
 

講座内容 / 講師紹介
＊講座内容、講師について、一部変更することがあります。 

その都度ホームページなどでお知らせいたしますのでご了承ください

お問い合わせ：株式会社eight 
0565-41-8871 

office@8eight8.jp

～誰もが成長を実感できる職場へ～

とよたキャリアカレッジ
2022年 6月 ～ 2023年 3月 ／ 全26講座＋個別相談day

主催／豊田市

mailto:office@8eight8.jp


  2022年度 年間プログラム

＝ご受講にあたって＝
❶ご登録事業者にお勤めの方は、お好きなプログラムを選んで何度でも受講いただけます。 
  （プログラム名が同一のものは同内容の講座となります。） 

❷受講予約は専用の予約サイトよりお申し込みいただきます。 
　予約サイトでは、個人でも複数人まとめて(一度に10名まで)でもお申し込み可能です。 

❸受講形式は、①会場のみ ②会場・オンラインどちらも可 　の2パターンあり講座により異なります。 
 （ただし感染状況によっては、「会場のみ開催」→「ハイブリッド開催」or「オンラインのみ開催」へ変更となる場合もあります。 
　「会場のみ」の講座でも特別な事情により「オンライン受講」を希望の場合は、予約サイトのお問い合わせフォームよりご連絡ください。）

❹ 一部、一般の方へ公開講座がございます。予めご了承ください。 
    公開講座（予定）6/10,  7/1,  8/26,  9/16,  10/21,  11/4,  12/2,  1/27,  2/3,  3/3

❺予定プログラムや会場が変更となる場合がございます。変更の際は、HPやメールなどでお知らせいたします。

◆受講予約サイト◆



  仕事における自分の価値観(キャリアアンカー)を知ろう

主な講座内容 
社会に出て働き始めたばかりのころは、仕事をこなすだけで精いっぱい。しかし、社会人としての
自覚と責任感とともに、「仕事における自分の価値観。大切にしたいもの」が芽生えてきます。こ
のセミナーを機に、今後のキャリア形成の一助として「価値観（キャリアアンカー）」を考えてみ
ましょう。実際に簡単な診断テストから自分のキャリアアンカーを見出していきます。 

講師：鬼木利瑛（6/10）／ 千葉真由美（9/16） 

  [6/10]＠キラッ☆とよた 
  [9/16]@キラッ☆とよた

どなたも受講可能

 自身のコミュニケーションタイプを知ってキャリアに  
 生かそう
主な講座内容 
ホランド理論のパーソナリティタイプ診断を活用して自己理解を深めていきます。パーソナリティ
タイプを知ることで自身がどんなコミュニケーションが得意なのか、職場の仲間、上司、お客様が
どんなコミュニケーションタイプなのかなどを知り、ケーススタディを通して楽しく実践的に学ん
でいきます。 
 
講師：鬼木利瑛（6/24：経営者対象）／ 安藤めぐみ（10/21）

  [6/24]＠キラッ☆とよた 
  [10/21]@キラッ☆とよた

 多様なキャリアを実践者から学ぼう(複業実践者)

主な講座内容 
ゲストに複業実践者（会社員×複業（数社と契約、個人事業））をお招きして、トークセッション
形式でお話を聞いていきます。50代に入り、定年後のキャリアを考え始めた宮﨑さん。副業制度は
あるものの、社内でも珍しい複業実践者。スキマ時間や休日を利用して、自身の経験や興味を生か
して、本業にも相乗効果を高めながら実践しています。実際にやってみて、良いこと、苦労してい
ることなど生の声を聞いていきます。 
ゲスト：大手印刷業営業×副業　宮﨑弘司氏　　コーディネーター：鬼木利瑛

  [7/1]@キラッ☆とよた

 自分の強み弱みを知って仕事に生かそう

主な講座内容 
誰にでも好きな事や得意な事など、その人なりの「強み」があります。これまでの自分の経験やス
キルなどを振り返り「自分の強みを明確にする」ことで、「本当になりたい自分」に近づくことが
できます。セミナーでは、「強み」と「弱み」を主観的にも客観的にも理解し、体系的に整理する
ことで「自分のなりたい姿」に近づくためにどのように行動しなければいけないかを考えていきま
す。   
講師：鬼木利瑛（7/8）／ 丹山珠美 (12/16)

 [7/8]＠豊田商工会議所  
[12/16]@キラッ☆とよた

会場のみ

会場のみ

会場のみ



  事例に学ぶ社内新規事業のつくり方

主な講座内容 
ここ数年、自動車産業を中心に大きな転換期を迎えています。ゲストに新規事業創出に果敢に挑戦
し注目されている「MUSASHi Innovation Lab CLUE（自動車部品製造業”武蔵精密工業”のインキュ
ベーション施設）のコミュニティマネージャー鈴木氏をお迎えし、新しい事業を創り育てるために
必要なこと、社員教育の取り組み、地域企業を巻き込んだ新規事業創出事例などをお伝えいただき
ます。CLUE -HP：https://www.musashi.co.jp/clue/ 
ゲスト講師：MUSASHi Innovation Lab CLUE　鈴木隆文氏 
コーディネーター：鬼木利瑛 

 [7/15]@豊田商工会議所

どなたも受講可能

 自身の人生をより豊かに！キャリアモデルを 
 つくってみよう

 [8/5]@キラッ☆とよた

 LGBTをもっと理解しよう  [8/26]@キラッ☆とよた

 多様なキャリアを実践者から学ぼう(プロボノ実践者)  [10/14]@キラッ☆とよた

主な講座内容 
終身雇用なき人生100年時代に突入し、キャリアはシンプルな単線ではなくなりました。社内外のあ
らゆる仕事やプロジェクト、自身の強みだけでなく弱みさえも相乗効果を高めるような、ありのま
まの自分が輝くキャリアモデルをつくってみませんか。会社員や親といった固定的な役割に囚われ
ず、豊な人生を送るためにはどんな自分でありたいか、人生のビジネスモデルであるキャリアモデ
ルを考えることは考え行動するきっかけになります。事前課題あり。 
キャリアモデル開発センター　https://careermodel.jp 
講師：鬼木利瑛

主な講座内容　＊本講座はオンライン受講は完全不可となります。 

本当に大切なのは、性別や国籍、身体的特徴などではなく、人格や人柄である。 
LGBT当事者や家族について学ぶことで、職場にいる当事者だけでなくLGBT以外のマイノリティに
ついて学ぶことにもつながり、ダイバーシティへの意識を高めていくことができます。LGBTの基礎
知識を持つとともに、LGBT理解を自分ごととして捉えていただく、貴重で実践的な内容です。 

ゲスト講師：NPO法人ASTA

主な講座内容 
プロボノとは、仕事で得た専門スキルや経験だけでなく、これまでの人生経験全て（幼少期から今
までの遊び、学び、勤めで蓄積されたキャリア資産）を活かして、NPOや中小企業などを支援する
ボランティア。今回、ゲストにとよたプロボノシナジープロジェクトに参加した社会人をお招きし
て、実体験をお聞きします。社外に出て視野を広げ自身の成長につなげたい、そんな方におすすめ
の講座です。 
コーディネーター：鬼木利瑛　ゲスト：とよたプロボノシナジーPJ参加の社会人プロボノ　　

会場のみ

会場のみ

会場のみ

https://www.musashi.co.jp/clue/
https://careermodel.jp


 

どなたも受講可能

 なりたい自分になるためのセルフマネジメント  [11/18]@キラッ☆とよた

 その時が来る前に！介護と仕事の両立講座  [12/2]@キラッ☆とよた

 会議をもっといい場に！ファシリテーション力の基本   [12/9]豊田商工会議所

 アドラー心理学に学ぶ職場コミュニケーションの実践   [1/27]@キラッ☆とよた

主な講座内容 
なりたい自分ってどんな自分？なりたい自分になるためには、何をしたらいいの？ 
そんな方に、実際にワークを行いながら、セルフマネジメントの仕方について、知っていただけた
らと思います。やりたいことはあるけど、なかなか動けないでいる方におすすめです。 
この機会に、自分自身としっかり向き合う時間を作ってみませんか。 

講師：金子美智代

主な講座内容 
子育てと違い、ある日突然起こるのが介護・病気。特に、自分の人生後半をどのように生きていく
のか考え始めるミドル世代にとって、介護・病気による環境の変化は大きなライフイベントといえ
ます。その時に、慌てたり、一人で抱え込まないよう、今から少しずつ準備をしましょう。大切に
したい価値観などから考えるきっかけとなる講座です。 

講師：千葉真由美

主な講座内容 
ファシリテーション（facilitation）とは、チームメンバーの力を引き出し、チームがより良い問題
解決を行えるよう、そのプロセスを 支援・促進(facilitate)することを意味します。ファシリテーショ
ンの基本について学び、チームの力を引き出し、創造的に会議・仕事を進めるヒントを実践しなが
ら学んでいきましょう。 

ゲスト講師：野崎安澄氏（NPO法人セブン・ジェネレーションズ代表理事／ファシリテーター）

主な講座内容 
心理学というと小難しい印象をお持ちになる方もいらっしゃいますが、「アドラー心理学」は仕事
や日常生活をより充実させることを目的とした実践の心理学です。初めて聞く方にも楽しく、安心
して参加できるよう、「アドラー心理学」ってどんなもの？という基本的な要素を押さえつつ、コ
ミュニケーションには「勇気」が必要ということを分かりやすくお伝えします。実際に職場ですぐ
に実践できるような内容です。 

ゲスト：一尾茂疋氏（北米アドラー心理学会認定ポジティブディシプリン・エデュケーター）

会場のみ

会場のみ



 

女性従業員向け

どなたも受講可能

 伝える力 ープレゼン力を高めようー  [2/3]@キラッ☆とよた

 お金に向き合うライフプランニング  [3/3]@キラッ☆とよた

 チームで向き合う、組織と個人のありたい姿   [3/10]@キラッ☆とよた

 ホルモンバランスを整えてイキイキ働く！ 
 セルフメンテナンス講座

  [11/4]@キラッ☆とよた

主な講座内容 
マスク生活だからこそ、表情、声の大切さを痛感する方も多いかと思います。講座では、美しいの
びやかな声づくり、体・口・舌の体操のほか、「コミュニケーションの大切な要素」や「伝わる文
章」についても考えていきます。気持ちの良いコミュニケーションを一緒に練習しましょう。 

ゲスト講師：村瀬寛美氏（フリーアナウンサー）

主な講座内容 
人生100年時代、物価の上昇、低金利、NISAやideco等の資産運用、さまざまなワードが飛び交う中、
あなたはどこまで理解できているでしょうか。お金に関する知識を持っている人と持っていない人
で差が出る時代。難しい知識は要りません、簡単な基礎知識をしっかりと自分ごととして捉え、学
び、将来に楽しく自分らしく過ごす為のライフプランを考えてみませんか。 

ゲスト講師：田岡みゆ紀氏（ファイナンシャルプランナー）

主な講座内容　　※同僚同士、上司部下など ペア受講推奨 
組織の目指す方向と、自身のありたい姿が一致しているとモチベーションは高まります。普段から
組織やチームで共有できているのが理想ですが、日々の忙しさに対話の機会が少ないのが現状で
す。このセミナーでは、上司と部下、同僚同士で一緒に参加することで、相互理解が深まる機会を
提供します。最近メンバーとしっかり話せてないな、そんな方にぜひご参加いただきたいです。 

講師：鬼木利瑛

主な講座内容 
女性が一生を通じて心身に大きな影響を受ける女性ホルモン。働く女性、働き続ける女性が増加し
ている現代は、月経関連の不調による健康課題が増加しています。女性として生まれてきた以上、
避けられない女性ホルモンとの関係。煙たがったり悩んだりする前に、どうやったら仲良くできる
か？ご自身の身体の状態を見直し不調の原因を探り、改善に導くためのセルフケアや、女性ホルモ
ンに振り回されずにイキイキ過ごす方法を学んでいきましょう。 

講師：小澤美保子（女性ホルモンバランスプランナー®）

会場のみ

会場のみ



  育児両立社員マネジメント勉強会

主な講座内容 
育休復帰社員は女性が多く（育休取得者の9割が女性）、復帰後も時短勤務や、仕事へにアクセル
を全開にできずマミートラック（出産した女性が、負荷の高い仕事を任せれず、キャリアアップが
望めない状態になること）に陥ることが課題となっています。女性管理者が増えない理由の一つで
す。どのようなコミュニケーション、マネジメントが求められるか、ケーススタディを通して実践
的な学びを得ていただきます。 
ゲスト講師：杉浦加菜子氏（株式会社じょさんしGLOBAL Inc. 代表取締役）

  [7/29]＠キラッ☆とよた

経営者・管理者・人事・リーダー職向け

 メンタルヘルスマネジメント勉強会

主な講座内容 
御社に「憂鬱な気分が続いている」「なんとなく仕事のやる気が出ない」という従業員様はいらっ 
しゃいませんか? 近年ではプレゼンティーイズムと呼ばれる、まだ休職には至っていないが何らか
のメンタルヘル スの不調を抱えている人たちがたくさんいると言われています。この勉強会ではメ
ンタルヘルスマネジメントが会社経営にどのように関連しているのかをお伝えし、そして<管理職の
メンタルヘルス>をテーマにディスカッションをしていきます。 心は見えないからこそ、早め早め
に対応することが重要です。まずは一緒に考えていきましょう 

ゲスト講師：伊東佑希子氏（株式会社リベルタス代表取締役） 

  [9/2]＠キラッ☆とよた 

 自分らしいリーダーシップ

主な講座内容 
リーダーと聞くと、仲間や部下を先頭に立って引っ張っていかなくてはならないというイメージが
あるかもしれません。そうしたリーダー像を見ていると、自分には無理となりがちです。でも実は
リーダーシップには「こうでなければならない」という正解はありません。どんなチームにしてい
きたいか、自分はどんな役割を担っていけるか。自分らしさを発揮するリーダーシップ
を他の参加者と一緒に考えませんか。 
講師：鬼木利瑛

[10/7]@豊田商工会議所  
[1/20]@豊田商工会議所

 働き方改革進め方勉強会

主な講座内容 
働き方改革関連法案が次々と施行され、大手企業だけでなく中小企業も様々な取り組みが進んで、
豊田市働き方改革推進アドバイザー派遣制度などもご活用いただいている企業様も増えています。 
今後、どのような取り組みが成果につながりやすいのか、失敗事例も含めてゲスト企業の取り組み
を学び、実践に活かしていただきます。 

コーディネーター：鬼木利瑛、ゲスト企業：市内企業で働き方改革に取り組む事業所

 [11/11]＠豊田商工会議所

会場のみ



  育児両立管理職のためのキャリアデザイン

主な講座内容 
愛知県の女性管理職比率は全国に比べて圧倒的に低く、育児両立しながら管理職で活躍するための
制度や風土がまだまだ遅れていると言われています。そんな地域、企業群の中でも育児と仕事、そ
してその仕事ぶりを評価され活躍する女性の存在は、今悩んでいる人、これからを不安に思ってい
る人にとって勇気や元気をもらえます。仕事に対する思い、母として妻として女性としての思いや、
壁に当たった時の対処法など、実践している女性管理職の方をゲストにお招きしてリアルなお話を
お聞きします！ 
コーディネーター：鬼木利瑛、ゲスト講師：市内企業で活躍する管理職の女性

 [1/13]＠キラッ☆とよた

 部下との面談力を高める対話力

主な講座内容 
心理的安全性の高い職場は、定着率もよく、士気も高く、多様な人材が活躍し、イノベーションが
起きやすいと言われています。そんな職場にしていくために重要なポイントが、コミュニケーショ
ンです。コロナ禍において、雑談の機会、交流の機会が減っている中で、注目されているのが1対1
での対話です。若手社員の本音を引き出せない、面談が一方的になってしまうなどの課題を感じて
いたら、ぜひこの講座へお越しください。聴くプロのキャリアコンサルタントが実践
的な内容をお伝えします。 
講師：鬼木利瑛

  [2/10]@キラッ☆とよた

経営者・管理者・人事・リーダー職向け

会場のみ



 
【所属・資格】株式会社eight 代表取締役/キャリアモデル 開発センター豊田センター
長/2級キャリアコンサルティング技能士/豊田市働き方改革アドバイザー/一般社団
法人ママライフデザイン研究所理事/MUSASHi Innovation Lab CLUEメンター 

【略　歴など】リクルートにて人材採用・育成部門で営業・人事を経験した頃から
一貫して「女性のキャリア」に取り組んできた。自身も３姉妹の母をしながら、夫の
転勤転職による移住も経験しながら人生100年時代を豊かに生きるべく奔走中。 
https://8eight8.jp

鬼木利瑛（Rie Oniki）

講師紹介

【所属・資格】国家資格キャリアコンサルタント/ 
                        豊田市働き方改革推進アドバイザー 

【略　歴など】自動車メーカーで広報部門に約20年在籍し、接客業務、カスタマー
サポート業務、スタッフ教育、プロジェクト業務などを幅広く担当。 出産を機に退
職するも、コミュティ団体活動を通し女性が母でありながら一人の女性として自分ら
しい生き方を望む多くの女性に出会い、女性のキャリアについて関心が高まる。現
在は、働く人全てに寄り添うキャリアコンサルタントとして活動している。 

丹山珠美（Tamami Niyama）

【所属・資格】NPO法人セブン・ジェネレーションズ代表理事/愛知アーバンパーマ
カルチャー発起人/チェンジ・ザ・ドリームシンポジウムファシリテーター/育自の魔
法ファシリテーター/とよたプロボノシナジープロジェクト 

【略　歴など】新卒後リクルートマネジメントソリューションズに入社し、人事制度
設計・研修・採用コンサルティング等の営業を担当。夫の海外駐在を機に退職。東
日本大震災をきっかけとして、子供達に豊かな自然と地球を残し、1人1人があるが
ままにイキイキと生きられる社会を実現するための活動を始める。さまざまな社会
教育プロジェクトの立ちあげ、サポートに携わり、プロジェクトマネジャー・ファシ
リテーターとして実践を続けている。https://sevengenerations.or.jp

野崎安澄（Azumi Nozaki）

【所属・資格】国家資格キャリアコンサルタント/筆もじ屋sou代表 
                         
【略　歴など】新卒で大手電機メーカーに就職。営業企画を担当し、結婚後退職。
その後、パート、派遣社員、契約社員、正社員など様々な働き方と職種を経験。出
産後は㈱eightの創業時より、女性の起業支援業務を担当しながら、筆もじ講師とし
て起業。現在は国家資格キャリアコンサルタントとしても豊かなキャリア形成の支
援をしている。 

千葉真由美（Mayumi Chiba）

https://sevengenerations.or.jp/
https://8eight8.jp


 

2017年設立。主に学校現場をメインに、セクシュアルマイノリティの子どもを持つ
保護者や友人、当事者がチームとなり、「ＬＧＢＴ出張授業」を行っている。年間70
～80ヶ所を訪問し、総授業数は約350回、参加者数は延べ3万4千人。愛知県、岐阜県
を中心に活動をしている。https://asta.themedia.jp 

特定非営利活動法人ASTA（アスタ）

講師紹介

【所属・資格】北米アドラー心理学会認定ポジティブディシプリン・エデュケーター
/一尾塾塾長/瀬戸市教育アクションプラン推進会議委員/市民立小中一貫校瀬戸ツク
ルスクール運営責任者/アクティブブレイン認定講師/瀬戸プラクティカルカレッジ校
長 
 
【略　歴など】関西外国語大学卒業後、流通業で販売職、外資系医療機器メーカー
で営業職、教育支援業で、企画、運営、経営企画、人事を経験し、2009年に教育支
援業で独立起業。お客様に信頼していただき、10年先まで予約が入る塾となってい
る。http://www.ichiojuku.com

一尾茂疋（Shigehiko Ichio）

【所属・資格】国家資格キャリアコンサルタント/ 
 

【略　歴など】現在大手自動車メーカーに勤務。兼業で人生100年時代、輝き続ける
ミドル社員を応援したいと、社内でキャリア研修を実施。一人ひとりが組織の中
で、自分らしいキャリアを築いていくための支援活動をしている。

安藤めぐみ (Megumi Ando)

【所属・資格】フリーアナウンサー/話し方講師/愛知淑徳大学非常勤講師/『子ども
話し方教室』主宰 

【略　歴など】元メーテレアナウンサー、テレビ、ラジオニュース、ナレーション、
インタビュー、司会、アナウンススクール講師など、長年のアナウンサー経験を生か
し、子供から大人まで一人一人にあった話し方を見つけるアドバイスをしている。
https://hmurase.jimdofree.com/ 

村瀬寛美（Hiromi Murase）

https://hmurase.jimdofree.com/
http://www.ichiojuku.com
https://asta.themedia.jp


 

講師紹介

【所属・資格】国家資格キャリアコンサルタント/ 2級キャリアコンサルティング技
能士/大手自動車メーカー勤務/自遊季楽会代表 

【略　歴など】新卒で大手自動車メーカーに技術系として入社し、結婚・出産・育児
を経て、会社生活の後半は、マネジャー（グループ長、室長）として、メンバーの人
材育成に尽力。リケジョ、ワーママという言葉がまだなかった頃に、社内の超マイ
ノリティとして、仕事を続けてきた経験を活かし、現在は、主業務の他に社内のキャ
リア相談も実施。仕事以外でも、20年以上ボランティア（里山保全、読み聞かせ、
災害、プロボノ）に参加。その他、自遊季楽会代表として農業体験イベント等も企
画・運営。


【所属・資格】株式会社リベルタス 代表取締役/精神保健福祉士 メンタルヘルス・
マネジメント検定二種  

【略　歴など】愛知淑徳大学卒業後、県内の精神科病院にて精神保健福祉士として
勤務。約10年ほど医療機 関にてメンタルヘルスに携わる。その後、行政に場所を移
し愛知県精神保健福祉センターにて産 休・育休代替職員として1年半業務を経験。 
医療現場での職務を通して、多くの患者様やそのご家族との出会いがある中で、メ
ンタルヘルス の<予防の大切さ>の必要性を実感する。「まずはセルフケアの大切さ
を伝えたい」との強い思 いから、現在企業で働く従業員へのEAPプログラムを運営
している。  

伊東佑希子 (Yukiko Ito)

金子美智代（Michiyo Kaneko）

【所属・資格】2級ファイナンシャルプランニング技能士 / 賢く楽しく”私らしく"暮
らす あなただけの専属 家計サポーター「Petit Luxe」 主宰 
 
【略　歴など】結婚を機にお金について考え始め、出産、子育て、住宅購入と生活
が変化していく中、将来を見据えた計画がいかに大切か気付く。経験や独学の知識だ
けでなく、資格保持者として身につけたお金の知識を伝える事で、賢く楽しく暮らせ
る人を増やしたいと、2021年 販売商品を一切持たないファイナンシャルプランナー
とし活動し始める。少人数セミナーや、企業向け子育てコラムへ従事、女性の自立マ
ネーセミナー等を開催。

田岡みゆ紀 (Miyuki Taoka)

【所属・資格】株式会社eight　プロジェクトマネージャー／一般社団法人女性女性
ホルモンバランスプランナー協会／トータル女性ホルモンバランスプランナー®／
女性ホルモン活性トリートメントサロン「Meguri345」代表セラピスト／女性ホル
モンセミナー講師／女子アスリート女性ホルモンコンディショニングコーチ 

【略　歴など】女性のカラダ作りに最も重要な成長期を健康問題に目を向けずス
ポーツに捧げたことにより長年にわたり月経トラブルに悩まされてきた経験を通
し、同じように月経トラブルやPMS、不妊、産後、更年期など女性ホルモンのトラ
ブルを抱える女性の心とカラダに寄り添うメンテナンスサロンを開業。また女性と
しても母としても自らで人生を切り開き多様で豊かなキャリア形成をeightを通して
体現中。「女性ホルモンを味方につけ本来の自分と健やかな生き方を」をモットー

に活動している。 

小澤美保子 (Mihoko Ozawa)



講師紹介

【所属・資格】武蔵精密工業株式会社 MUSASHi Innovation Lab イノベーションデ
ザイナー/中小企業診断士 

【略　歴など】名古屋大学大学院卒業後、自動車部品メーカーに入社。購買担当者
として従事。2014年に武蔵精密工業株式会社に入社し購買業務を行う。2017年に社
内で行われた新規事業創出プロジェクトに参加。 その後、東三河発のイノベーショ
ン創出をミッションとしたMUSASHi Innovation Labを立ち上げ、運営を担う。新
規事業創造プログラム、アクセラレーションプログラム、ピッチイベントなど年間
約40件のイベントを実施。

鈴木隆文（Takafumi Suzuki）

杉浦加菜子 (Kanako Sugiura)
【所属・資格】株式会社じょさんしGLOBAL Inc.代表取締役/あおぞら助産院院長 
助産師・看護師・保健師/わらべうたベビーマッサージ講師/マタニティヨガ講師 

【略　歴など】助産師として約3000人の妊娠・出産に関わる。長女出産後、夫の転
勤でオランダに。在蘭中に次女を出産。自身の不安な育児経験・女性の心身への理
解不足を目の当たりにし、起業を決意。「誰もが心と身体を大切にできる社会」を
目指し妊娠～育児の相談サービスを世界6カ国にいる日本人助産師13名と共に展開。
現在までに25カ国に住む日本人家族3500組以上にサービスを届ける。 

2020年　ICTビジネスアイディア発表会　女性起業家大賞　受賞 
2020年　日経ソーシャルビジネスコンテストファイナリスト


