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中小企業ニュースレターのオフィス
件名:完全に再開するウェビナーの準備; 小規模事業助成金

2021 年 6 月 7 日

親愛なる読者へ
ハッピープライド月間！今朝、ロンドン・ブリード市長は、市庁舎で毎年開催されるLGBTQプライド月間のキ
ックオフと国旗掲揚式を祝いました。今年のプライド月間はパンデミックの影響で違ったように見えますが、
コミュニティは今も安全に集まり、一連の対面式およびバーチャル イベントを通じて LGBTQ の歴史とコミュニ
ティを祝います。ここで追加のイベントをチェックし、追加情報についてはここでSan Francisco Pride にアクセ
スしてください。
申し訳ありませんが、中小企業庁は現在、予約制の対面サポートのみを受け付けています。ケース マネージャ
ーの 1 人と会う約束をスケジュールするには、sfosb@sfgov.org に電子メールを送信するか、415-554-6134 に電
話してください。我々はまた、チェックするために、企業を奨励oewd.org/covid19資源のためにしばしば。
連帯で、
小規模事業所

お知らせ:
ウェビナーの完全な再開に向けて準備中 – 6/8
経済労働力開発局は、明日6/8の午後4時30分からウェビナーを開催します. ここでRSVP。参加者が定員に達し
た場合でも、https://www.facebook.com/SFOEWD のFacebook ページでウェビナーのライブストリームを視聴で
きます。
SF ポート、ポップアップ パーク活性化イニシアチブのパートナーを募集
今月初め、サンフランシスコ港は、アクティブ化するための資格 (RFQ) の要求を発行しました。
エキサイティングな一時的なイベントやアクティビティがあるウォーターフロントの公園やオープン スペー
ス。RFQは、港がウォーターフロントに沿ったイベントや活動を安全に開発、促進、開始するために協力す
る、多様で経験豊富なパートナーのプールを確立します。
一時的な活動およびイベントには、以下が含まれますが、これらに限定されません。
文化E通気口
アスレチックショーケース
アート インスタレーション、展示会、パフォーマンス
食品および飲料の譲歩
小売市場
公園の映画とドライブインシアター
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活動の規模と範囲はさまざまで、最大期間は 1 年です。ポートの目標は、
すべてのサイトに幅広い機会があり、さまざまなエキサイティングなオプションを一般に提供しています。
RFQ は、小規模、中規模、および大規模なイベントや活動のために提案されたアクティベーションを具体的に
求めます。
提案の提出期限は 2021 年 6 月 17 日午後 2 時です。港は、今年の夏にライセンスと許可を実行する予定で、最
初の活動は 8 月に予定されています。RFQはで、ポートのWebサイトからダウンロードできます：
www.sfport.com/PopUpRFQ。
SBAグロースアクセラレーターファンドコンペティション
番目の

L週ASTは、中小企業庁（SBA）が発表された6の発売

規模で革新の経済内の過小評価のコミュニティへの投

資に拍車をかけて狙っ新しいコンポーネントを追加して年間成長アクセラレータ基金コンテスト。SBA は、国
内のイノベーションに焦点を当てた起業家支援組織 (ESO) から、全国のディープテック中小企業の立ち上げ、
成長、および規模を加速するためのプログラムの概要を説明する提案を求めています。提案は 7 月 2 日の
4:00EDT までに受け付けられます。詳細については、こちらをご覧ください。

ウェビナー:
完全な再開に向けて準備中のウェビナー – 2021 年 6 月 8 日火曜日、午後 4 時 30 分
経済労働力開発局は、明日6/8の午後4時30分からウェビナーを開催します. ここでRSVP。参加者が定員に達し
た場合でも、https://www.facebook.com/SFOEWD のFacebook ページでウェビナーのライブ ストリームを視聴で
きます。
SFO での今後のレストラン コンセッションの機会 – 2021 年 6 月 15 日火曜日午前 9:30 PDT
SFO での今後のレストラン コンセッションの機会に関するディスカッションにご参加ください。この機会は、
空港コンセッションを運営したことがない中小企業のみを対象としています。
このディスカッションでは、空港でのレストランの運営と、レストランの街角やショッピング モールでの運営
との主な違いについて学びます。また、SFO での運営に必要な標準的な最低資格と必要な支出 (プロフォーマ予
算) についても学びます。これはディスカッションであるため、資格と運用要件についての考えを共有し、今
後の募集の内容に影響を与える可能性がある十分な機会があります。
SFO の譲歩は、空港の利用者と従業員に、食品、飲料、小売り、銀行や荷物カートなどの乗客サービスを提供
します。この議論は、ターミナル 3 の搭乗エリア F にあるレストラン (飲食店) のリースの募集 (RFP) の形成に
役立ちます。
Microsoft Teams ミーティング-コンピューターまたはモバイル アプリで参加
ミーティングに参加するにはここをクリックしてください
または電話で（音声のみ）
650-466- +1 0290 ,, 677620492＃米国、サンノゼ
電話会議ID: 677 620 492#
小規模事業者向けの税金に関するヒント – 2012 年 6 月 16 日水曜日、午後 4 時
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税金を適切に申告して支払うことで、将来的にあなたとあなたのビジネスの時間とお金を節約できます。
Renaissance Center に参加して、連邦税法に準拠するために提出する必要があるもの、見積支払額を計算する簡
単な方法、ベスト プラクティスの記録、COVID-19 法制が税にどのように影響するかなどを学びましょう! ここ
をクリックして登録します。
6 月 17 日リスニング セッション – 2021 年 6 月 17 日木曜日午後 12 時 (PDT)
Pacific Community Ventures (PCV)は、6 月 17 日午後12時に PDT の午後12時に、黒人のビジネス オーナー、コミュ
ニティ リーダー、および利害関係者がバーチャル コミュニティに集まり、過去 1 年間の黒人のビジネス オー
ナーの経験と努力を祝い、ジューンティーンスを称えます。そしてあなたの話を聞く。参加してあなたのスト
ーリーを共有し、コミュニティにもたらすさらなるサポートをどのように促進できるかを共有してください。
詳細と登録はこちら.
その他の人々のお金– 2021 年 6 月 21 日月曜日18:00
株式、ローン、貿易信用、前払い収益、寄付、または資金源の組み合わせのいずれを使用していても、他人の
お金を使用してビジネスを立ち上げたり成長させたりすると、不愉快な驚きや法的紛争のリスクが非常に高く
なります。このワークショップは、さまざまな中小企業の資金調達タイプのリスクと機会を調査し、自分を守
るために書面で事前に法的権利と義務を明確に定義する方法を理解するのに役立ちます。ここをクリックして
登録します。
軌道に乗る - 2021 年 6 月 24 日木曜日午前 11:00 PDT
中小企業庁 (SBA) と公立私立戦略研究所 (PPSI) は、次のような教育の機会をいくつか提供しています。
SBAで利用可能な新規および既存のプログラムを学び、活用するために今できるステップについて聞い
てください
バイデン・ハリス政権によるプログラムと最近の政策発表に関する最新情報を入手する
SBAリーダーシップと中小企業の専門家に質問に答えてもらいます
コミュニティでワクチンのリーダーになる方法を学びましょう
ビジネスをデジタル化するために使用できるツールとリソースを見つけてください
このウェビナーは、アリゾナ、カリフォルニア、GU、HI、NV の SBA リージョン 9 サービングに焦点を当てま
す。ここに登録してください。

資金RESOURCE UPDATES ：
SF ニューディール 中小企業債務救済助成プログラム – NEW
SF New Deal は、サンフランシスコの中小企業に1,000,000 ドルの債務救済を配布するマイクロ助成プログラム
を開始しました。
2,500 ドルの助成金が 400 の中小企業に与えられます。この助成プログラムは、SF ニューディールのプログラ
ムに参加したことのない、新しくオープンしたビジネスを含むすべての小規模ビジネスに利用できます。応募
するビジネスはレストランである必要はありません。たとえば、書店、小売店、ネイルサロン、または影響を
受けるあらゆる種類の中小企業が応募することをお勧めします。
個人は、助成金を受け取るために自分のビジネスを申請するか、助成金のためにお気に入りの中小企業を指名
することができます。申請と指名の詳細は、SF New Deal Small Business Debt Relief Grant Program ページに記載さ
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れています。応募期間は2021年6月1日～6月30日です。助成金の発表は2021年7月31日までに行います。
キッチンゼロ SFグラント - OPEN
すべてのSFを呼び出すfがOOD S erviceのrが得意bをusinesses 。サンフランシスコ環境省のキッチン ゼロ助成金
(最大 14,500 ドル) を活用して、食品廃棄物追跡ソフトウェアを使用して追加の購入および廃棄コストを削減し
ながら、必要なサンフランシスコの人々を養うための食用食品の救助を支援します。助成金は、2021 年 9 月ま
で先着順で利用できます。今日、ケリー ガハーティ、商業ゼロ廃棄物アシスタント コーディネーター(
kelly.gaherty@sfgov.orgまたは 415-355-3768) に連絡してサインアップしてください。
SBAの更新
シャッター付き会場運営者助成金 (SVOG) – OPEN
Shuttered Venue Operators Grant (SVOG) アプリケーション ポータルは、ライブ会場、ライブ舞台芸術団体、美術
館、映画館の運営者、ライブ会場のプロモーター、劇場のプロデューサー、タレントの代表者が重大な経済的
救済を申請できるようになりました。SVOG プログラムは、162 億ドル以上の助成金に充当されました。これら
の資金のうち、少なくとも 20 億ドルは、最大 50 人のフルタイムの従業員がいる適格な SVOG 申請のために予
約されています。適格な申請者は、1 回の助成金で最大 1,000 万ドルまで、総収益の 45% に相当する助成金の
資格を得ることができます。SBA は、先入れ先出し方式で SVOG 申請を受け付けており、申請を受け取ると、
申請者をそれぞれの優先期間に割り当てます。詳細と申し込みについては、
https://www.svograntportal.sba.gov/s/ にアクセスしてください。
経済的損害災害融資 (EIDL) – OPEN
COVID-19 への対応として、中小企業の所有者は、経済的損害災害融資 (EIDL) を申請して、財政的義務と運営費
を満たすことができます。融資額は 30 年間で 3.75% の固定金利で $500,000 まで可能です。前払いのペナルテ
ィや手数料はありません。詳細と申し込みについては、sba.gov / eidlにアクセスしてください。

COVID-19 関連の発表とリソースの最新情報を入手するには、https://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news で
e-ニュースにサインアップしてください。
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