
日時 開催場所 イベント名

2019/7/3（水）
北海道札幌市北区北8条西2丁目
札幌第一合同庁舎

「2019年版中小企業白書・小規模企業白書」及び「ものづくり基盤技術の振興
施策（ものづくり白書）」説明会

2019/7/11（木） 北海道札幌市中央区北1条西8丁目
北海道Sports Daysキックオフフォーラム「スポーツとの地域連携～新たなかた
ちを考える」

2019/7/12（金） 北海道帯広市 全道農業関連部会交流会inとかち

2019/7/12（金）
北海道札幌市中央区北4条西5丁目
アスティ45 12階

第1回SpoPlaビジネスミーティング

2019/7/13（土） 北海道小樽市色内2丁目1番20号 北海道スポーツビジネスサミット in 小樽

2019/7/13（土） 北海道紋別郡遠軽町 遠軽がんぼう夏まつり

2019/7/16（火） 北海道札幌市 第2回ＦＯＯＤ　ＥＸＰＯ北海道

2019/7/17（水） 北海道札幌市 中小企業憲章制定９周年記念セミナー

2019/7/30（火） 北海道江別市豊幌 「第1 回スマート農業異業種連携プロジェクト」

2019/7/5（金） マリオス 188会議室
キャッシュレス・消費者還元事業（ポイント還元事業）説明会（レジ補助金に
ついても説明）

2019/7/5（金）
山形県庁 16階 1602会議室
（山形県山形市）

小規模事業者支援法の改正 及び 経営発達支援計画に関する説明会

2019/7/5（金）
パレス宮城野「はぎの間」
（宮城県仙台市青葉区）

小規模事業者支援法の改正 及び 経営発達支援計画に関する説明会

2019/7/5（金）,6（土） 仙台卸商センター産業見本市会館「サンフェスタ」 SOPTECとうほく2019

2019/7/8（月） 青森県観光物産館アスパム 5階あすなろ
キャッシュレス・消費者還元事業（ポイント還元事業）説明会（レジ補助金に
ついても説明）

2019/7/9（火） 秋田県庁第二庁舎 8階大会議室 秋田県キャッシュレス推進セミナー

2019/7/11（木） 宮城県仙台市
三井住友海上経営サポートセンター
経営セミナー

2019/7/11（木） 山形県山形市 「働き方改革」　実務対応セミナー

2019/7/12（金） 東京都港区 第6回ポランタリーチェーンフォーラム

2019/7/16（火）
秋田県庁 第二庁舎 ８階 大会議室
（秋田県秋田市）

小規模事業者支援法の改正 及び 経営発達支援計画に関する説明会

2019/7/17（水） 仙台国際センター　桜ホール 第4回セルロースナノファイバーin東北

2019/7/17（水）
宮城県仙台市
宮城県中小企業団体中央会研修室

女性経営者セミナー

2019/7/17（水） ホテルキャッスル 大宴会場「万葉」
キャッシュレス・消費者還元事業（ポイント還元事業）説明会（レジ補助金に
ついても説明）

2019/7/18（木）
青森県青森市
青森商工会議所　7階 研修室

小規模事業者支援法の改正 及び 経営発達支援計画に関する説明会

2019/7/18（木） TKP仙台カンファレンスセンター ホール2B
キャッシュレス・消費者還元事業（ポイント還元事業）説明会（レジ補助金に
ついても説明）

2019/7/19（金） コラッセふくしま 研修室
キャッシュレス・消費者還元事業（ポイント還元事業）説明会（レジ補助金に
ついても説明）

2019/7/19（金）
宮城県仙台市青葉区一番町4-6-1
仙台第一生命タワービル 11階会議室

定禅寺セミナー第1回「働き方改革法制対応」

2019/7/22（月）-8/20（火） 秋田県秋田市
ものづくり展示ホール
第18回企画展　AKITA COLLECTION vol.2

2019/7/23（火）
宮城県仙台市
パレスへいあん

経営者セミナー&異業種交流会

2019/7/23（火）
宮城県石巻市中央2-9-18
石巻商工会議所 １階

事業の未来を描くための 「つなぐセミナー」

2019/7/24（水）
宮城県仙台市青葉区一番町4-6-1
仙台第一生命タワービル 11階会議室

みやぎ・せんだい連携会議 セミナー＆企業相談会

2019/7/24（水） 岩手県盛岡市 中小企業憲章９周年のつどい・学習会

2019/7/30（火） 福島県福島市太田町13-17 知財活用基礎セミナー

2019/7/30（火）
岩手県盛岡市
マリオス  　　181会議室

小規模事業者支援法の改正 及び 経営発達支援計画に関する説明会

2019年度「中小企業の日」・「中小企業魅力発信月間」関連イベント一覧

北海道

東北



2019/7/1（月） セルリアンタワー東急ホテル 東商夏期セミナー

2019/7/1（月）
東京都港区虎ノ門3-5-1
中小企業基盤整備機構

イスラエル企業（デジタルヘルスケア分野等）との商談会

2019/7/1（月）
東京都港区虎ノ門3-5-1
中小機構企業基盤整備機構

イスラエル企業（デジタルヘルスケア分野等）とのビジネスプラン発表会

2019/7/3（水）
神奈川県横浜市中区山下町２　産業貿易センタービル９階
横浜シンポジア

台湾ビジネスセミナー

2019/7/4（木） 東京都江東区青海 TIRIクロスミーティング2019

2019/7/4（木）,5（金） 東京都新宿区 中小企業家同友会全国協議会第51回定時総会

2019/7/4（木）,5（金）
東京都千代田区
コンファレンススクエアM+　「グランド」

中小企業白書・小規模企業白書説明会

2019/7/5（金）
東京都大田区南蒲田
大田区産業プラザPiO

令和元年度「テーマ別ベンチャー企業ミートアップ」

2019/7/6（土）,13（土）,20（土）,27（土）
埼玉県草加市
草加商工会議所会館　会議室

創業塾

2019/7/7（日） 東京都千代田区 そうめんの日

2019/7/8（月）
東京都千代田区丸の内2-5-1 丸の内二丁目ビル6F 611区
TIP*S

考える!「社会課題をビジネスで解決する」～「障がい者支援施設のぶどうがサ
ミット晩餐会のワインを生む」

2019/7/9（火）
東京都千代田区丸の内2-5-1 丸の内二丁目ビル6F 611区
TIP*S

ビジネスで実践！！経営者視点で数字を語れる自分になる～会社の収支構造を
すっきり理解するワークショップ～

2019/7/9（火）
東京都中央区
全国中小企業団体中央会

中央会指導員向け消費税軽減税率対応研修会（第２回）

2019/7/9（火）
埼玉県草加市
草加商工会議所会館　事務室

「強み」を活かす経営力ＵＰセミナー

2019/7/9（火）
東京都中央区
全国中小企業団体中央会研修室

中央会指導員向け消費税軽減税率対応研修会（第２回）

2019/7/9（火） 栃木県宇都宮市 「働き方改革」　実務対応セミナー

2019/7/10（水） 東京都港区 えくすぱーと・のれっじセミナー

2019/7/10（水）
埼玉県さいたま市
大宮ソニックシティ

組合広報活動・メディア戦略支援事業「事前対策セミナー」

2019/7/10（水）
神奈川県横浜市中区太田町2-23 7F
横浜企業経営支援財団　大会議室

経営課題から考える事業の承継

2019/7/10（水）,17（水）
神奈川県横浜市中区太田町2-23 6F
F-SUSよこはまセミナールーム

集客力アップを目指すWeb活用 ～効果的なWEBツールを使って自分の強みを伝
える～

2019/7/11（木）
東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル
中小企業基盤整備機構 2階 2A-2B会議室

虎ノ門セミナー
「働き方改革」では「働き方を改革」できない！？ 働き方改革の本質と課題

2019/7/11（木）
東京都東大和市桜が丘2-137-5 中小企業大学校東京校東大
和寮3階　BusiNest内 会議室

創業者のための金融相談会

2019/7/11（木）
東京都中央区
全国中小企業団体中央会研修室

全国レディース中央会通常総会、第１回組合女性部活性化研究会

2019/7/11（木）
神奈川県足柄下郡箱根町
箱根湯本富士屋ホテル

全国官公需適格組合協議会通常総会・セミナー

2019/7/11（木）
神奈川県足柄下郡箱根町
箱根湯本富士屋ホテル

全国官公需適格組合協議会通常総会・受注力強化全国セミナー

2019/7/12（金） さいたま市中央区 「令和元年度航空宇宙産業ビジネスマッチング説明会」

2019/7/13（土）
東京都立川市柴崎町
Tschool（ツクール）

自分のオリジナル製品をイメージどおりに作るには ～デジタル工作機器ででき
ること～

2019/7/13（土）
東京都中央区
全国中小企業団体中央会研修室

全国レディース中央会通常総会、第１回組合女性部活性化研究会

2019/7/16（火）,23（火）
神奈川県横浜市中区太田町2-23 6F
F-SUSよこはまセミナールーム

自社の強みを見える化し売上アップへ！女性経営者ステージアップ講座

2019/7/16（火）
東京都千代田区丸の内2-5-1 丸の内二丁目ビル6F 611区
TIP*S

＜ビジネスワークショップ　（Basic編）＞商品やサービスを「伝えること」を
設計する！

2019/7/17（水）
東京都千代田区丸の内2-5-1 丸の内二丁目ビル6F 611区
TIP*S

里山エリアの持続可能なコミュニティ作り

2019/7/17（水）
神奈川県横浜市
神奈川県中小企業団体中央会会議室

エコアクション21セミナー

2019/7/17（水）
東京都中央区
全国中小企業団体中央会研修室

全国団体運営講習会

2019/7/17（水）
東京都千代田区
東京會舘

日本商工会議所夏季政策懇談会

2019/7/17（水） 埼玉県さいたま市 中小企業応援サミット

2019/7/18（木） さいたま市中央区
新都心ビジネス交流プラザ

創業後ステップアップ交流会

2019/7/18（木）
東京都羽村市
羽村市産業福祉センター

第10回はむらイブニングサロン「ものづくり企業のIoT製品開発」

関東



2019/7/18（木）
東京都千代田区丸の内2-5-1 丸の内二丁目ビル6F 611区
TIP*S

写真フォルダに隠れた「わたしらしさ」を見つけるワークショップ

2019/7/19（金）
東京都東大和市桜が丘2-137-5 中小企業大学校東京校東大
和寮3階　BusiNest 3階 交流コーナー

創業ゼミナール「画用紙 ビジネスコラボゲーム」

2019/7/19（金）
東京都港区南青山
南青山MANDALA

非町工場たいけん よるのえんにち！

2019/7/22（月）
東京都千代田区丸の内2-5-1 丸の内二丁目ビル6F 611区
TIP*S

日本の美意識を衣服で創造する、私の原点

2019/7/22（月）
埼玉県さいたま市
TKPガーデンシティPREMIUM大宮

イノベーションリーダーズ育成プログラム 参加募集イベント

2019/7/23（火）
東京都千代田区丸の内2-5-1 丸の内二丁目ビル6F 611区
TIP*S

第2回　＜ビジネスワークショップ　（Basic編）＞商品やサービスを「伝える
こと」を設計する！

2019/7/23（火） 東京都千代田区
三井住友海上経営サポートセンター
物流部会　経営セミナー

2019/7/24（水）
神奈川県横浜市中区太田町2-23 7F
横浜企業経営支援財団　大会議室

起業チャレンジセミナー

2019/7/24（水）
東京都千代田区丸の内2-5-1 丸の内二丁目ビル6F 611区
TIP*S

知ってるつもりの睡眠学～働く人に「本当に必要なこと」を話そう～

2019/7/26（金）
東京都千代田区丸の内2-5-1 丸の内二丁目ビル6F 611区
TIP*S

特別イベント「意味を問うデザインとは？」～イノベーションを生み出すための
新たなアプローチを学ぶ～

2019/7/26（金）
神奈川県横浜市中区日本大通11番地
横浜情報文化センター 情文ホール

横浜から世界へ
～横浜市海外事務所がビジネスのお手伝いをします！～（仮）

2019/7/27（土）
群馬県富岡市
宮本町駐車場・宮本町通り・富岡市街地周辺地域

2019「とみおか夏まつり」

2019/7/27（土）
東京都東大和市桜が丘2-137-5 中小企業大学校東京校東大
和寮3階　BusiNest 3階 セミナールーム

第2回ビジネスフォローアップ講座「新規顧客開拓とIT・データの活用」

2019/7/29（月）
東京都千代田区丸の内2-5-1 丸の内二丁目ビル6F 611区
TIP*S

自分と他者と共感していくコミュニケーションワークショップ

2019/7/30（火）
埼玉県川越市
埼玉医科大学総合医療センター

ニーズマッチングｉｎ埼玉医科大学総合医療センター

2019/7/30（火）
茨城県つくば市
つくば研究支援センター

第76回 AIST・筑波大学・TCIベンチャー技術発表会

2019/7/30（火）
東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル
中小企業基盤整備機構 9階 9A-9C会議室

虎ノ門セミナー
経営成果に不可欠な『本当の心理的安全性』を考える

2019/7/30（火）
東京都千代田区丸の内2-5-1 丸の内二丁目ビル6F 611区
TIP*S

わたしとシゴトと社会を繋ぐ第一歩「マイプロジェクト」体験ワークショップ

2019/7/30（火） 東京都千代田区
三井住友海上経営サポートセンター
物流部会　経営セミナー

2019/7/31（水） 東京都千代田区 「令和元年度航空宇宙産業ビジネスマッチング説明会」

2019/7/31（水） 東京都品川区 中小企業強靱化対策シンポジウム

2019/7/2（火）,3（水）
新潟県長岡市
アオーレ長岡

全国商店街振興組合連合会　青年講習会in長岡

2019/7/3（水）
石川県金沢市
北陸先端科学技術大学院大学

第4回 co-cafe＠JAIST 　ゼロから生み出す感性

2019/7/3（水）
静岡県三島市
三島商工会議所

製造業・建設業のための消費税対策　脱・ドンブリ経営実践セミナー

2019/7/9（火）
新潟県新潟市
新潟商工会議所　大会議室

働き方改革に向けたメンタルヘルス対策セミナー＆個別相談会

2019/7/9（火）
愛知県名古屋市中区
NAGOYA INNOVATOR’S GARAGE

NAGOYA MIRAI INNOVATORS（なごやみらい創出プロジェクト）キックオフ

2019/7/11（木）
新潟県小千谷市
小千谷商工会議所３階ホール

小売店・飲食店の軽減税率対応セミナー

2019/7/13（土）
長野県佐久市
佐久商工会議所会館

ITなんでも相談室

2019/7/13（土）,27（土）
愛媛県八幡浜市
新町商店街

『路酒場　楽座』

2019/7/17（水）
福井県福井市
福井県中小企業産業大学校

軽減税率　最終確認セミナー

2019/7/17（水）
愛知県名古屋市守山区下志段味穴ヶ洞2271-129
サイエンス交流プラザ　中会議室

働きやすい職場のための 「報告・連絡・相談」セミナー

2019/7/18（木）
静岡県浜松市
浜松商工会議所会館301会議室

第1回やらまいか経営塾

2019/7/18（木）
愛知県名古屋市
名古屋商工会議所５階D会議室

円満承継スタートアップ講座

2019/7/19（金） 金沢商工会議所 北陸・インド交流会議・Indian day in KANAZAWA

2019/7/20（土）,21（日） 新潟県十日町市松代 松代観音まつり(まつだい商工まつり)

2019/7/22（月）
岐阜県関市
関商工会議所　2階会議室

エアレジ体験・活用セミナー

2019/7/23（火） 長野県長野市 海外バイヤー招へい個別商談会

中部



2019/7/23（火） 愛知県名古屋市
三井住友海上経営サポートセンター
物流部会　経営セミナー

2019/7/23（火）
新潟県新潟市
万代島ビル６階　会議室

消費税軽減税率対策セミナー

2019/7/24（水）
静岡県三島市
三島商工会議所

Q&A方式でわかる消費税軽減税率制度

2019/7/24（水）-8/23（金）
静岡県三島市
市内商店街　他

なりわい体験塾

2019/7/26（金）
愛知県名古屋市
名古屋商工会議所２階ホール

第58回名商ビジネス交流会

2019/7/29（月） 静岡県浜松市 「働き方改革」「ハラスメント防止」セミナー

2019/7/31（水） 石川県小松市 組合企業向け人事労務セミナー

2019/7/1（月）,2（火） 京都府京都市左京区 第６回次世代農業サミット

2019/7/2（火）
京都府京都市
京都経済センター

ライフサイエンス分野における地域への対日直接投資カンファレンス

2019/7/3（水）
京都府京都市
京都商工会議所

第２回 知恵産業の森サロン 「事業のエンターテイメント化で顧客を増やす！」

2019/7/3（水） 三重県津市 消費税軽減税率対策窓口相談等事業講習会

2019/7/4（木）,5（金） 大阪市住之江区 フードストアソリューションズフェア2019

2019/7/5（金）
三重県津市
アスト津

三重の就職・転職フェア

2019/7/5（金） 大阪府大阪市 第２回近畿ＧＦＰ輸出セミナー（第24 回輸出セミナー＆情報交換会）

2019/7/5（金）,23（火）
大阪府東大阪市
東大阪商工会議所　本所本館

第54回工業振興月間　人手不足への取り組み“生産性向上”術　セミナー

2019/7/6（土）
大阪府大阪市
なんばパークスタワー

アトツギのための新規事業アイデア発想ワークショップ！

2019/7/6（土）,27（土）
大阪府松原市
松原商工会議所会館

第５回創業塾

2019/7/6（土）,21（日）,28（日） 滋賀県栗東市 イノベーション型事業承継セミナー

2019/7/8（月） 奈良県橿原市
分かりやすい『働き方改革関連法』セミナー
～今、企業が対応すべきポイント～

2019/7/9（火） 三重県四日市市 消費税軽減税率対策窓口相談等事業講習会

2019/7/9（火）
大阪府大阪市
OMMビル

第9回タイ国ファッション＆テキスタイル製品展示商談会in大阪

2019/7/10（水）
大阪市中央区
大阪商工会議所

ＭｏＴＴｏ ＯＳＡＫＡ オープンイノベーションフォーラム With 大阪ガス㈱

2019/7/10（水） 奈良県奈良市
分かりやすい『働き方改革関連法』セミナー
～今、企業が対応すべきポイント～

2019/7/12（金）
大阪府大阪市
大阪商工会議所

パキスタン大手繊維企業との交流・商談会

2019/7/13（土） 大阪府大阪市 2019年憲章・条例推進月間企画

2019/7/16（火）
兵庫県神戸市
ホテル北野プラザ六甲荘

異業種交流のすゝめ ミーティング

2019/7/16（火）,17（水）
京都府京都市
京都経済センター

「働きたくなる地域企業のつくりかた」第3回ランチタイム座談会

2019/7/17（水）
大阪府東大阪市
東大阪商工会議所　本所別館2階ホール

第54回工業振興月間　人手不足への取り組み“生産性向上”術　講演会

2019/7/18（木） 大阪府大阪市 IT導入補助金セミナー

2019/7/20（土） 京都府京都市内 京都ジョブ博（京都府等との共催）

2019/7/20（土）,23（火）
兵庫県加西市
四ツ目旅館

OB交流会　温故知新

2019/7/22（月）
和歌山県
ホテルアバローム紀の国

わかやま産業交流サロン

2019/7/23（火）
兵庫県加西市
加西健康福祉会館

7月度例会　消費税増税への備え

2019/7/23（火） 大阪市中央区北浜4－3－1
三井住友海上　大阪淀屋橋ビル３階大会議室

貨物自動車運送事業者さま向け
運行管理者試験（貨物）直前対策セミナー

2019/7/24（水） 大阪市北区梅田2-5-25 製造業における外国人材受入れセミナー

2019/7/24（水）
京都府京都市
京都経済センター

京都アトツギイノベーションプロジェクト～「アトツギイノベーション ミート
アップ」

2019/7/25（木）
京都府京田辺市興戸地蔵谷1番地 同志社大学京田辺キャン
パス内　D-egg 2階 会議室

D-egg Salon セミナー 「働き方改革関連法に対応する適正な労務管理」

近畿



2019/7/27（土）
大阪府大阪市
大阪産業創造館

起業スタートアップEXPO 2019

2019/7/30（火）
京都府京都市
京都リサーチパーク

BIO×HARD techシンポジウム「ライフサイエンスの異分野連携による新たなイ
ノベーション」

2019/7/31（水）
大阪府松原市
松原商工会議所会館

危機管理委員会公開セミナー

2019/7/2（火） 広島県広島市 中小企業憲章閣議決定9周年記念行事

2019/7/3（水）,4（木）
岡山県岡山市
岡山コンベンションセンター

第８回商工会議所経営指導員 全国研修会（支援力向上全国フォーラム）

2019/7/5（金） 広島市中区
三井住友海上経営サポートセンター
物流部会　経営セミナー

2019/7/5（金）
広島県広島市中区東千田町1-1-61
いいオフィス広島

「『デザイン経営』を知る。」セミナー

2019/7/6（土） 岡山県岡山市 「女子学生（リケジョ）と女性経営者との本音の就活トーク」

2019/7/6（土） 岡山県岡山市 「女子学生（リケジョ）と女性経営者との本音の就活トーク」

2019/7/10（水）
山口県宇部市
宇部商工会議所

起業塾第二部「ビジネスプラン作成講座」

2019/7/11（木） 広島商工会議所　１０１号会議室 2019年版 中小企業白書・小規模企業白書・ものづくり白書説明会

2019/7/11（木）
山口県宇部市
宇部商工会議所

夏季・一日公庫

2019/7/12（金）
 広島県東広島市
近畿大学工学部

第１回マッチングフォーラム開催

2019/7/13（土） 岡山県岡山市 第１４回おかやまローカルアソシエイト

2019/7/16（火）
広島県広島市
イノベーション・ハブ・ひろしまCamps

Camps Startup Acceleration Session

2019/7/17（水）
山口県宇部市
宇部興産ビル　401・402会議室

「これからはじめる広報」例会

2019/7/20（土） 広島県呉市 呉市中小企業・小規模企業振興基本条例実践シンポジウム

2019/7/30（火） 岡山県岡山市北区駅元町 地方創生「トマトアグリフードフェアー2019」

2019/7/1（月） 香川県高松市 2019年版「中小企業白書」「小規模企業白書」及び「ものづくり白書」説明会

2019/7/2（火） 香川県内 うどんの日

2019/7/5（金）
愛媛県松山市
道後ふなや

中央会青年部協議会セミナー

2019/7/10（水）
香川県高松市
サンポートホール高松

「ベトナム企業経営者との展示交流会＆商談会in高松」

2019/7/10（水）
香川県高松市サンポート2-1
サンポートホール高松　第2小ホール

ベトナム企業経営者との展示交流会＆商談会in高松

2019/7/17（水） 徳島県徳島市
三井住友海上経営サポートセンター
物流部会　経営セミナー

2019/7/31（水）
香川県高松市
サンメッセ香川小展示場

かがわ農商工連携ファンド事業「新商品発表会」

2019/7/4（木）
大分県大分市
大分商工会議所ビル

中小企業魅力発信月間「新商品・新サービス合同プレス発表会」

2019/7/5（金）
福岡県福岡市博多区祇園町4-2 サムティ博多祇園BLDG
中小企業基盤整備機構 九州本部 1階 セミナールーム

産学官交流研究会 博多セミナー（一金会）

2019/7/12（金）
宮崎県延岡市
岡富コミュニティセンター

中小企業振興基本条例制定にむけての学習会ー持続可能な「まち」を共につく
る

2019/7/13（土）
福岡県嘉麻市
サルビア道路

サルビアマーケット

2019/7/14（日） 鹿児島県志布志市志布志町 2019志布志みなとまつり

2019/7/17（水）
宮崎県日向市
日向商工会館

消費税軽減税率セミナー「キャッシュレス決済入門セミナー」

2019/7/17（水）
長崎県長崎市
スタートアップ交流拠点『 CO-DEJIMA 』

2019年 スタートアップラウンジ（第4回）

2019/7/17（水） 大分県大分市 Oita Starring Woman 2019 キックオフイベント開催

2019/7/18（木）
福岡県福岡市
福岡合同庁舎本館

第124回エコ塾in福岡「食品と環境ビジネス」

2019/7/19（金）
沖縄県那覇市小禄1831-1
沖縄産業支援センター 1階 展示場

守礼門プログラム2019商談セミナー「食品流通業界の最新トレンドと長期育成
できる売れる商品開発」

2019/7/19（金） 熊本県八代市 ロボット・ＡＩを活用した生産性向上セミナー

中国

四国

九州・沖縄



2019/7/20（土） 福岡県嘉麻市内 買物応援バス

2019/7/20（土） 鹿児島県南九州市知覧町 第24回知覧ねぷた祭り

2019/7/24（水） 福岡県福岡市博多区 「成長戦略2019」説明会

2019/7/26（金） 鹿児島県鹿児島市 「働き方改革」　実務対応セミナー

2019/7/26（金） 鹿児島県薩摩川内市樋脇町 第31回市比野温泉杯サッカー大会（中学生）

2019/7/28（日） 鹿児島県南九州市川辺町 川辺祇園祭

2019/7/3（水）,7/9（火）,7/12（金）,
7/17（水）,7/19（金）

名古屋
高松
大阪
仙台
東京

海外進出戦略セミナー

※イベント情報は随時更新予定
※イベント登録をご希望の方は、中小企業の日ロゴ問い合わせ <chusyokigyonohi-toiawase@meti.go.jp>までご連絡ください。

全国
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