これから活動していくための心構え
やイベントを作るための準備、ＰＲ
方法などを学べたこともですが、一
緒にイベントを作っていく方々と出
会えて本当によかったです。
いろんな方と協力し、マーケットを
作り上げる過程を学べて、とても
勉強になり、感謝しています。

あっという間の時間でした。
もっと早くこのセミナーを受
けていたら、人生はもっと変
わっていたのでは？！と思いま
すが、今からでも遅くない
し、やる気が湧いてきまし
た。

これまでの修了生の感想

ディスプレイは、イベ
ントの際参考になる
ことばかりで勉強に
なりました。今回のレ
イアウトを生かして、
ディスプレイからお店
作 り を 考え ま す。 も

なぜ家事は
そんなに
appy Girls’ Market
辛いのか？

H

アミカス

何事もチャレンジしないと
始まらないんだなと実感し
ました。
今まで苦手分野は避けて
きたけど、チャレンジしよう
という気持ちになりました。
楽しい時間をありがとうご
ざいました。

検索

勉強になり感謝して

Happy Girls’ Market

あなたがつくるマーケット。
みんなでつくるマーケット。
女子による、女子のための、展示即売会を開催！
ハンドメイド雑貨、リラクゼーションサービスなど、
１dayショップをオープンしませんか？

2017

５/13

自分のお店や作品を紹介できる、絶好のチャンス！
オーナーや作家同士の楽しい交流で仲間ができたり、
ビジネスチャンスにつながったり！！

成功された先輩方のお話を聞き、HAPPY女子マーケット
が最初のきっかけで、たった一年でとても変化されたんだ
なあ～！！と感じました。
仲間を作ることはとても大切なことなんですね。
清水さんから価格やディスプレイ、イベントの意味など聞
かせていただくことができて、とても参考になりました。

とても勉強になったし、元気をもらいま
した。
時間が足りない、何から始めたらいい
のか、やり方がわからない…。
たくさん悩み、苦しい期間もありまし
たが、参加できて本当によかったなと
感謝しています。

こ

託児があるので、
非常によかった。
託児がなければ
参加していなかっ
たです。

企画から勉強で
きるので、本当に
楽しい！
ワクワクします。

「講師」という距離はなく、本
当に先輩ママから、お話を聞
いているような感じだったので、
すごく共感できました。
私も家族への依存をやめて、
子育てが大変だから・・・と言
い訳せずに「自分を育て直す」
ことをしたいと思います。

本当に充実した３ヶ月間。
とてもよい経験ができた期間
でした。班で話し合ったり、夜
遅くまで作成したり、とても
楽しかったです。これからまだ
まだこの仲間たちとつながって
いきたいと思っています。
たくさんのご指導ありがとうご
ざいました。

出産後「働く」「仕事」につい
て 、 消 極 的に なっ て いまし た
が、変わる機会を与えていただ
いたことに感謝しています。
誰かに変えてもらうのではな
く、自分主導で変わっていく。
いろんなことが楽しみです。

今まで本当にありがとうござ
いました。
ただ出店するのとは違い、大
変なこともありましたが全ての
事柄に感謝することができま
した。
これで終わりじゃなくて、今後
の活動に生かせるようにしま
す！

10：00
→17：00

単に出店するだけでなく、みんなで一緒にマーケットをプロデュース
します。
初めてでも大丈夫！おうち起業の提唱者、清水麗子さんをトータル
アドバイザーにお迎えし、イベント開催や起業のイロハを学びます。
女子のほしいものがあふれてる、買う人も売る人も楽しいマーケット。
そんなわがままをみんなでかなえましょう！

＠福岡市男女共同参画推進センター・アミカス
こ

Sat

４階ホール

福岡市南区高宮３丁目３－１（TEL：092-526-3755）
西鉄天神大牟田線「高宮駅」西口すぐ
西鉄バス 50・51・52 番「高宮駅前」
、長丘～高宮循環バス「西鉄高宮駅」すぐ

トータルアドバイザー

清水

麗子

NPO 法人エコマム理事長
㈱グレイスクリエ代表取締役

おうち起業の提唱者。
知り合いのいない中で子育てをし、苦労したことから、子育て支援をしたいと
2006年NPO法人エコマムを設立。
１dayショップが集まる人気イベント「FIKA」をアミカスで月１回開催している。

プチ起業、おうち起業、
イベント企画のことが
イチから学べる

うれしい

さらに学びたい人は

無料託児付き

アミカス起業支援セミナー

６か月～就学前まで

（2017 年 6 月～開催予定）

主催：福岡市男女共同参画推進センター・アミカス

アミカス HAPPY 女子マーケット 2017 出店応募用紙
応募資格

以下の①～③をすべて満たす女性（セミナーだけの受講はできません）

①準備セミナー（３月４日は必修）やミーティングに出席でき、５月13日に出店できる人
②インターネットの利用環境がある人（講師の指導により、Facebookを利用します）
③暴力団員でない人、または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有しない人
※福岡市暴力団排除条例により、暴力団員に該当しているか否かについて福岡県警に照会します。

販売物について

締め切り
１月25日（水）15：00 必着！

氏

飲食の提供や食品の販売を希望される方は、南区
保健所へ必ずご確認の上、ご応募ください。
南区衛生課食品係 TEL：092-559-5162

定

員

30人程度（応募多数の場合は選考）

費

用

出店料無料。ただし消耗品等の実費（2,000円程度）がかかります。

児

応募方法

６か月～就学前

無料

※お子様同席での受講はご遠慮ください。

Ｓ・Ｈ

年

月

日

※添付ファイルが送受信できるアドレス

電話

-

-

所

現在の職業
(例)手作りピアス 900 円～1,200 円

マーケット
での販売物
※価格帯などを
詳しく。
写真、資料など
を添付。

以下の２点（全てＡ４サイズ）を郵送か持参、またはＥメールに添付して、
アミカス「HAPPY女子マーケット」係へ。

その商品のセールスポイント

□これから始める
□ネットで販売している
□実店舗で起業している
□その他（具体的に：

①応募用紙（右ページ。アミカスホームページからもダウンロードできます）
②販売物の写真、画像（Ａ４サイズの用紙に貼り付けてください）

□イベントに出店している
□自宅で起業している
）

起業状況

※書類に不備があると、選考の対象から除外されることがあります。

〒815-0083 福岡市南区高宮３丁目３－１ アミカス「HAPPY 女子マーケット」係
TEL：092-526-3755
E メール：amikas@city.fukuoka.lg.jp
しめきり

E メール

〒
住

託

名

※マーケット当日に販売予定のもの。応募時との大幅な変更はできません。

・国家資格等に基づかない者が行う療法等
・非科学的または迷信や占いに類するもの
・法令等で認められていない業種・商法・商品

生年月日

フリガナ

あなたの自慢の商品やサービス。ただし、以下のものは不可。

・宗教目的、政治目的なもの
・常温で販売できない生もの
・リサイクル品、不用品
・福岡市保健所の許可なく作る食品

●申し込み・問い合わせ先：福岡市男女共同参画推進センター・アミカス
〒815-0083 福岡市南区高宮３丁目３－１ アミカス「HAPPY女子マーケット」係
TEL：092-526-3755
メール：amikas@city.fukuoka.lg.jp

＊複数回答可

現在の売上額

月平均：

年平均：

あれば店舗名

2017年１月25日（水）15：00 必着

あればホームページ
やブログ等のＵＲＬ

スケジュール（5/12、13 以外は全てアミカス視聴覚室）
日時

内容

詳細

2/ 4（土） セミナー
10:00～12:00

イベント活用はおうち起業成功の秘訣！

講師：清水麗子

プチ起業家トークショー

パネリスト：HAPPY 女子マーケット修了生他

2/18（土） セミナー
10:00～12:00

おうち起業のための
マーケティング基礎講座

講師：清水麗子

応募動機

以下の質問にご回答ください。
講師：的野佑妃子

3/ 4（土） セミナー
10:00～12:00

ワタシにもできる起業のカタチ

3/18（土） セミナー
10:00～12:00

顧客を引き寄せるディスプレイ

講師：新藤朋子（ディスプレイデザイナー）

3/25（土） セミナー
10:00～12:00

理想を現実に！
PR をマスターしよう！

講師：清水麗子

4～5 月の土曜日
10:00～12:00

企画運営ミーティング（月２回程度）

5/12（金）
10:00～13:00

搬入・準備
＠アミカスホール

5/13（土）
10:00～17:00

アミカス HAPPY 女子マーケット
＠アミカスホール

5/20（土）
10:00～13:00

ふりかえり＆打ち上げランチ会

必修

（NPO 法人あまらんすねっと代表）

Ｑ１ セミナーやミーティングの参加可能日、託児希望をお聞きします。
●セミナー：□2/4（土） □2/18（土）

3/4（土）

□3/18（土）

□3/25（土）

※必修

●託児：□希望しない
□希望する→

お子様の名前：
お子様の名前：

年齢：
年齢：

歳
歳

か月
か月

Ｑ２ この募集を何で知りましたか？ ＊複数回答可

１day ショップ OPEN！！

□チラシ（受け取った場所：
□ミニコミ（雑誌名：
□Facebook（

） □ＨＰ（アミカス、福岡市） □市政だより
） □新聞（
新聞） □知人・友人から
） □その他（
）

Ｑ３ Facebook の利用状況をお聞きします。
□現在利用している
□現在利用していないが、今後利用する
お知らせいただいた個人情報は、法令の定めにある場合やご本人が同意している場合を除き、目的外利用することや
第三者に提供することはありません。

