会長挨拶

皆様の暮しが豊かになります

「みゅーずｎｅｔのあゆみ」

花のある生活はいいものです。

遠藤 仁美

・・・・・・・・・・・・・

津田 恵美さん
・・・・・・・・・・・・・
【将来の夢】お花と食
器・雑貨を販売する店を
ひらく！
・・・・・・・・・・・・・
笑う門には福来たる ！
笑顔でがんばります。

会長

会報みゅーずの第２号発行にあたり、ご挨拶をさ
せて頂きたいと思います。
昨年秋に行われました第七期『女性のための創業
塾』では、合同視察見学会や創業塾のカリキュラム
の中でみゅーずｎｅｔの活動や取り組みを紹介させ
て頂きました。
また、販売促進セミナーやＤＭ作成セミナー、ラ
ンチ交流会など昨年も各委員会をはじめ、会員の皆
様にはみゅーずｎｅｔの事業にご協力頂きまして、
誠にありがとうございます。
本年度の最初の行事は、去る五月十九日に行われ
ましたみゅーずｎｅｔ総会でした。
お蔭様で会員の皆様にご承認を頂き、本年度も順
調にスタートを切る事が出来ました。
本年度も会員参加型の異業種交流グループを目指
して活動したいと思っております。
会員の皆様には、今後ともご指導、ご鞭撻を賜りま
すよう、よろしくお願い申し上げます。
蛭田 智美さん
・・・・・・・・・・・・・
フォンティーヌ代表
フラワー講師

第２号
日立商工会議所女性起業家交流グループ
みゅーず net 会報
平成 21 年 6 月発行

折笠 和枝さん
・・・・・・・・・・・・・
会社員

今橋 知江さん
・・・・・・・・・・・・・
「押し花」で準備中

・・・・・・・・・・・・・
みゅーず会員との出会
いに感謝します。

・・・・・・・・・・・・・

ようお手伝いさせていただきま
す。宜しくお願い致します。

思い出のお花をいつ迄もお手
元に･･･。押し花のギフト製作
や講座を只今準備中です。お
気軽に声をおかけ下さい。

山本 美穂さん
・・・・・・・・・・・・・
ベストパートナー介護㈱
代表取締役

ミチルさん
・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・
自宅で開業しています。
宜しくお願いします。

・・・・・・・・・・・・・
介護が必要にな っても
自分らしく生きるお手伝
いをします。

・・・・・・・・・・・・・
ハーブ＆アロマテラピー
をおおそね鍼灸治療院
でしています。

ハーブ＆アロマテラピスト

藤森 結花さん
・・・・・・・・・・・・・
結婚相談業 Prie
代表
・・・・・・・・・・・・・
誠実に結婚を考えてい
る方を親身にサポート！

創業塾 第７ 期卒 業後 、み ゅー ずｎ ｅｔ に入 会し たメ ンバ ーを ご紹 介
します 。お 名前 と業 種（ また は将 来の 夢） をお 伺い しま した 。

綿引 仁子さん
・・・・・・・・・・・・・
整体・リンパ療法師

（右上から 50 音順）

会／員／紹／介

みゅーず net 会員の活躍ぶりをお伝えします！

（株）アドサポート取締役
「Esprit（エスプリ）
」代表

「グレースティアラ」代表
エッチングガラスアーティスト

鈴村

津村 裕美さん

常北運輸（株）に入社後、経理の仕事を一手に任されてきた津村さん。

由紀子さん

「グレース ティアラ」では、ガラス・木・石・非金属素材を用いた

その功績を買われ、6 年前に（株）アドサポートの取締役に就任し、両社

エッチングアートグッズのデザインと加工をしております。具体的に

の経営に参画されるようになりました。その頃から、
「人と関わる仕事が

は、パソコンでデザインを創作した後、シートをグッズに貼り付けエッ

したい」と思うようになり、派遣会社の社内教育としても役立つ「ビジ

チングシステム装置で削る作業をします。繊細な作業で創られた「グレ

ネスマナーインストラクター」の資格を取得。自社の派遣社員の研修と

ースティアラ」のひとつひとつの作品には豊かな感性が感じられます。

して、あるいは一般向けのセミナーを開催して、ビジネスマナーを教え

それは「グレース ティアラ」の経営者兼エッチングアーティストの鈴

て来ました。講師としての仕事に手ごたえを感じつつ、
「人を助ける仕事

村さんのお持ちの、リボン刺繍、洋裁、デコパージュ、陶器のデザイン

をしたい」という思いも次第に強くなり、取得したのが「産業カウンセ

画などの多彩な才能が生みだしたものです。鈴村さんの“才能”それは、

ラー」と「エグゼクティブコーチ」の資格。どちらも、メンタル面のサ

お母様のＤＮＡでは？と思わせるほど、鈴村さんのお母様も、洋裁・ケ

ポートという点で共通します。カウンセラーは、平常時をゼロとし、メ

ーキ作り・ガーデニングと何でもご自分で創作され、お庭に「池？」ま

ンタルの状態がマイナス側にある場合の支援。相手に寄り添い、過去に

でお造りなったそうです。幼い頃の鈴村さんは、ご自宅にあるお皿に絵

立ち戻り、マイナスになっている要因を取り除く手助けをするものです。

の具で絵柄を描き、お母様にお褒めの言葉をいただき、そのあと、お母

対して、
「コーチング」は、ゼロからプラス方向へ導きます。今から未来

様はそっとそのお皿を洗われたというエピソードも伺いました。

へ、進みたい未来に向かって「明確に早く」到達できるようにお手伝い

この事業に投資した資金は５００万円以上、思うように作品ができな

をするものです。しかし、あくまで答えは本人の中にあるものを引き出

くて、泣き出してしまったこともあったという鈴村さんですが…。

す、という手法で「気づき」を促す手法です。
「コーチング」の手法は、

「自分も楽しみ！みなさんにも楽しんでいただきたい！」そして「これ

ビジネスの現場に留まらず、一般（子育てや、家族との接し方）にも応

からは、大きな作品、モニュメントを作製したい！」とわくわく好奇心

用できます。

旺盛の鈴村さんから元気をいただきました。
（取材・文／秋山・小林）

今、新たなステージに向けて希望に満ちています。
（取材・文／梅垣）
(株)アドサポート

http://www.adsupport-ss.com
ｅｓｐｒｉｔ（エスプリ）
～企業とあなたの成長を支援します～
http://www.12.ocn.ne.jp/~msupport/

北茨城市磯原町 2－12
Tel

0293-42-7006

磯原高

磯原

北茨城
IC

JA

磯原中
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＊会員向け掲示板＊

本年度行事予定
6月
8月
10 月
11 月
2月

コーチングセミナー
名刺交換会
接客マナー講座
創業塾合同視察会
マイワーク・プレゼンテーション

※上記は予定のため日程・内容が変更になる
場合があります。

グレースティアラ
http://www.geocities.jp/glassart_gracetiara/

日立市みかの原町 2-2-7

Tel/fax

みゅーず net
交流委員会主催
販売促進セミナー

社会のためにも役立つやりがいのある仕事をしたい、と語る津村さんは、

「商いの原点
それは人と人、己自身」

す。
」と津村さん。ご自身の子育て期を終え、これからは自分のためにも

◆日 時 平成二十年十二月五日 金( )
午後四時～五時
◆会 場 商工会議所第四会議室
◆受講料 無料
◆お申込 日立商工会議所
みゅーず net
事務局まで

“お母さんのための子育てコーチング”などニーズがあると感じていま

講習会終了後に、名刺交換会を企画して
います！（会費５０００円）
ご希望の方は是非ご参加ください。

主催者（
交流委員会）より
「今回の内容はビジネスチャンスをつかむ思
考術が学べちゃいます。
行 使自 身 の体験 をもとにわかりやすくレ
クチャーしていただきます。そして・
・
・
『
チャンスは貯金できません！』
名刺交換会であなたの個性をチャンスにつ
なげましょう。あなたのチャンスは、あなた
の行動と連動します。

その他の予定
＊十一月二十一日（
金）
女性のための創業塾合同バス見学会

（
世田谷ものづくり大学・
谷中銀座商店街）

＊コーチングセミナー（
日程未定）

「今、子どもとの距離のとり方に悩む親御さんは多いです。たとえば

市営
AP

台原団地
入口

みかのはら
団地入口

サイゼリヤ

0294-53-1236

会員募集中！
女性起業家ネットワーク「みゅーず net」は起業や経営に関する勉強
会やセミナー、交流会などを開催している女性による女性のための
交流グループです。起業仲間が欲しい方、起業したいけど勇気が
なかなか出ない方、いつかは起業してみたいという方、起業に関す
る興味や熱意があればどなたでも大歓迎！私たちの仲間になりま
せんか？（年会費／3,000 円）
●お問合せ先
日立商工会議所 みゅーず net 事務局（担当 鈴木昇・松本）

TEL 0294－22－0128
info@muse-net.jp
http://www.muse-net.jp/

