
女性起業家フェア 

2015年3月15日(日)10:00～16:30 

予約制 

10:00～11:30 セミナールーム２・３  
①ハンドメイドを仕事にする～売れる手作り雑貨のヒミツ   

予約制 

13:30～15:00 セミナールーム３ 
②女性起業家のための税・経理の基礎知識～個人事業主として開業するために  

【講師】野村美由紀 (株)Woo-By.Style 代表取締役 
【定員】女性 40人 【参加費】1,000円   

15人の女性起業家が出展！ 
女性の起業がわかる、学べる、体験できる！ 

【講師】西山由美子（税理士） 
【定員】女性 20人 【参加費】1,５00円   

  

手作り品を作りたい人たちと、使いたい人たちをつなぐハ手作り品の販売を、ビジネスとして
成り立たせていくためのポイントや気になる起業後のワークライフバランスについて伺います。 

人に教えるビジネスのためのセミナー設計講座  10:00～11:15 

  

起業をめざす女性のための お役立ちセミナー セミナールーム１ 

15年間人事コンサルタントとして、200本以上のセミナー企画・研修企画開発に携わった講師が
効果的で満足度の上がる「人に教えるビジネス」のツボをわかりやすくお伝えします。 
  【講師】堀江聡子（就職未来ゼミ http://ameblo.jp/careee-mitsuki ）   

【定員】15名 【参加費】1,500円 
【お申込み】 メールにて syusyokumiraizemi@gmail.com  

一瞬でお客様の心をつかむコミュニケーション！ 11:45～13:15 

ひとことでお客様をひきつけ、確実に売上につなげる、ファン（顧客）を増やすコミュニケー
ションスキル。お客様との信頼関係を築くための２つのポイントをお伝えします。 

【講師】片田純子（Heart Communication Office Pure http://ameblo.jp/simple-smaile/）            
【定員】12名 【参加費】1,500円 
【お申込み】 メールにて pure.space4209@gmail.com 

                             女性起業家が元気をキープするための 簡単！アロマによるセルフケア講座 13:30～15:00  
 忙しい女性起業家がパフォーマンスを保つためには、自身の体調管理あってこそ！ 
アロマを使ったセルフケアで、その日の疲れをリセットし、元気と若々しさをキープ。 

【講師】宮地一美（鎌倉RoseCoeur http://www.rose-coeur.com/ ） 
【定員】 12名【参加費】3,000円（アロマロールオン 材料費込み） 
【お申込み】メールにて kazumi.0028@gmail.com 

 主催 男女共同参画センター横浜・女性起業UPルームhttp://www.uproom.info/ 

男女共同参画センター横浜（フォーラム） 

①②共通【申込】電話045(862)5052 HP:http://www.uproom.info/から 先着順 
    【保育】1歳6か月～未就学児 ※4日前までに子どもの部屋（045-862-4750）へ要予約・有料 
    【参加費免除】経済的に困難な事情がある横浜市内在住在勤在学の方が対象です。詳細はお問合せ下さい。 

起業支援
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女性起業家 
マルシェ 

＠２F生活工房 

ドリームマップで未来を描き、ライ
フオーガナイズで目標に向かって暮
らしをシンプルに整えるお手伝いを
します。フェアでは、簡単なミニド
リームマップ作成体験（300円）を
行います。 

 

 

伊藤夏美   
http://ameblo.jp/yutaka-organize 

 

②グラスリッツェン Sorriso  

専用の針でガラスに絵柄を彫って
いく、ヨーロッパ伝統工芸の教室
です。大掛かりな機械を使わずど
なたにも出来るガラス装飾を体験
できます。フェアでは卒業・入学
シーズンをイメージした「桜」を
ガラスに手掘りする体験（3,000
円）を行います。 

 木下浩子  
http://ameblo.jp/sorriso-glass 

⑥BEEVALLEY 

元SEのWEBデザイナーです。横
浜・東京で活躍する女性起業家紹
介・マッチングアプリ『WOMAN 
CONNECT（ウーマン・コネク
ト）』を2015年5月にリリース予
定。パネルによるサービス紹介と
デモを行います。 

 

 

蜂谷詠子        
http://woman-connect.jp/ 

 

③M.Color Design Office 

 
あなたが最高に輝く「ファッショ
ン」と「インテリア」を提案するカ
ラースタイリスト。パーソナルカ
ラー診断＆“印象美人”になれるメイ
クカラーアドバイス（4,500円）を
行います。下記当オフィスHP「お問
い合わせフォーム」から事前予約を
お受けします。 

河波昌美
http://www.mcolordesign.com/ 

 

⑦Natural Sweets Toitoi 

約5年間の農業経験を生かして、地産
地消の大切さや国内外のナチュラル
な良い食材を食べる事、それらの産
業を守っていく大切さを伝えていま
す。フェアでは素材にこだわった、
クッキー、スコーン、マフィン
（140円～180円）を販売します。 

 佐久間矩子
http://ameblo.jp/no0630/ 

 

④美慈工房（MICHIKA） 

 
 
経験豊富な福祉理美容士が外出する
事の困難な方のもとへ出張訪問し、
理・美容技術を提供いたします。
フェアでは福祉美容のデモンスト
レーション、サービス体験として、
ネイルと眉カット(各500円）を行い
ます。 

 齋藤博美 
http://ameblo.jp/michika-studio/ 

 

⑧クッキー専門店 plaisir 

クッキーで沢山の人をワクワク
笑顔に…！フェアでは、添加物
など余計な物は一切入っていな
い本物のハンドメイドクッキー
（単品100円～250円・詰合せ
500円～1,800円）を販売します。 

齋藤愛美
http://www.plaisircookie.com/ 

 

ミニドリームマップ作成  

  

①なりたい自分を描くドリームマップ 

仕事、家事、育児、介護で自分のケ
アを後回しにしていませんか？ 頑張
り過ぎている女性が「自分本来の心
身の健康・美・自分らしさ・楽し
さ」を取り戻せるように。フェアで
はアロマハンドトリートメント(500
円）・アロマオイル作り体験
（1,000円）を行います。 

卵・乳製品・白砂糖不使用クッキー・ケーキなど  

⑤アロマサロン「ルナフェイズ」 
女性のための心と身体の健康＆美ケア   

山崎綾乃 
http://ameblo.jp/lunarphase-aroma 

驚くほど個性が輝く！パーソナルカラー活用法 

訪問理美容サービス「りくみぃ」  

女性起業家紹介・マッチングアプリ  

ギフトクッキー・オフィスクッキーBOX 

２F 生活工房 10時～14時（食品販売は13時まで） 
 
フォーラムの「女性起業家たまご塾」を修了した女性起業家15
人が、自慢の商品やサービスを持ちよって「女性起業家マル
シェ」を開催します。ここでしか買えない？！のお買い得品も
出るかも！ 
 

体験 

手掘りガラス体験～「グラスに桜を彫る」  

予約制 

予約制 

体験 

体験 展示 

体験 販売 

体験 

予約制 

販売 



⑨みどりのとびら 

鉢バラの無農薬栽培歴約20年。植
物と関わる楽しみを、育て方から
デザイン、 ハーブやアロマ(品質の
確かなケモタイプ精油）の活用法
のレッスンを行っています。フェ
アでは、春におススメのレッスン
の紹介を行います。 

 籔雅子      
http://ameblo.jp/phyto-rose/ 

 

⑩たき田きた 

 
Webサイト診断と、ミニ講座
「起業するなら知っておきたい！
フェアでは、無料で使えて必ず役
立つWebサービス一覧」をご紹
介します。 

瀧田園（HP準備中） 

 

食２ 工房Karin 

 

新鮮なたまごや米粉、良質な
材料にこだわり、小さなお子
様から高齢者の方まで喜んで
いただけるよう心をこめて手
作りしています。 

 

安藤けい子
http://ameblo.jp/karin2397 

⑪アトリエにゃんと 

羊毛に触れることで生まれる安ら
ぎ感を多くの方に体感して頂ける
ような、オリジナル作品を作製し
ています。フェアでは、オリジナ
ルハンドメイドフェルト小物、猫
ケアグッズ （2,000円～）を販
売します。 

 

 

あべかずこ   
http://orange.ap.teacup.com/gat
osylana/ 

 

食３ 健康ごはん塾  

戸塚区や鎌倉市で、家庭でも簡単
に美味しく作れる、和食の家庭薬
膳料理をお伝えしています。フェ
アでは、身体に優しい薬膳カレー
を数量限定で販売致します。 

 

 

ちゅうがんじみゆき    
http://kenko-gohan-jyuku.com/ 

 

⑫花びぃ工房 

 
こんなアクセサリーが欲しい！お
客様自身のアイデアや要望が詰
まったわくわくするアクセサリー。
そんな素敵な１点物を作るお手伝
いをさせて下さい。フェアでは、
ハンドメイドのスワロフスキーア
クセサリー（1,000円～5,000円
を中心）を販売します。 

 島晴美
http://ameblo.jp/neohanabi 

 

ハンドメイドフェルト小物・猫ケアグッズ  

食１ Megu’s natural kitchen 

  

Webデザイン＆コンサルティング  

長男のアレルギーをきっかけに出会っ
た砂糖、油不使用、野菜たっぷりの
「重ね煮」オリジナルテキストを使用
し、講義・実習・試食の３本立てで
「基礎から応用までしっかり習得でき
る」料理教室を主宰しています。 

田島恵          
http://megu-kasaneni.com/ 

  

薬膳ランチセット 11時～売り切れ次第  

重ね煮健康料理教室  

米粉シフォンケーキと焼菓子  

ハンドメイドアクセサリー  

五感で楽しむバラとハーブ  

出店場所は裏面をご覧ください 

 ※入場自由 
 ※販売および体験については有料です。 
 
    マークの企画は事前予約を優先します。 

予約制 

予約制 

販売 

販売 

展示 

展示 

販売 

【販売品】 
シフォンケーキプレート 300円～350円  
シフォンラスク 200円・300円 
マドレーヌ300円 
お持ち帰り用シフォンケーキ680円～800円 

販売 

【販売品】限定20食 
 薬膳カレー 500円 

【陰陽調和の重ね煮】料理教室デモンストレーション 
料理教室体験と「8種野菜の和チャウダー」の試食 

1回目 10:15～10:45 
2回目 11:15～11:45 各回10人  
3回目 12:15～12:45 参加費無料  
※申込は教室HP⇒ http://megu-kasaneni.com/ 
 

体験 



15時15分（受付開始14時45分～）～16時30分 ２F生活工房 
女性起業家たまご塾修了生による、交流会を生活工房で開催します。 
女性起業家フェア出展者・起業をめざす女性とのネットワーク茶話会 
〇定員 起業をめざす女性・女性起業家40人 〇参加費500円（お茶菓子代込） 
〇お申込みは申込フォームから→http://goo.gl/forms/c4iFDQ9dNy 

問合せ〇フォーラム（男女共同参画センター横浜） 
    事業課 045-862-5052 
女性起業UPルームHP http://www.uproom.info/ 
〇交通のご案内 JR・市営地下鉄「戸塚駅」徒歩5分 
※当日駐車場は搬入車両のみ利用となりますので、 
 公共交通機関をご利用下さい。 
※提供された個人情報は今回の事業実施のみに利用し、 
 その他の目的で利用することはありません。 
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予約制 

会場 午前 午後 

 
 
 
セミナールーム１ 

★10:00～11:15 
 「人に教えるビジネス」のためのセミナー設計講座 

         ★11:45～13:15 
          一瞬でお客様の心をつかむコミュニケーション 

                    ★13:30～15:00 
                    女性起業家が元気をキープするための 
                    簡単！アロマによるセルフケア講座 

 
セミナールーム２・３ 

★10:00～11:30             
「ハンドメイドを仕事にする」 
                    ★13:30～15:00 
                    女性起業家のための税・経理の基礎知識 

 
 
生活工房 

10:00～14:00 女性起業家マルシェ 
                         ★15:15～16:30 
                          女性起業家交流会 
                          （受付14:45～） 

 
女性起業UPルーム 

★10:30～11:30         ★13:00～14:00 
女性起業UPルームナビゲーターによるミニ相談会 （無料・予約不要） 

女性起業家交流会 

２F 生活工房 


