中心に栄養サ
ポートに携わる。浜松市にUターンをし、総合病院にて臨床の経験を
積む傍ら、副業としてJリーグチームの献立作成、陸上クラブのコーチ、
高校部活動の栄養サポートなどスポーツ現場にて経験を積む。
2020年10月～起業家カフェを活用し、フリーランスに転向。

現在は料理教室を主宰しながら、実業団陸上チームの合宿帯同調理
などを行っている。



【日 時】 ２０２２年１２月１４日（水） １８：３０～２０：３０
【場 所】 浜松商工会議所 １０階 Ｂ会議室※

※コロナウイルス感染症対策のため、オンライン配信へ変更となる可能性もございます。

予めご了承ください。

※当日お車でお越しの場合は、商工会議所駐車場をご利用ください。

（駐車料金：最初の1時間は無料、以降1時間ごとに100円がかかります）

【対 象】 起業を目指す方ならどなたでもＯＫ（業種は問いません）
【定 員】 １５名（先着順）
【費 用】 無料！
【内 容】 第1部：先輩起業家の講演

講師： DP SIM SUPPORT 笹本 純一さん （スマホセミナー講師）

カラダヅクリキッチン 河合 明音さん （管理栄養士）

第2部：交流会
来場されたみなさまの情報交換の場に！

第２１回起業サロン（２０２２年１２月１４日（水） 開催） 参加申込書
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