
2017.11.23
11:00 - 17:00 （17：00～18：30 レセプション）

ウェスタ川越
1F多目的ホール
2F市民活動・生涯学習施設

入場無料 ＊レセプションご参加の方は別途参加費徴収いたします。

主催：埼玉県   後援：川越市、公益財団法人埼玉県産業振興公社（創業・ベンチャー支援センター埼玉）、株式会社日本政策金融公庫、全国健康保険協会埼玉支部　企画・運営：ウェスタ川越 指定管理者NeCST

“ 女 性 　×　起 業 ”で 見 つ ける S m i l e ♪

WOMEN

BIZ

フェスタ
アイディアをカタチに！

自分スタイル起業

「好き」を仕事に

起業に興味あり

独立したい！

木・祝

基調講
演

おおた
わ史絵

 さん

『あな
たがあ

なたら
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おおたわ 史絵 さん（内科医・作家）
東京下町出身。東京女子医科大学卒業後、大学病院、総合病院を経て下町の医師の道を選
ぶ。1996年、週刊朝日「デキゴトロジー」にて執筆活動を開始。2005年には、医学生時代か
らの半生を綴った自叙伝的エッセイ『女医の花道！』を出版してベストセラーになる。通常の
診療のほか、北アルプス夏山診療ボランティア、愛犬とのCAPP活動（アニマルセラピー）ボ
ランティアに携わる。近著は「ヒトは医学で恋してる！」（文芸社）　認定内科医、認定産業医
2013年度 国立高度専門医療研究センターの在り方に関する検討会委員
2012年度 産経新聞 女性が選ぶ信頼できるコメンテーター女性部門1位

基調講演
11：30 ～ 12：30

『あなたがあなたらしく生きるために』

コラボステージ
15：45 頃～

川越税務署×川越女子高校 書道部
「書道パフォーマンス」

パネル
ディスカッション

13：00 ～ 14：00

起業女子たちに学ぶ
『わたしの起業スタイル』

ミニ講演 
14：00 ～ 14：30
1年後のわたしへ

関根 雅泰 さん
ときがわカンパニー
合同会社代表
株式会社ラーンウェル 
代表取締役
ときがわ町起業支援施
設 ioffice（コワーキング
スペース）運営

講師  荒木 牧人 さん
株式会社 80％ 
代表取締役
荒木牧人
建築設計事務所 
代表

南 まゆ子 さん
株式会社アイエフラッシュ
代表取締役
株式会社アイマーケット
代表取締役

佐々木 一穂 さん
COCORO株式会社
代表取締役

池田 佳世 さん
株式会社こまち
代表取締役

うた 大江 友海 さん
一児の母。詩を書き曲を
描き、うたを歌う。2014
年オリジナルアルバム、
「輪」と「和」を発表。2016
年より音楽教室「うたの
アトリエ 輪と和」を主宰。

キーボード 梅野 絵里 さん
東京音楽大学作曲専攻
非常勤講師。ポップス、
クラシック始め多様な分
野で演奏・作曲活動中。 
2009 年より音楽教室を
主宰。

ミニライブ   
15：00 ～

キレイな歌声をききながらリラックスタイム。

レセプション
17：00～18：30（予定）

登壇者、出展者、そしてご来場のみなさまの交流会で
す。異業種交流、情報交換はもちろん、ビジネスチャ
ンス拡大の場としてご活用ください！

県内で活躍する起業女子たちに、起業のきっかけや苦
労、起業して良かったことなどを率直にお話しいただ
きます。ご来場のみなさまからの質問にもお答えします！

パネリストファシリテーター

カラダをほぐしましょう
ミニ整体 栗原 直道 さんちょっと

休憩タイム

パネルディスカッション参加特典
ちふれ 

うるおいジェルをプレゼント！
協賛：ちふれ化粧品

先着
お申し込み
50名様
限定

ステージイベント
1F 多目的ホール
＊お座席には限りがございます。

司会：磯部 恵美 さん

ときがわ町生まれの美容整体師

参加費：
事前申し込み 1,000円
当日参加      1,500円
＊料金は当日窓口でお支払いただきます（領収証発行いたします）

講演・講座・ワークショップ、レセプションへの参加お申し込み方法 託児サービスのご案内
テーマにご関心のある方なら、どなたでもご参加いただけます。
お申込期間：2017年10月11日（水）～11月22日（水）
①代表者氏名 ②ご連絡先（電話） ③ご希望のイベント申し込み番号 ④参加人数及び代表の方以
外の氏名 ⑤託児サービス希望の有無をご記入のうえ、下記メールアドレスまでお送りください。　
women@westa-kawagoe.jp
パネリストへの質問も受け付けます！ パネルディスカッションではみなさまからのご質問を取り上げさせて
いただきます。パネリストの方々へきいてみたいことをご自由にご記入ください。
＊各イベントの定員に達し次第受け付け終了といたします。 ＊当日お席に余裕がある場合は当日参加も可能です。 ＊メール到
着後に担当者よりご連絡いたしますので、3日以内に返信が無い場合はお手数ですがお電話にてご連絡をお願いいたします。
お問い合わせ　049-249-3777（9：00～19：00）　ウェスタ川越ウーマンビズフェスタ担当

　  マークがついている講座は託児のお申し込みができます。
講座お申し込みの際にご希望の有無をご記入ください。基調講
演、パネルディスカッションご参加の方もお申し込み可能です。
託児費用：無料　託児対象年齢：4か月～5歳児　
お預かり時間：各講座の参加時間に準じます。　
定員：約10名
＊先着順です。ご了承ください。 
＊お子様の体調によりお預かりできない場合がございます。
提供：コマーム

小岩井乳業より乳飲料プレゼント！
協賛：小岩井乳業

さらにご参加の
みなさまに

＊いずれも当日ご参加いただいた方対象です。 
＊お申し込みのみではプレゼント対象となりませんのでご了承ください。

下記の「お申し込み方法」
をご参照ください。

予約不要
予約不要

予約不要

要事前
申し込み

川越市でも話題のリノベーション事業
「すずのや」。手がけるきっかけや様々
なエピソードなど、空き店舗を「じぶ
んスタイル」のお店にカスタマイズし
た体験を楽しいトークとともにご紹介
いたします。

要事前
申し込み

定員 200名

申し込み番号
01

申し込み番号
02

申し込み番号
03

要事前
申し込み

定員 200名

＊各プログラムは変更となる場合がございます。最新の情報はウェスタ川越ホームページよりご確認ください。http://www.westa-kawagoe.jp/

下記の「お申し込み方法」をご参照ください。



W
O

M
E

N
 B

I
Z

 F
E

S
T

A

地域の起業応援団
起業支援・相談ブース
80%／川越市・ワーカーズコレクティブ／
川越商工会議所／埼玉縣信用金庫／

埼玉中小企業家同友会 女性経営者クラブ・ファム／
サイタマ・レディース経営者クラブ／

創業・ベンチャー支援センター埼玉／日本政策金融公庫 

いつまでも美しく、健康に
美容と健康のブース

話題の耳つぼジュエリーや血管年齢測定、
ハンドトリートメント、
ハンドコミュニケアなど
アイエフラッシュ／大塚製薬／
協会けんぽ／コミナス／ POLA

PICK UP

経営力アップ↑ 埼玉ウーマンズカフェ
14：15～16：45
スキルアップを目指す女性起業家と経営者のための交流
会「経営力アップ 埼玉ウーマンズカフェ」を開催します。
申込みはこちら⇒ http://saitama-womenscafe.net
●提供：サイタマ・レディース経営者クラブ、武蔵野銀行

Strawbees で遊ぼう、学ぼう、交流しよう
～スウェーデン生まれの新しい教育ツール～
①午前の部 11：00～12：30　②午後の部 14：00～15：30
遊び方は自由自在！未来のエンジニアを育てる工作キットを使用したワークショップ。
●対象年齢：4才以上 ※未就学児から小学1年生までの参加は、
保護者の同伴をお願いいたします
●料金：1,000円（Strawbees教材キット代含む）
詳しくはコチラ⇒ www.aea2016.com
●提供：All Education Academy

キャリアチャレンジ in KAWAGOE
～働くきっかけをつかむセミナー～
第１部　11：00～12：30
「誰でもできる！ＳＮＳを活用した情報発信」
【初心者向け】LINE、Facebook、Twitter、Instagramアプリのメリット＆デメリット！
●講師：株式会社コミュニティネット 代表取締役 今井房子さん
第２部　13：30～15：00
「自分は変われる！未来も変わる！なりたい自分になるためのアドラー心理学」
自分の思い込みからラクになり、一歩踏み出すための思考法。
●講師：ママと女性のための学びサロン【Salon de lupinus】 内藤純子さん
詳しくはコチラ⇒https://career-challenge.info/kawagoe/
●提供：コミュニティネット

私らしいはたらき方 ～在宅ワーク入門セミナー～
11：00～11：45
「在宅ワーク」という働き方を学ぶ入門セミナーです。
●提供：キャリア・マム

起業セミナー　
～起業するアナタに今必要なこと～
14：30～16：30
起業するための実際の取組みや方策などをご紹介します。
●講師：関根 雅泰 さん
ときがわカンパニー合同会社代表　株式会社ラーンウェル代表
●対象：起業に興味のある方、起業して間もない方
●提供：ときがわカンパニー

埼玉りそな銀行
～いつまでも若々しく健康でいるために～
健康セミナー『内臓脂肪撃退法』
13：30～14：30
毎日の積み重ねがカギとなる「健康」。保健指導の専門家
による身近な健康管理のコツをアドバイスしていきます。
●講師：第一生命経済研究所 ウェルライフ開発室保健師 
●提供：埼玉りそな銀行

乳がん経験者オンリーのおしゃべり会
11：00～12：00
同じ病気の仲間と気軽におしゃべり
☆10名程度・予約不要・出入り自由
●対象：乳がん経験者 ●提供：下着屋Clove
（創業・ベンチャー支援センター埼玉支援起業家）

Instagramなどで話題の
「ハーバリウム」レッスン
13：00～14：00
ご自身で花材をカスタムして頂き、特殊オイルを注ぎます。
一年以上はキレイなままお楽しみいただけます！
●料金：2,500円　●提供：美・花生活倶楽部
（創業・ベンチャー支援センター埼玉支援起業家）

現役うぐいす嬢から学ぶ
心を伝える話し方講座
～魅力的な声の出し方編～
15：00～16：00
正しい発声、発音、滑舌法を体験し魅力的な声の出し方を
学びます。
（言葉は心!!自分の一番素敵な声で話しましょう。）
●料金：500円 　●提供：kotoe company
（創業・ベンチャー支援センター埼玉支援起業家）

美容カイロ体験会
美しく健康な身体づくりのアドバイスをします。
●料金：骨盤矯正＋ホームケア　30分1,000円
●提供：カイロプラクティック＆ビューティーサロンOHANA所沢花園店
（西武線沿線女性起業家の会「ツナガール」）

お部屋を彩る「ハーバリウム」作り
たくさんある花材の中からお好きな物を数種類
選んでいただき、自由に作っていただきます。
●料金：1,500円～2,000円（瓶の種類により異なります）
●所要時間：30分～1時間  ●提供：Mamma*Futuro（マンマ・フ
トゥーロ）（西武線沿線女性起業家の会「ツナガール」）

「簡単！香りのスイーツせっけん作り」
①13：00～14：00　②14：30～15：30
アロマを楽しんだり、お菓子のような可愛いせっけんを作ります。
☆親子での参加も可能です。
●提供：日本アロマ環境協会
※小学生以下の参加は保護者の同伴が必要です。
※親子参加は、1組で1名様分になります。

ウォーキング講座
①11：00～12：00　②13：00～14：00
魅力あるふるまいは立ち姿から。
読者モデルもつとめる櫻井さんによるウォーキングや立居振
舞のワークショップを開催します。
●講師：櫻井 直子さん
モデルインストラクター協会認定ウォーキングスタイリスト

カラーセラピー＆カラーコーディネート講座
15：00～16：00
ビジネスにも役立つ「色」のチカラ。
カラーセラピーとカラーコーディネートを学びます。
●講師：百瀬 裕子さん
アドバンスカラーセラピー本部公認ティーチャー
●提供：アドバンスカラーセラピー本部

親子でリラックス・ヨガ講座
①13：30～14：30　②15：30～16：30
なかなか言葉に出せない悩み・相談にご参加いただいた
お母さん方とのトークを交えながらアドバイスします。
●講師：守山 未唯さん
現役医師。全米ヨガアライアンスRPYTマタニティヨガインストラクター
●提供：Total Body Yoga

Smileエリア
11：00～17：00

1F 多目的ホール
（展示エリア）

女性起業家の
お店が大集合！
親子で楽しめます！

セミナー
ワークショップ
2F 市民活動・
生涯学習施設
要事前申し込み

予約不要

申し込み番号
07

申し込み番号
11

ご希望の時間を
お知らせください

ご希望の時間を
お知らせください

申し込み番号
12

申し込み番号
13

申し込み番号
14

申し込み番号
15

申し込み番号
16

申し込み番号
08

申し込み番号
09

申し込み番号
10

申し込み番号
04

申し込み番号
05

申し込み番号
06

お早目に
お申込みください！
（先着順・定員になり次第
受付終了）

左ページの
「お申し込み方法」を
ご参照ください

特 典
親子でご来場の方に
素敵なプレゼントを
ご用意しています!

配布場所は当日のパンフレットをCheck!
【先着順】 ＊無くなり次第配布終了いたします
＊1家族1点までの配布とさせていただきます
協賛：丸美屋食品工業／ロッテ 狭山工場　

SAITAMA Smile Womenピッチ
ファイナリストのみなさんも出展します！
grain grain ／ AEA英語通訳キッズプロジェクト／

よつばメンテナンス／動物往診＋在宅ケアサービスにくきゅう／
福永夏輝さん／望月まいさん／布施田祥子さん

Kids

こだわりのスイーツやグルメ、
雑貨の販売など
おみやげはもちろん、
会場内でお召し上がりいただけます。
石坂産業／onma table by grain grain／
狭山市（西武線沿線女性起業家の会「ツナガール」）／
四季菓 りょう／女性がつくる鶴ヶ島ブランド／
創業・ベンチャー支援センター埼玉（女性起業支援ルーム
COCOオフィス・女性創業スタートアップ塾）

親子で防災 ! 
ミニ講座開講

防災設備についての楽しくためになるお話。
消防設備士になって写真撮影もできます。
ご参加の方には防災グッズをプレゼント! 

親子 5組 10名様程度×3回
提供：よつばメンテナンス

Happy & Delicious

※SAITAMA Smile Womenピッチとは、埼玉県が主催する女性のためのビジネスコンテストです

木のメダルづくりやゲームなど、子供
たちも嬉しいコンテンツがいっぱい！
石坂産業／カルソニックカンセイ／コマーム

★料金の記載のないものは無料にて参加いただけます。
★料金は税込額表記です。



ウェスタ川越交流広場ウェスタ川越交流広場

同時開催同時開催

第3回ウェスタ川越

県民ふれあい
フェスタ
2017 10:00～

    16:0011/23木・祝

さいたまっち
コバトン

アクセスアクセス

●駐車場は左折での入場となります。　●利用料金：入庫後1時間無
料、以後1時間ごとに200円。 ●駐車場は204台分ありますが、大変
混雑が予想されるため、なるべく公共交通機関をご利用ください。

■JR川越線、東武東上線「川越駅」西口より徒歩約5分
■西武新宿線「本川越駅」より徒歩約15分
「本川越駅」よりバスをご利用の場合
■「本川越駅」西武バス乗り場 ①番
　・ 新所02、本55系統 「川越駅西口」下車 徒歩約５分
　・ 本53、本54系統 「ウェスタ川越前」下車すぐ
■「本川越駅」西武バス乗り場 ②番
　・ 川越35、川越35-1系統 「ウェスタ川越前」下車すぐ
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http://www.westa-kawagoe.jp   
info@westa-kawagoe.jp

〒350-1124 埼玉県川越市新宿町1-17-17　
TEL. 049-249-3777　
9：00～19：00 （点検日等の休館日を除く）
※お電話でのご予約は承っておりません。

抽選で賞品を
獲得しよう！
ご来場の皆様には

協賛各社からのプレゼントも！

詳しくは中面をCheck!
（配布数には限りがございます）

イベント会場
を巡って
スタンプ
を集めてね。

川越市

狭山市

県内グルメやご当地キャラクターが大集合！県内グルメやご当地キャラクターが大集合！
親子で楽しい
「あそびバス」
親子で楽しい
「あそびバス」

埼玉ご当地ヒーローズ
にも会える！
さいたぁマン・サイセイバー・
FPレンジャー・武蔵が参加します。
ステージショーもお楽しみに！

埼玉ご当地ヒーローズ
にも会える！
さいたぁマン・サイセイバー・
FPレンジャー・武蔵が参加します。
ステージショーもお楽しみに！

楽しさいっぱい！ ステージショー楽しさいっぱい！ ステージショー

第1回
ウェスタ川越 KOEDO
お笑いグランプリ優勝 
こうチャンネル

にゃんたぶぅ バルーンアーティスト
山北由香

協賛

WOMEN BIZ フェスタへの
ご協力ありがとうございます

埼玉県米消費拡大
推進連絡協議会


