2022年度宮代町杉戸町共催起業創業支援事業

6回連続講座 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。

や りた

か った こと は 、今 や れ る

募集定員：12名

こと
に

申込み多数の場合には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。
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場：1・2・3・5回目 しごと創造ファクトリー ひとつ屋根の下 杉戸町杉戸3-9-16
4 回目 宮代町立コミュニティセンター進修館 宮代町笠原1-1-1
最終回 『321の市』 古利根川「古川橋」付近の散策路
開催は新型コロナウイルスの状況をふまえて判断します。
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諸 経 費：全 6 回 15,000円
申込方法：下記の「申込み方法」をお読みください。
申込締切：11月21日（月） ※郵送の場合は必着
お問い合わせ：宮代町産業観光課 ☎0480-34-1111（内線265） 〒345-8504 埼玉県南埼玉郡宮代町笠原1-4-1
杉戸町産業振興課 ☎0480-33-1111（内線309） 〒345-8502 埼玉県北葛飾郡杉戸町清地2-9-29

申込み方法
まずは無料体験
ワークショップへ!

無料体験ワークショップ
11月7日（月）

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。
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、
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。
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まずは無料体験ワークショップへ!

2022年 11月 7日（月）10:00〜12:30

企画運営

12月7日（水）スタート

6回連続講座

choinaca

ちょっと田舎で「小さくたのしい自立のかたち」を提案する『choinaca（ちょい
なか）』です。本講座を通して286名の仕事づくりをサポートしてきました。私
たちが運営する『しごと創造ファクトリー ひとつ屋根の下』が今回の学び舎です。
仕事づくりを起点に一人ひとりのパワーと地域のリソースが循環すれば、人もま
ちも元気になる！等身大のアクションで、私たちと一緒に踏み出しましょう！

申込方法：お電話にてお申し込みください。
（月〜金／ 9:00〜17:00）
申込締切：11月4日（金）

11月7日（月）10:00〜12:30
コミュニティセンター進修館
小ホール

宮代町産業観光課 ☎ 0480 -34 -1111（内線 265）
杉戸町産業振興課 ☎ 0480 -33 -1111（内線309）

埼玉県南埼玉郡宮代町笠原1-1-1
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）
参加費：無料

6回連続講座

12月7日（水）スタート

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。お電話にて事前予約の上、お
気軽にご参加ください！

申込方法：下記よりお選びください。
① 郵送：下ページの申込書をご記入の上、
複製または切り取って郵送
② フォーム：右下のQRコードを読み取り、
Googleフォームに必要事項を入力
申込締切：11月21日（月）
※郵送の場合は必着
宮代町産業観光課「3ビズ係」
〒345 - 8504
埼玉県南埼玉郡宮代町笠原1- 4 -1

参加申込書「わたしたちの月3 万円ビジネス6回連続講座」

6回連続講座

ふりがな

名前
第1回

ドリームマップで
自分大発見！

第4回

地域でリサーチ！
3ビズプレゼン大会

2022年12月7日（水）10:00〜17:00
会場：しごと創造ファクトリー ひとつ屋根の下

2月1日（水）10:30〜15:30
会場：宮代町立コミュニティセンター進修館

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

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！

ら、自分がやりたいこと、今踏み出せる一
歩を発見します。

住所

生年月日（西暦）

〒

TEL（日中連絡のつく番号）

E-mail

SNSなどのアカウント（ある方のみ）

第2回

ビジネスアイデアを
生み出そう

第5回

12月21日（水）10:30〜15:30
会場：しごと創造ファクトリー ひとつ屋根の下

□ はい □いいえ

受講したいと思った理由を教えてください。

商品やサービスの魅力を伝え、口コミを生
み出す秘訣やディスプレイの実践レクチャ
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。

月３万円ビジネス
モデルをつくろう

最終回

地域イベントで
ビジネス実践！

2023年 1月11日（水）10:30〜15:30
会場：しごと創造ファクトリー ひとつ屋根の下

3月19日（日）11:00〜15:00
会場：『321の市』古利根川「古川橋」付近の散策路

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！

地域でお店を出して月３万円ビジネスを実
践します！物販やワークショップなど出店
方法はさまざまです。開催は新型コロナウ
イルスの感染状況をふまえて判断します。

※ドリームマップは一般社団法人ゆめのチカラの登録商標です。認定ドリームマップファシリテーター：西澤恵理氏

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？

2月15日（水）10:30〜15:30
会場：しごと創造ファクトリー ひとつ屋根の下

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

ビジネスの魅力を
伝えよう

職業

https://dream-map.co.jp

あなたの得意なこと・
好きなことは何ですか？
本講座で学びたいことは
何ですか？
講座受講後の夢は
何ですか？

主催：宮代町・杉戸町
運営：choinaca合同会社
協力：わたしたちの月 3 万円ビジネス卒業生

わたしたちの月3万円
ビジネスホームページ

www.sanbiz.jp
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HARUCHIKA MADE

板垣麻樹子さん

放課後駄菓子屋ふさや

佐藤洋子さん

太田知花さん

型紙てらす

宍戸ゆみさん

渡辺智恵子さん

羊毛フェルトの講師活動を始めて５年が過

“美味しいもので幸せに” をコンセプトに

庭で育てた花や、身近に咲いている花で押

私の3ビズは「学区外の小学校へ通う息子

ものづくりが好きな私は、育児中に美しい

ぎ、
「新しい何か」を模索していた頃、3ビ

店舗のない菓子屋をやっています。マフィ

し花を作っています。押し花は趣味でした

の下校問題」がきっかけとなって生まれま

伊勢型紙に出合って惹かれました。3ビズ

ズに出合いました。講座を通して、羊毛で

ンやケーク・サレなどの焼き菓子を中心に、

が、植物を育てることには苦手意識があり

した。地域の商店の軒先をお借りして、学

のお約束は、ニーズよりも自分のワクワク

衣服を繕うなど生活に役立つ実用的なビジ

毎月マルシェに出店。場所に合わせて季節

ました。でも、できるかどうかよりワクワ

校のある平日の夕方だけ駄菓子屋を開きな

を大切にするということ。伝統工芸品の伊

ネスができないかと思い付き、世界が広が

のスープや生菓子、時々ランチを作ること

クを大事に、アイデアを出しあいながら形

がら息子の帰りを待つのです。子どもだけ

勢型紙を暮らしの中で使う方法を提案でき

り気持ちが高鳴ったのをいまでも覚えてい

も。受講前は挫折経験もあって「菓子屋に

にしていく時間がとても楽しかったです。

でなく高校生や高齢者も立ち寄ってくれて、

ないかと考えたんです。それで、いまは型

ます。3ビズは、自分と違うフィールドの

なりたいけどなれない」と思い込んでいま

現在はワークショップを中心に、押し花ア

お店側にも喜ばれ、いろんな場所に呼ばれ

紙で作ったインテリア小物やオーダー型紙

受講生と交流することで、それまで想像し

した。3ビズで「まずはやってみる精神」

ートやアクセサリーのオーダーも受けてい

るようになりました。3ビズの受講で、息

の販売、定期的なワークショップを行って

や肯定される仲間と出会い、挑戦するハー

ます。遠くのものを手に入れようとしなく

子の世話という超個人的な問題も、アイデ

います。一人より仲間と一緒に考える方が、

ドルが下がりましたね。今はやる気と行動

ても、身近にあるものから価値が生みだせ

ア次第でビジネスになり、地域貢献にもつ

断然ひらめきが溢れて楽しい。３ビズで世

で何でもクリアできる！そう思えます。

ると気づけたことも３ビズのおかげです。

ながることを実感しています。

界の見え方ががらっと変わりました。

ていなかった新しい自分が発見できるのも
魅力のひとつです。失敗も成功も全て自信

イラストレーター hal
伊藤はるかさん

につなげることができました。

結婚・出産を期にベビーマッサージ教室を
始めて3年目。行き詰っていたときに出合
ったのが3ビズでした。自分の気持ちと向
き合い続けた結果「私はデザインやイラス
トが好きなんだ」と気づき、今では地域の
デザインの仕事をしたり、仲間とユニット
を組んでイラストを商品化したり、自分の
得意なことが活かせる日々がとても幸せで
す。最近は平面だけでなく、人とのつなが
りから新たな世界観を作り出すイベントや
場を企画することにもワクワクしています。
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落ち葉や米糠︑籾殻などを堆肥

にした土作りで︑循環を意識し

て育てたハーブやお花のブーケ

を近くの飲食店で販売︒商品が

お店とお客さんのコミュニケー

ションツールになって︑そこに

自分も加われることに喜びを感

じています︒自然素材に触れる

ワークショップの開催も︒受講

中は不安でいっぱいでしたが

﹁失 敗 ウ ェ ル カ ム！﹂の 言 葉 と

講座から生まれた個性豊かな３ビズをご紹介。

仲間の激励に勇気づけられまし

事例集

た︒今後も自分のペースで試行

錯誤を楽しみたいと思います︒
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大牧
Herbs Lab
根岸亮子さん

チームや拠点も続々と生まれています！

公園に手作りの遊具を持ち込ん

で︑子どもの遊び場を無料で提

供している岡田さん︒人が集ま

らなくてもめげずに続けている

と︑イベントで声がかかるよう

になったり︑地域の﹁３２１の

市﹂で毎月開催するように︒
﹁続

けてほしい！﹂と応援する人た

ちの寄付で︑小さな収入も得る

ようになりました︒そんな岡田

さんとコラボしているのは︑物

語の読み聞かせを行っている高

畑さん︒イベントのコンセプト

にあわせた絵本をチョイスした

り︑日本や海外の歌遊びを︑感

動が渦巻くミュージカルのよう

な世界観で伝えています︒岡田

さんは高畑さんと一緒にできる

ことが心強く︑高畑さんは岡田

さんのアイデア力が刺激に︒そ

んな二人の共通の思いは︑子ど

もたちが喜ぶ姿をとにかく見た

いということ︒
﹁あー楽しかっ

た﹂と笑顔で帰ってもらえる場

所になるように願って運営して

います︒

3ビズコラボ !

コミュニティファシリテーター
長谷川綾子さん

「こどものあそび場」で相乗り！

みんなの基地 陽なたBokko 岡田保子さん
想像屋 高畑良江さん

東京から宮代町に移住して１年。それまで

す。個人向けのアートセラピー講座からは

勇気がなくフリーランスとして活動する一

じまり、今は地域の方々に向けてチームビ

歩が踏み出せませんでしたが、3ビズと出

ルディングやコミュニティづくりの講座も

会って自分がやりたいことや、すでに持っ

実施するように。ビジョンから共感しあう、

ている自分の価値が明確になった気がしま

3ビズのつながりに感謝しています。

をつくるワークショップを開催しました。
子どもの力は本当にすごいと感じる日々。

リーを杉戸町にオープンさせるのが目標で

リーダーとして、スペースの一部で自分が

す。設計図を引くのではなく、やってみて

セレクトしたクラフト雑貨を販売する「チ

失敗しながら考える。それが自分のものづ

ャルカテーブル」を3ビズの卒業生とチー

くり、ビジネスの基本となっています。

さち米笑店
石川祐恵さん
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験して行こう！という気持ちに。自分事の
ように一緒に考えてくれる仲間と出会えた
から、前を向いて頑張れるのだと思います。

家庭菜園の余った野菜等を活用

した不定期食堂を開く伊藤さん

と︑子どものための自給体験プ

ログラムを続けてきた布施さん︒

食に関わる３ビズを実践してい

る二人が中心となり︑田んぼの

真ん中に放置されていた広い土

地を開墾︒野菜やハーブのタネ

や苗を植えています︒土に触れ︑

太陽や風を感じながらのらりく

らりと野良仕事ができる場所と

いう意味を込めて︑
﹁のらのば﹂

という名前に︒化学肥料を使わ

ない循環型のガーデンを目指し︑

地域のリソースをできる限り使

わせてもらって︑お金をかけず

に時間をかけて運営︒無尽蔵に

生える雑草に悩まされたり︑な

かなか野菜が育たなかったり︑

ペースはゆっくりだけど︑草刈

りイベントなどリピーターのお

客さんも増えてきました︒植物

を育てることが好きな人たちは

もちろん︑大人も子どもも自由

に土に触れられる場にしたいと
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奮闘中です︒

ワクワク楽しい未来を想像しています。

点「ひとつ屋根の下」で「ものづくり科」の

私が大好きだった幻のおせんべ

も会社を設立。先日はみんなで廃油石けん

した。でもいまは、失敗してもどんどん実

して「自分の好き」を集めたカフェギャラ

い﹁よ こ か わ 焼﹂を︑ま た 食 べ

サイクルできる商品を企画・販売する子ど

思っても、
「自分には無理」と思っていま

えなかったかもしれません。いずれは独立

も応援しあう関係性に。いまは3ビズの拠

てみたいという思いでおせんべ

ました。そこで子どもたちのアイデアでリ

ています。受講する前は何かをやりたいと

がらメンバーとお互いのビジネスをいつで

い屋さんを始めました︒おせん

ち上がろう、子どもたちに伝えようと思い

籍関係なく交流できる町を目指して活動し

できる。一人だったらお店を出すなんて考

べい作りの事は何もわからず︑

も深刻化し、３ビズをきっかけに今こそ立

国や地域のことを伝えたり、老若男女、国

いから始まり、次第に3ビズの運営をしな

ゼロからのスタート︒何度も壁

私。何もしないうちに地球環境も社会問題

ている軽食を作って提供。食を通してその

からこそ、得意を活かして助け合うことが

にぶつかりましたが︑やっと乗

を巡った経験を活かし、世界各地で愛され

3ビズに出合いました。マルシェのお手伝

り越えて納得いくものが完成し

幼い頃、テレビで児童労働の問題を知って

ムで運営しています。いろんな仲間がいる

ました︒いつも近くで支えてく

14年間ツアーコンダクターとして50か国

刺繍作家をしていて、行き詰っていた頃に

れる３ビズの仲間は人生の宝物

殿村千里さん

ショックを受け、何かしたいと思っていた

斎藤みずほさん

木村裕子さん

です︒いまはみなさんにおせん

子どもたちの会社
エコロジースペース

「チャルカテーブル」

世界のSnackごはん

べいで元気に︑笑顔になっても

クラフトギャラリー

らいたいと思い︑一枚一枚丁寧

に愛情をこめて焼いています︒

3ビズのその先へ !

3ビズコラボ !

コミュニティガーデン「のらのば」
ハーブ畑で魔女見習い 布施きく江さん
ひなた食堂 伊藤淑子さん

