
 

平成 30年 1月 11日 

 

「補助金活用セミナー＆個別相談会」の開催について 

 

めぶきフィナンシャルグループの常陽銀行（頭取 寺門 一義）および足利銀行（頭取 

松下 正直）は、このたび、「補助金活用セミナー＆個別相談会」を開催しますので、

下記のとおりお知らせいたします。 

本セミナーでは、平成 29 年度補正予算等で予定されている国の補助金制度の動向や

申請のポイント等について解説いたします。 

めぶきフィナンシャルグループ各社は、今後とも、お客さま・地域の成長と活性化

に向けたさまざまな情報やサービスの提供に取り組んでまいります。 

 

記 

 

名 称 補助金活用セミナー＆個別相談会 

日 時 

場 所 

定 員 

足利会場 

（定員 70 名） 

日時：平成 30 年 2 月 9 日（金）  14：00～16：00 

会場：栃木県南地域地場産業振興センター4 階 小ホール 

（足利市田中町 32-11） 

宇都宮会場 

（定員 100名） 

日時：平成 30 年 2 月 14 日（水） 14：00～16：00 

会場：栃木県青年会館コンセーレ 1 階 大ホールＡ 

（宇都宮市駒生 1-1-6） 

水戸会場 

（定員 200名） 

日時：平成 30 年 2 月 15 日（木） 13：30～15：30 

会場：常陽藝文センター7 階 ホール（水戸市三の丸 1-5-18） 

日立会場 

（定員 100名） 

日時：平成 30 年 2 月 23 日（金） 13：30～15：30 

会場：日立シビックセンター2 階 多用途ホール 

（日立市幸町 1-21-1） 

つくば会場 

（定員 200名） 

日時：平成 30 年 2 月 27 日（火） 13：30～15：30 

会場：常陽つくばビル 10階 大ホール（つくば市吾妻 1-14-2） 

内 容 

第 1 部 平成 29 年度補正予算等の内容について 

講師：関東経済産業局職員、IT ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ茨城職員 

 第 2 部 補助金申請書の書き方のポイントについて 

講師：栃木県職員、茨城県工業技術センター職員 

 第 3 部 個別相談会（茨城県内会場のみ） 

※栃木県内会場の個別相談会は別途開催いたします。 

参加費 無料 

お申込方法 

最寄の常陽銀行、足利銀行の本支店窓口、または、参加申込書をご記入の

うえ、FAX にてお申し込みください。 

【ＦＡＸ送付先】 

常陽銀行 地域協創部 029-300-2606 

足利銀行 営業推進部 028-621-1334 

※定員になり次第締切とさせていただきます。 

主 催 常陽銀行、足利銀行 

以 上 



会場 開催日 開場 説明時間 場所 定員 

栃
木 

足利 2月9日(金) 13：30 14：00～16：00 
 栃木県南地域地場産業振興ｾﾝﾀｰ   
 4階 小ホール 
 (足利市田中町32-11） 

70名 

宇都宮 2月14日(水) 13：30 
 

14：00～16：00 
 

栃木県青年会館コンセーレ  
1階 大ホールA 
(宇都宮市駒生1-1-6) 

100名 

茨
城 

水戸 2月15日(木) 13：00 13：30～15：30 
常陽藝文センター 7階 ホール 
（水戸市三の丸1-5-18） 

200名 

日立 2月23日(金) 13：00 13：30～15：30 
日立シビックセンター 2階 多用途  
ホール（日立市幸町1-21-1） 

100名 

つくば 2月27日(火) 13：00 13：30～15：30 
常陽つくばビル 10階 大ホール 
（つくば市吾妻1-14-2） 

200名 

※個別相談会は当日、先着順に締め切らせていただきますのでご了承ください。 

平成29年度補正予算 

補助金活用セミナー＆個別相談会 

 

 

 

 
 

 

 めぶきフィナンシャルグループの常陽銀行・足利銀行は、「中小企業の皆様が使いやすい」補助金のセミ

ナー及び個別相談会を開催致します。補正予算で予定されている「ものづくり・商業・サービス経営力向上
支援事業」、「サービス等生産性向上IT導入支援事業」、「経営力向上計画」等の活用は、皆様の競争力強
化につながります。ぜひお気軽にご参加ください。 

 
※茨城会場では説明時間の後に個別相談会を行います。 
※栃木会場の個別相談会は別途開催致します。 

補助金申請書の書き方のポイントについて 
 

～「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援事業」のﾎﾟｲﾝﾄをお伝えします！～ 

相談対応者：常陽銀行、茨城県工業技術センター 
専門家を活用した生産性向上相談： 茨城県よろず支援拠点、ITコーディネータ茨城          

参加無料 

第２部 

裏面の参加申込書にご記入の上、ＦＡＸでお申し込みください。 

平成29年度補正予算等の内容について 
 ～中小企業の皆様が使いやすい、ものづくり・商業・サービス経営力向上支援事業・  
サービス等生産性向上IT導入支援事業・経営強化法等を中心にご説明します～ 

第１部 

講師： 経済産業省 関東経済産業局 ご担当者 様 (栃木会場・茨城会場) 
     ＮＰＯ法人  ＩＴコーディネータ茨城 （茨城会場） 

個別相談会～申請テーマや書き方など、ご相談やご質問に対応します～ 
第３部 

講師：  栃木県産業労働観光部 工業振興課 ものづくり企業支援室 （栃木会場） 
      茨城県工業技術センター、常陽銀行 （茨城会場）           

～～～～～～～～～～～～～茨城会場のみ～～～～～～～～～～～～ 



希望会場 
（いずれかに○） 

 足利 ・ 宇都宮 ・ 水戸  ・ 日立 ・ つくば 

貴社名 業種 

所在地 
〒 

ご連絡先 TEL              ／ E-Mail 

取引金融機関                銀行                部・支店 

参加者氏名① 部署・役職 参加者氏名② 部署・役職 

        

【日立会場】 
日立ｼﾋﾞｯｸｾﾝﾀｰ（2階多用途ホール） 

【つくば会場】 
常陽つくばビル（10階大ホール） 

【水戸会場】 
常陽藝文センター（7階ホール） 

日立市幸町1-21-1 
TEL：0294-24-7711 
・JR日立駅から徒歩3分 

水戸市三の丸1-5-18（常陽郷土会館内） 
TEL：029-231-6611 
・JR水戸駅北口から徒歩10分 

つくば市吾妻1-14-2   
TEL：029-851-2132 
・つくばエクスプレス「つくば駅」A3    
 出口から徒歩5分 

※ 各会場ともお車でお越しの場合には周辺駐車場をご利用ください（銀行の駐車場はご利用いただけません）。 
  尚、駐車料金はお客様にてご負担くださいますようお願いいたします。 
※ 送信いただいた個人情報は、㈱常陽銀行および㈱足利銀行が取得し、本セミナーに関連するご連絡のみに 
  利用いたします。 
※ お申し込み受付の確認連絡はいたしませんのでご了承ください。（満席の場合のみ、ご連絡いたします。）     

補助金活用セミナー 参加申込書 

会場のご案内 

茨城県会場：㈱常陽銀行 地域協創部 行 FAX 029-300-2606 
栃木県会場：㈱足利銀行 営業推進部 行 FAX 028-621-1334 

 
お問い合わせ：㈱常陽銀行 地域協創部   白石・川村 TEL：029-300-2855 
       ㈱足利銀行 営業推進部  髙原・福田 TEL：028-626-0423 
      

 

 

 

 
【足利会場】 

栃木県南地域地場産業振興センター 
(4階小ホール) 
 

 
 

【宇都宮会場】 
栃木県青年会館コンセーレ 
(1階大ホールＡ) 

足利市田中町32-11 
TEL：0284-71-1141 
・東武伊勢崎線足利駅より徒歩5分 
 ＪＲ両毛線足利駅より徒歩15分 
 
 

宇都宮市駒生1-1-6 
TEL：028-624-1417 
・JR宇都宮駅西口よりバスで17分 
  (関東ﾊﾞｽ 作新学院駒生行き⑥・⑦番乗り場 東中丸バス停下車) 


