Shonan Woman Active Nation
湘南藤沢でアクティブに活躍する⼥性を応援します！

働き⽅の⾒本市
ノウハウを学ぶ
スタイルを⾒つける
起業創業相談Q&A

好き ライフスタイル 私らしく働く

日時

事前
申込制

会場
藤沢市藤沢607-1 JR藤沢駅より徒歩3分

感染
予防

マスクの

検温を

手指の

ソーシャル

着用

実施

消毒

ディスタンス

※参加には、無料⼊場チケットの
お申込みが必要です。必ずお申込
みください。

https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail
/012v8s11ez555.html
＊当⽇体調が優れない⽅は、ご参加をご遠慮ください。

感染予防にご協力ください。

１.あなたのお悩みを専⾨家と解消

Q&A・起業創業相談（専⾨家・先輩⼥性起業家による相談ブース ＊予約制お⼀⼈様20分程度 無料）

起業⽀援相談
コミュニティ相談

IT相談
販売開拓相談

（公財）湘南産業振興財団
(⼀社)Woman-Bridge湘南
主催であるWoman-Bridge湘南
と湘南産業振興財団がイベント
コンシェルジュとしてニーズに
沿うブースへのご紹介や各種相
談を承ります。また、今後のイ
ベントへの出展のご相談やコミ
ュニティビジネスに関連する補
助⾦や制度などについてもご紹
介いたします。
＊午前の部 / 午後の部

事前予約制
お申込み⽅法
各専⾨家相談ブース・⾒本市
ブース（事前予約可）へのご
参加は、事前予約制となりま
す。＊QRよりご予約ください。

専⾨家相談

見本市

https://www.woman-b-shonan.com

起業⽀援相談

起業⽀援相談

丸⼭ 恵⼦ ⽒

徳永 ⾥美 ⽒
(まま薬局）

神奈川県よろず⽀援拠点
コーディネーター

ICT活⽤で⼥性の社会復帰⽀
援、起業⽀援、中⼩企業⽀援
に従事をする。ホームページ
開設、SNSマーケティングな
どITを活⽤とした広報宣伝
から、リアルの販路開拓のご
相談をしていただけます。

地域のコミュニティを⼤切にし
た薬局を経営の2児の⺟。
現在6年⽬。⼥性の活躍を通し
て、⼦供の明るい未来を応援。

電気機器メーカーの材料部品事
業部と関係会社にて、製品開発
と技術から原価低減・現場改善
を経験。2015年に独⽴。2019
年よろず⽀援拠点参画。個⼈事
業主や⼩規模事業者への⽀援に
も注⼒。

＊午前の部10:10~11:30

＊午前の部10:10~11:30

＊午前の部10:10~11:30

HP・チラシ
作成相談

起業⽀援相談

起業⽀援相談
書類作成相談

(株式会社ウーマンネット)

鈴⽊ 亜美 ⽒
（Sugar Design Labo）
湘南を拠点に⼥性のための営
業や集客に必要なWebサイト
制作や、プロモーションツー
ルをデザインするブランディ
ングデザイナーとして、多く
の⼥性をサポートしている。
＊午後の部13:00~14:20

牧野 ちあき ⽒

酒井 和美 ⽒

⽥野井 ⿇美 ⽒

(フェイシャルサロンpalm℃)

（ソレイユ⾏政書⼠事務所）

⼥性経営者の団体である⼥性会
は、働く⼥性や起業したい⼥性
を応援しながら、地域経済の活
性化を⽬指しています。

⼦供の成⻑を機に資格を取得
し⾏政書⼠として開業。⼥性
⽀援を主業務とし、様々な形
態の法⼈設⽴や許認可申請等
の相談を受けている。

＊午後の部13:00~14:20

＊午後の部13:00~14:20

藤沢商⼯会議所⼥性会

[主催]湘南新産業創出コンソーシアム / (公財)湘南産業振興財団 / (⼀社)Woman-Bridge湘南
[共催]藤沢市 / 藤沢商⼯会議所 [後援] 株式会社タウンニュース社/株式会社ジェイコム湘南・神奈川/レディオ湘南
[協⼒]神奈川県よろず⽀援拠点 (実施機関:(公財)神奈川産業振興センター) /（⼀社）藤沢⻘年会議所

こんな悩みをお持ちの方は、ぜひご参加ください！
＊起業とは？ ＊仕事と家庭（子育て）の両立 ＊コミュニティ ＊集客 ＊売上 *活動事例 ＊IT活用 ＊WEB制作
＊個人事業主とは？ ＊確定申告白 ＊SNS活用 ＊タイムマネージメント ＊助成金制度 ＊創業相談 ＊よろず相談
＊地域ビジネス ＊資格取得 ＊スキルUP ＊ライフワークバランス ＊プロフィール写真 ＊チラシ作成 ＊書類作成 等

２. 働き⽅⾒本市 （ブース展⽰）10:00〜15:00

働き⽅紹介・起業相談(先輩起業家による働き⽅の⾒本市ブース ＊ワークショップなどは別途参加費)
マヤ暦アドバイス
Maya Ryu Star
癒し

Plumeria Nail
癒し・販売

PhotoMerryShonan
カメラマン⻑⽥由夏⾥
プロフィール撮影会

マヤ暦から魂の望み・使命・
才能・⼈⽣での役割・運勢
などをお伝えし、あなたの魂を
輝かせ幸せへと導きます。

指先と⼼を華やかに！アート
が得意な 誰でも安⼼してお
しゃれができる 福祉と美容を
繋ぐネイルサロンです。
ハンドメイド販売も⾏って
おります。

地域と連携をして想い出を残す
撮影をしています。起業をされ
た⽅のHP撮影やプロフィール
撮影の写真相談全般⾏ってます
。地域の写真の窓⼝を⽬指し
ています。

体整え倶楽部
⻘柳彩⼦

カリグラフィー教室
ワンダフルメモリーズ

ホリスティックアロマ
ケアサロンflow

癒し

肩こり・腰痛解消ストレッチ
レッスンで働く⼥性を応援。
SNSやウェブメディアの記事
連載で健康情報配信。ブログ
の書き⽅も伝授します！

chi-tan

ワークショップ

「美しく書かれたもの」という意
味をもつ「カリグラフィー」はア

ルファベットの書道です。⽂字を
使いさまざまな表現をして
「⾔葉」を伝えます。横浜、鎌倉、
湘南でカリグラフィー
教室を主宰。

kashi

ワークショップ

沖縄で主に流通しているホタ
ルガラスを使⽤したアクセサ
リーの販売やワークショップ
を開催しています。

販売

バリ島の雑貨を買い付け販売
しています。家族時間を⼤切
にしながらお仕事との両⽴を
実現しています。

癒し

⾃分らしく年齢を重ねていきた
い⼥性の⼼と体を、アロマセラ
ピーでサポートするプライ
ベートサロンです。
事前予約可

dropcafe37

本物のお花・ワイヤージュエリー

ワークショップ

本物のお花や天然⽯アクセサ
リーの販売やレッスンを開講！
マスクフックアクセサリーは
SNSや⽇テレZIPさんに
掲載されました。
事前予約可

３. ノウハウを学ぶ （協会・団体ブース）10:00〜15:00
活動紹介・資格相談（協会・団体によるノウハウを学ぶブース ）

Muse Accessories
ミューズアクセサリー

趣味のレッスンから仕事として販売や講師
を⽬指す⽅への技術指導も⾏っている横浜
のアクセサリー教室です。認定講師制度を
導⼊し関東・関⻄・東北・九州で多くの認
定講師が活動しています。コットンパール
のエレガントなアクセサリー作りを通して
、⾝に着ける楽しみ、誰かの為に作る喜び
、仕事としてのやりがいを提供します。

⼀般社団法⼈
乳幼児⼦育てサポート協会

当協会の認定講師は「産後うつを未然に防ぐ」
という理念の基、親⼦が⼀緒に楽しみ、⼦育て
のストレスを解消できる居場所作りを⾏ってい
ます。 資格取得講座では、ベビーマッサージ
や⾚ちゃんサインという親⼦のふれあい⽅法だ
けではなく、発達⼼理や解剖学など⼦育ての専
⾨知識を学ぶことができます。様々なライフス
タイルに合わせた仕事のやり⽅を実現させるた
めにアフターフォローも⼿厚く⾏っています。

⽇本ハワイアンキャンドル協会
本場ハワイでも⽬にすることが少なくなっ
たハワイアンキャンドル。カービングとい
う技法のキャンドルがアメリカ本⼟からハ
ワイに辿り着き、ハワイ特有のカラーリン
グとデザイン、そしてトロピカルなお花の
フレグランスが⼊り、ハワイアンキャンド
ルとして親しまれてきました。⼀つ⼀つ⼿
作りで制作していますので、全て⼀点物で
す。お気軽に⼿にとってご覧ください。

【お願い・注意事項】・宗教勧誘、ネットワークビジネスなど
【お問い合わせ】◆公益財団法⼈湘南産業振興財団
Swan2021
イベントの意図と異なる⽬的でのご来場はお断りいたします。
◆湘南新産業創出コンソーシアム事務局
詳細・無料⼊場チケット
・イベント中の事故怪我の責任は負いかねます。
cbinfo@cityfujisawa.ne.jp （担当:⽊下）
各ブースのお申込み
・天災や悪天候等でイベントを中⽌させていただく場合がございます。 http://cbnet.cityfujisawa.jp
・ベビーシート付きのお⼿洗いは５Fと３Fです。
https://www.woman-b-shonan.com
◆(⼀社)Woman-Bridge湘南
・貴重品等の管理は各⾃よろしくお願いいたします。
woman.b.shonan.org@gmail.com （担当:藤岡）

