まずは
無料体験
ワークショップへ!

日 時：6月22日（金）10:00〜12:30
対 象：6 回連続講座の受講を検討している女性の方
定 員：40名（事前予約制）
会 場：高砂コミュニティセンター

わた

草加市中央1-2-5

参加費：無料

申込み方法

1

無料体験ワークショップ

2

申込方法：お電話またはEメールにてお申し込みください。
申込締切：6月19日（火）

6回連続講座
申込方法：下記の申込書をご記入の上、
このページを複製または切り取ってご郵送ください。
申込締切： 7月4日（水）必着

草加市自治文化部産業振興課商工係

048-922-3477

TEL：

Eメール：sangyosinko@city.soka.saitama.jp

したちの

月3 万 円
ビジネス

連続講座の開催に先立ち、無料体験
ワークショップを開催します。講座
の内容や魅力をお伝えするとともに、
実際の講座の雰囲気を体験いただけ
ます。お電話またはEメールにて事
前予約の上、ぜひご参加ください！

in 草加

〒340 -8550 草加市高砂1-1-1
草加市自治文化部産業振興課商工係

＊Eメールの場合は、件名に「無料体験ワークショップ」、
本文に「お名前」と「連絡先」をご記入ください。

やりたかったことは︑

□ はい

講座受講後の夢は何ですか？

今やれることに変えられる

本講座の広報活動等に使用する写真・動画撮影に
ご協力いただけますか？

﹁じぶんらしいしごと﹂ってなんだろう？

職業

わたしたちの月３万円ビジネス講座は︑

本講座で学びたいことは何ですか？

じぶんがやりたいことや得意なことから︑

E-mail

ちいさなしごとを生み出すプロジェクト︒

FAX

好きなことを仕事にしたい

あなたの得意なこと・好きなことは何ですか？

TEL

特技や趣味を活かして役に立ちたい

〒

等身大のじぶんで︑今いる場所で︑

住所

今やれることをビジネスにしよう！

生年月日

時間や家族を大事にしながら働きたい

名前

応援しあえる仲間が欲しい

受講したいと思った理由を教えてください。

じぶんからしごとをつくるアクションで︑

ふりがな

じぶんも周りも元気になる︒

「わたしたちの月3万円ビジネス6回連続講座」

仲間が増えて︑暮らすまちが好きになる︒

参加申込書

□ いいえ

本講座は草加市におけるモデル事業として、今後の貴重な参考とするものです。このため、定員を超える応募があった場合には、事業の趣旨を鑑み、
総合的に人選させていただく場合がございます。なお、この結果、今回受講ができなかった方には、改めて次回以降の予定が決まり次第ご案内いたします。

主催：草加市 運営：choinaca 後援：草加商工会議所／草加市商店連合事業協同組合／日本政策金融公庫越谷支店
協力：café gallery CONVERSION ／つなぐば家守舎
わたしたちの月3万円ビジネスホームページ
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6回連続講座

まずは無料体験
ワークショップへ!

2018 年 6月22日（金）10 : 00〜12 : 30

6回連続講座

月３万円ビジネスを生み出して実践する全６回の連続講座です。

修了生の月３万円ビジネス

ドリームマップをつくって自分のワクワクを発見し、
仲間とのセッションを通して商品やサービスを生み出し、

わたしたちの学び舎
「café gallery
CONVERSION」

ビジネスの魅力を地域のみなさんに伝える発信力を学びます。
最終回は、地域のイベントでお店をかまえて、いざ月３万円ビジネスデビュー！
たのしく学び、具体的なアクションに落とし込む、実践プログラムです。

WAクロビ スイーツラボ

どこでもゴヤ

てしごとの家

足立邦子さん

松村美乃里さん

細井晴美さん

6回連続講座
第1回

ドリームマップで
自分大発見！

第2回

ビジネスアイデアを
生み出そう

7月20日
（金）10:00〜17:00
会場：高砂コミュニティセンター

8月3日
（金）10:30〜15:30
会場：café gallery CONVERSION

写真や雑誌の切り抜きを
使 っ て「ド リ ー ム マ ッ
プ」を 制 作。3 年 後 の 夢
を描きながら、自分がや
りたいこと、今踏み出せ
る一歩を発見します。

お互いの夢を応援するた
めに仲間で知恵を出しあ
って、魅力的なビジネス
アイデアを生み出すグル
ープセッションを実施し
ます。まずは商品性を高
めましょう！

第3回

月３万円ビジネス
モデルをつくろう

第4回

和の素材とマクロビオティックの
良さを生かして、卵・乳製品を使
わない身体に優しいお菓子を作っ
て販売しています。講座の進行が
とても楽しく、回を重ねるごとに
仲間とのつながりも深まって、課
題も全力でやり通すことができま
した。最終回にはビジネス実践が
あり、自分のやりたいことに心か
らじっくり向き合って思いを形に
できたことが今も自信につながっ
ています。今後はさらにお菓子作
りの幅を広げて、自分のお店を持
ちたいと思っています。

地域でリサーチ！
3ビズプレゼン大会

8月31日
（金）10:30〜15:30
会場：café gallery CONVERSION

9月21日
（金）10:30〜15:30
会場：つなぐば

アイデアを具体化して月
に３万円稼ぐビジネスモ
デルをつくります。ター
ゲット、経費、料金設定、
宣伝や販売の方法など、
知恵を出し合いブラッシ
ュアップ！

地域で活躍する方々にビ
ジネスモデルを発表し、
感想をいただきます。ビ
ジネスを実現に近づける
情報や知恵を収集できる
またとないチャンスです!

地域のみんなが楽しめる場所を作
りたいと思い、講座を受講しまし
た。得意な空間デザインを生かし
て、組立て式の簡単小屋キット
「ど
こでもゴヤ」を販売・レンタルす
るビジネスを生み出したことがき
っかけでまちや人とつながりがで
き、シェアアトリエ「つなぐば」
という形で夢への一歩を踏み出し
ました！ 同じ思いを共有して楽し
いことも苦しいことも一緒に乗り
越えられる仲間と出会えたことが、
いまの私のパワーになっています。
つなぐば家守舎
www.tsunaguba-yamorisya.com

開催概要
対

象：全 6回のプログラムに参加できる女性の方
※単発受講の受付はしていません。
※講座と講座の間に小グループでのミーティングや個別面談を実施します。

募集定員：16名

第5回

ビジネスの魅力を
伝えよう

最終回

地域イベントで
ビジネス実践！

10月12日
（金）10:30〜15:30
会場：café gallery CONVERSION

11月25日
（日）10:00〜15:00（予定）
会場：街グルin草加2018 関連イベント会場

商品やサービスの魅力を
伝え、口コミを生み出す
チラシづくりをレクチャ
ー。ビジネスを地域で展
開するための発信力を身
につけます。

地域のイベント「街グル
in草加2018」および関連
イベント会場内でお店を
出して、月３万円ビジネ
スを実践します。
※街グルin草加2018は草加市内
の商店街＆名物グルメが一同に
集まる年に１度の大イベント。関
連イベント内で出店しますので
グルメに関わらず出店できます。

好きなことを仕事にしたい！と思
い、受講しました。革のアクセサ
リーを販売しながらドライフラワ
ーのリース作りを教える場所を持
つことを目標に活動してきて、と
うとう「つなぐば」にお店を持つ
ことに！ 卒業後も丁寧なフォロー
アップがあり、何でも相談できる
仲間もでき、夢に向かってがんば
れます。運営のみなさんが受講生
を楽しませながら「できる！」ス
イッチを押してくれるので、ワク
ワクしながら受講できました。自
分が思っている以上の力を発揮で
きますよ。

本講座は草加市におけるモデル事業として、今後の貴重な参考とするものです。
このため、定員を超える応募があった場合には、事業の趣旨を鑑み、定員の範囲内で総合的に判断し、
受講生を決定させていただく場合があります。なお、この結果、今回受講ができなかった方には、
改めて次回以降の予定が決まり次第ご案内します。

会

場：第 1 回 高砂コミュニティセンター 草加市中央1-2-5
第２・3・5回 café gallery CONVERSION 草加市高砂1-10-3
第 4 回 つなぐば 草加市八幡町935-4
最終回 街グルin草加2018および関連イベント会場内

教材諸経費：全 6 回 15,000円
申込方法：裏面をお読みいただき、申込書をご記入の上、郵送にてお申し込みください。
申込締切：7月4日（水）

お問い合わせ
草加市自治文化部産業振興課商工係
TEL 048-922-3477 〒340-8550 草加市高砂1-1-1

月３万円ビジネス講師

矢口真紀（choinaca）
広告代理店で国内外のイベントプロデュースに
携わり、独立。『月3万円ビジネス』提唱者の藤
村靖之氏に師事し、2014年に地元杉戸町にU
ターン。ちょっと田舎で小さく愉しい自立のか
たちを提案するchoinacaを結成。本講座では、
これまで100人の仕事づくりをサポート。『し
あわせすぎマルシェ』
『仕事創造ファクトリー
ひとつ屋根の下』など、地域に仕事を生み出す
プロジェクトを展開している。

ドリームマップ講師

西澤恵理
ドリームマップ協会認定講師、米国CTI認定プ
ロフェッショナル・コーアクティブコーチ。外
資系カスタマーサービス会社に勤務し、人材開
発を担当する。また、社内コーチとして、社員
が本来の自分の強みを伸ばし、生き生きと活躍
できることを支援。仕事以外の時間で、目標達
成ツールであるドリームマップの講師として、
多くの人の夢の実現をサポートしている。

