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第15回 こらぼ大森 夏まつり
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7 パシオンＴＯＫＹＯ
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第19回 大森・大井夢フェア
大井・大森夢フェア

近日開催予定の講座

大森・山王のクラフトビール

山王ビール

◎ 応募方法 ◎ 葉書、
FAXまたはEメールで、
住所・氏名・年代
（例：40代）
・職業・電話番号・本紙を入手したところ・広告/記事へのご意見、
ご感想
・号数とご希望のプレゼント名を明記してお送りください。
〒143-0023 大田区山王3-27-6

oﬃce@oomori-cafe.com

※お寄せいただいた皆様の個人情報は企画者で厳重に管理し、当選のご連絡、
また
事前に許可を得た方に限りキャンペーン等のご連絡に使用させていただきます。

大田区大森北2-3-15
第15下川ビル4階
TEL 03-6423-1840
利用時間 月〜土 9時〜18時

E-mail: info@passion-tokyo.com
http://passion-tokyo.com/

キッズスペースで遊ぶ子どもたち

共未来塾）では、 ～
時間のプログラムの中
で、まず自分の課題意識
をみつめて、こうあって
ほしいというビジョンを
言葉にする。
目標が明確になることで
自信を持って事業アイディ
アを展開できるという。

※賞品は店頭（
「アキナイ山王亭」大田区山王 3-1-6) にて当選はがきと引き換えとなります
※ご応募は 20 歳以上の方に限らせていただきます
提供：たいようの醸造場
2018 年 10 月 10 日当日消印有効。当選者の発表は
https://www.facebook.com/
当選はがきの発送をもってかえさせていただきます
surroadbrewery/
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﹃ＮＷＥＣ実践研究﹄第８号
﹁女性の起業支援の効果と課
題﹂坂田静香

SunNo.808
3本セットで2名様にプレゼント！

70

もあり、男性が多数の環
境では評価されにくい、
適切な支援が受けられな
いこともあるという。
パシオンでは何のため起
業するのか、やりたいこ
とを引き出すところから
支援する。年４回ほど開
催する起業塾（ｉＳＢ公

毎週水・木・金の夜、
アキナイ山王亭にてクラフトビール販売中 !

営的には決して楽ではな
いと言いつつ、坂田さん
は 前 向 き だ。
「何 か や り
たいけど何をしていいか
わからない、という方は
ぜひいらしてください」
。
パシオンには生き生き
とした女性たちの笑い声
が絶えない。ここには互
いに支え合い、成長する
「場」がある。

読者プレゼント
ご応募いただいた方の中から
抽選で、ステキなプレゼントをお贈りします。

ネージャーが交代で常駐
する。
利用者は大田区内外か
ら訪れる。小さい子ども
のいるママから 代女性

20

イ
※ンキュベーション＝創業支援

29

まで年齢も様々だ。
一般に女性はビジネス
経験が少なく、子育てや
介護との両立という悩み
を抱えるなど特有の課題

シオンでも個別のセミナー
や交流会を開催し、起業
の段階に応じ、各々に寄
り添って支援を続ける。
２０１６年の起業塾受
講生は 人。うち４人が
起業し法人化、また 人
が事業を開始した。京都
の町屋を使ったゲストハ
ウスの事業計画は、全国
創業スクール選手権でグ
ランプリを受賞した。
こうしたパシオンの実績
が評価されて男女共同参
画おおたは 年度東京都
女性活躍推進大賞優秀賞
を受賞。各地からの視察
も多いという。
「ものづくりのまち」大
田区という立地から、女
性起業家のアイディアを
地元の工場に提案する場
をつくるなど地域との連
携も意識している。
パシオン自体も、民間の
創業支援施設として起業
した。２年が経ち、都か
らの補助金も終了して経
38
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設の設立案として形にな
り、２０１５年に東京都
が始めた「インキュベー
ション施設運営計画認定
事業」の認定を受けて、
パシオンが誕生した。
施設は大森駅から徒歩
５分のビル４階にある。
子どもを遊ばせながら情
報交換できるキッズス
ペース、起業を目指す仲
間とともに利用できるコ
ワーキングスペース、さ
らに事業拡大・独立を目
指す個室ブース５部屋を
備える。坂田さん、藤岡
おか ともこ
さん、岡智子さんの３人
のインキュベーションマ

コンテストで最優秀賞を
獲得した。
起業塾終了後も、受講者
どうしの交流の中でお互
いの課題を相談し合い前
に進むことができる。パ

東京都女性活躍推進大賞優秀賞を受賞

日本サードセクター経営
者協会
（ＪＡＣＥＶＯ）
で、
３・ の震災後に被災地
で起業塾を開催するな
ど、数多くの起業支援を
行い、地域で活動する女
性の力が社会を変えると
いう確信を持ったという。
坂 田 さ ん、藤 岡 さ ん の
思いが女性の起業支援施

（日）9:30〜
日時 ● 2018年9月9日
場所● JR大森駅東口駅前広場・大森ベルポート
入場料● 無料
（直接会場へ）

作る事業案を持ってきた
〝わたし〟の思いを
女性は「いちばん大事に
大切に
しているものは何？」と
問われ、ためらいつつも
「子育て第一で仕事をし
たい」と答えた。今の社
会では常識ではないかも
しれないが、藤岡さんは
「それでいい」と肯定し
たという。自信を得て検
討した事業計画はのちに
大田区のビジネスプラン

「自分が何をやりたいか
言葉で表現できるように
なったよ」という知り合
いから起業塾を紹介され
た女性。故郷の鳴子温泉
への思いに気づき、鳴子
温泉の魅力を発信する会
社の設立を決意した。
「ビ
ジョンを言葉にして、行
動が変わりました」
。
子育て中のママのため
ネットを活用して仕事を

大田区と品川区の区境を越えた交流、 子どもた
ちの健全な育成をめざし、 「NPO 法人大森夢会
議」が企画する地域イベントが同日開催。
大森駅東口駅前広場では地元の団体によるス
テージ企画や近隣飲食店の出店があるほか、
大森ベルポートアトリウムでは 12 時から、 地域の
子どもたちが多数出場するダンスコンテスト
「DreamDanceDrive2018」が行われる。

女性起業家が支え合い成長する「場」

8月20日
（月）13:30〜16:30 パソコンで作る 思わず手にとるチラシの作り方
8月27日
（月） 9:30〜11:30 起業家同士の交流会「パシオネーゼサロン」

JR大森駅東口駅前広場・大森ベルポート

２０１６年５月、起業を志す女性を中心に支援す
るため設立された「パシオンＴＯＫＹＯ」
。確固た
る信念とパシオン（スペイン語で情熱）をもって
さか た し ず か
女性を応援し続ける、センター長の坂田静香さん、
ふじおか き み こ
インキュベーションマネージャーの藤岡喜美子さ
んに伺った。
（取材・文＝杉山由紀）
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を行っている。
理事長の坂田さんは男
女平等の実現を目指す活
動を 年以上行う中で、
女性の経済的自立の重要
性を痛感してきた。子育
てしながらの就業が難し
い な ら ば、
「起 業」も 選
択肢では、と思い至った
という。
藤岡さんは公益社団法人

模擬店、スポーツイベント、親子で楽しめる様々
なワークショップ・企画、舞台など。
日時 ● 8/19（日)10:30分開会、
15:00閉会(予定)
場所 ● こらぼ大森 グラウンド、体育館、校舎棟
(大田区大森西2-16-2)
入場料● 無料
問合 ● こらぼ大森 TEL：03-5753-7884

もっと女性の
力を社会へ

てをつなごう！みんなのちから！

パ シ オ ンＴＯＫＹＯ
（以
下、パシオン）の経営主
体はＮＰＯ法人男女共同
参画おおた。２００４年
から大田区立男女平等推
進センター「エセナおお
た」の 指 定 管 理 者 と し
て、事業運営と建物管理

開設2周年の講演会にて。坂田さん
（前列左から2番目）、藤岡さん
（前列右から2番目）、
岡さん
（後列左端）。
（撮影：中山良恵）

3面のご案内
むすびつき

地域をベースに活動を展開する
団体に注目。活動に携わるひと
たちの思いに迫ります。参考にし
たいステキな活動であれば、そ
の 範 囲 は大 森 に と ど ま り ま せ
ん。「地域 の ち から」こ こ に あ り ！
vol. 2018年5月
55 ART FACTORY 城南島
[地域に開かれたアート拠点]

広告
募集

会社や
商品の
宣伝

NPO法人 サポートぱんぷきん
グループかぼちゃ

[食事の宅配で助け合い]
2017年11月

vol.

東京ノルディック
ウォーキングクラブ

53

[2本のポールで楽しく歩く]
vol.

2017年8月

52 ゆずり葉塾

［地域に根ざした学習塾］

20
30

2018年2月

vol.
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バックナンバーはウェブで！

www.oomori-cafe.com

まちを
応援
したい!

求人の
募集を
したい! …など

本紙「大森まちづくりカフェ」に
広告を掲載しませんか？
年

ト 大森の魅力を多くの人に伝えたい！ 発 4回
行！
セプ
コン
このような思いで発行しています

タ
ライ ーも
募集中！

ターゲッ
ト
20代~ 主に女性や子育て世代、
シニア層、地域に関心ある方
そして安心♪

今や2人に1人が「がん」に
罹る時代と言われています！

お近くが便利♪

「がん」保険に加入されていますか？

がん保険・医療保険 契約件数NO.1 (H.27 インシュアランス生命保険統計号)

数

発行部

30,000部

先

主な配布

・アトレ大森・大森駅ビルRaRa・東急ストア
・MEGAドン キホーテ大森山王店 他 協力店
・出張所、図書館、
児童館など周辺公共施設
地域イベントで無料配布 など

大森まちづくりカフェキャラクター
「もりもりくん」

広告の
特定非営利活動法人 大森まちづくりカフェ
お申込・
〒143-0023 東京都大田区山王3-27-6
office@oomori-cafe.com
お問合せは TEL/FAX
(平日13-17時)
www.oomori-cafe.com

03-5935-7881

