
２０２１すみれの花基金応募事業

社会的に孤立しやすい母親のための

仲間づくりと生きがい発見の

講座運営事業

女性起業研究会ESPACE宝塚
代表 田中 京子
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発表者自己紹介

田中京子（４０歳）、５人家族（夫、子供３人）

専業主婦歴５年→主婦コンプレックスを体験

コンプレックスを勉強で解消（保育士・簿記資格）

→パート事務員で社会復帰

２０２０年１月 パート事務員卒業

売電事業を行う法人を経営。（現在６期目）

勉強が人生を変える鍵。

経営や哲学など幅広い勉強を行う。
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（１）団体の事業内容・活動概況
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ESPACE(エスパス）事業内容

名称：女性起業研究会ESPACE宝塚

2020年2月にスタート

『起業』に関心を持つ女性のための勉強会

活動：月２回 平日１０時～１１時３０分

活動場所：長尾ふれあい広場
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ESPACE(エスパス）事業内容

後援：宝塚市、宝塚NPOセンター 所属：宝塚ボランティアセンター

参加者：会員登録制（年会費無料）、会員数 約30人
宝塚市９割/他市１割 すでに起業している６割/計画中４割
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ESPACE(エスパス）活動概況
日付 実施内容 詳細 活動場所 参加者数(運営含）

2020年2月22日勉強会 テーマ「起業のススメ」 長尾ふれあい広場 11

3月3日勉強会 テーマ「商品の作り方①」 長尾ふれあい広場 6

3月18日勉強会 テーマ「商品の作り方②」 長尾ふれあい広場 7

5月12日お話会 オンライン近況報告 オンライン 5

5月20日お話会 オンライン近況報告 オンライン 4

5月27日お話会 オンライン近況報告 オンライン 6

6月9日勉強会 テーマ「集客テクニック」 長尾ふれあい広場 4

6月24日特別セミナー 中小企業診断士：清水群氏による「選ばれ続ける理由」 長尾ふれあい広場 12

7月2日特別セミナー 税理士：神佐真由美氏による「会計の知識」 長尾ふれあい広場 12

7月15日成長発表会 参加者による半年の振り返りを発表、プチマルシェ 長尾ふれあい広場 10

8月19日特別セミナー テーマ「究極の資産形成術」 長尾ふれあい広場 10

9月2日勉強会 「テーマ「目標達成術：曼荼羅チャート」 長尾ふれあい広場 9

9月9日勉強会 テーマ「ビジネスモデルを１枚にまとめよう」 長尾ふれあい広場 9

10月8日勉強会 テーマ「商品の作り方」 長尾ふれあい広場 10

10月20日勉強会 テーマ「値決めテクニック」 長尾ふれあい広場 9

11月4日特別講習会 写真家による「SNS映えする写真の撮り方」 長尾ふれあい広場 11

11月8日社会見学 ㈱エイトライン様に社会見学 池田市 9

12月2日勉強会 テーマ「ビジネス戦略①」 長尾ふれあい広場 11

12月15日勉強会 テーマ「ビジネス戦略②」 長尾ふれあい広場 8

2021年1月13日特別セミナー 外部講師による「ブランディング講座」 長尾ふれあい広場 13

1月20日勉強会 テーマ「お金について」 長尾ふれあい広場 9

2月3日勉強会 テーマ「補助金・助成金について」 長尾ふれあい広場 15

合計 200

２２回開催、延べ２００人動員 6



ESPACE(エスパス）目的

ESPACE=フランス語で「空間」「場」

良き仲間と出会う場

学びの場

価値の創造を行う場

ESPACEは、この場に集う一人一人が「一隅を照らす」存在となり、

この場で得たことを活かし地域や社会の発展に貢献することを

目的としています。
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（２）申込事業名・事業概要
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申込事業名

社会的に孤立しやすい母親のための

仲間づくりと生きがい発見の

講座運営事業

『頑張りママの愛され美人塾』
＆情報発信
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事業概要

『頑張りママの愛され美人塾』の目的

孤独感

将来
お金
仕事

無価値感

希望が持てない

自分が嫌い

不安感
焦燥感

ありのままの自分が好き
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『頑張りママの愛され美人塾』

構成プログラム
家族の個性を知り

子育て・親育てを

楽しくする講座

向上心を刺激する

ワークショップ
（手作り・デジタルスキル・健康）

身体障碍者との交流

多様性の価値の尊重

子供まつり企画運営

地域社会への貢献

自信

事業概要

事業に関する情報発信
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事業概要

実施期間：2021年4月～2022年3月

開催日時：平日午前9時30分～11時30分

開催場所：男女共同参画センター・エル

プラザコム

料金：全20回 10,000円

2回目以降（残りの回数×500円）

１回（単発）参加の方は1,000円

対象者：子育て中の方

特別講演・子どもまつりはどなたでも
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月 内容 担当 備考
４月 テーマ「未来の私へ書く手紙」 冨田
５月 特別講演 視覚障碍者 外部講師
５月 テーマ「今の私①～心のコップと人生の輪」 冨田
６月 テーマ「今の私②～子供の気持ちを話し合う」 冨田
６月 テーマ「客観的に子供とパートナーを観よう」 冨田
７月 テーマ「客観的に自分を観よう」 冨田
７月 WS「手作りを楽しもう」（裁縫） 糟谷 内部講師
８月 WS「親子で英語を楽しもう」 栗正 内部講師
８月 WS「SNSの安全な使い方」 安武 外部講師
９月 WS「夏休みの疲れを香りで癒そう」 金近 内部講師
９月 WS「魅力を引き出すメイクレッスン」 阪上 内部講師
10月 WS「写真撮影会」 藤田 外部講師
10月 子供まつり準備 参加者
10月 子供まつり（日曜日開催） 参加者
11月 特別講演 身体障碍者 外部講師
11月 WS「気持ちの伝わる手作りお菓子づくり」 山口 内部講師
12月 WS「将来のお金と仕事について考えよう」 江頭 内部講師
1月 WS「体の中から美しく～腸活のすすめ」 藤谷 内部講師
1月 テーマ「わくわくドリームシート作成」 冨田
２月 WS「和の文化～茶の湯を楽しもう」 佐々木 内部講師
２月 WS「魅力を引き出すアクセサリー作り」 糟谷 内部講師
３月 卒業記念パーティー 冨田

事業概要
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事業概要
情報発信について・・HPとSNSで情報発信

①読み物

・引きこもりがちな主婦の問題を考えるきっ
かけとなる記事

・読者の心が軽くなるような記事

②講座の開催報告

・多様性を尊重した地域の活動としてPRし、
地域力につなげる。
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（３）事業によって、解決したい現状・
課題・解決策・期待できる効果

地域への影響
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【解決したい現状・課題】

平成３０年内閣府「ひきこもりの調査」より
４０歳～６４歳のひきこもり・・推計６１．３万人
そのうち「主婦・主夫や家事手伝い」の人の割合１２．８％

87%

13%

40歳～64歳ひきこもり

その他 専業主婦・家事手伝い

６１．３万人

主婦のひきこもり問題
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【解決したい現状・課題】

日本人の自己肯定感の低さ
１３歳～２９歳の男女が回答

内閣府
令和元年版 子供・若者白書より

４５．１％
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【解決したい現状・課題】

日本人の自己肯定感の低さ
１３歳～２９歳の男女が回答

内閣府
令和元年版 子供・若者白書より

62.2％
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【解決策】

自己肯定感を上げる=自信をつける

家族の個性を知り

子育て・親育てを

楽しくする講座

向上心を刺激する
ワークショップ

（手作り・デジタルスキル・
健康）

身体障碍者との交流

多様性の価値の尊重

子供まつり企画運営

地域社会への貢献

自信

貢献感・共同体感覚 自分の可能性への期待

自信を鍛えるサイクル：
行動→結果→自信

ありのままの価値
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【解決策】

自己肯定感を上げる=自信をつける

情報発信することで

今回のプログラムに参加できない人にも

（当事者や家族など周りの人）

気付きやきっかけを与えることができる
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【期待できる効果】

【情報発信により期待できる効果】

・主婦のひきこもり問題への社会的認知を高め、早期に、
本人が気が付いたり、周りの人がサポートできるようにする

ありのままの自分が好き

健全な家庭の運営

次世代の育成

ボランティア活動や

仕事による社会貢献
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【地域への影響】
・主婦のひきこもりを解消・予防することにより、今後参加者
の地域活動への積極的な参画が期待できる。

・身体障碍者の方の講演をにより、障碍のある方への理解が
深まり、共生社会の実現への取り組みに繋がる。

・人と人とのつながりを構築することで、自然災害など有事
の際にも助け合える素地をつくることができる。

・「子供まつり」をすることで、子供から高齢者まで様々な
年代の方と交流する機会が生まれる。
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（４）事業の実施による波及効果
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共生社会へ

仲間と出会う場

学びの場

価値の創造を行う場

ESPACE（エスパス）

自信を持つ

一人一人が「一隅を照らす」存在として、

地域や社会の発展に貢献する
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