


【主催】 HAPPY WOMAN 実行委員会　愛知支部 　　【お問合せ】E-mail: aichi@happywoman.email

【協賛】 株式会社MTG / EGAOグループ /服部工業株式会社 /株式会社アナライザー /わくわくバルーン /
　　　  すし星乃 /星乃ゴルフ倶楽部 /株式会社 誠工業 /武山工業株式会社 /株式会社 TEN / 株式会社向文堂 /

Aroma ＆ Herb fairyroom / かなで舎 / DNA心理セラピスト倉梯りの / Sunny Kitchen / LANKAGRACE /
いっぷく Aloi / 株式会社 TAO / MINAMIRAI 企画 /株式会社空間ぷらす / 医療法人ぷらすわん

【協力】 星が丘テラス /一般社団法人日本知育音楽芸術協会 /一般社団法人体力メンテナンス協会 /
イケア・ジャパン株式会社 IKEA長久手 / 若山陽一郎氏 /金城学院大学ハッピーウーマンサークル

【後援】 国際連合地域開発センター (UNCRD) / 愛知県教育委員会 /愛知県 /名古屋市

tue3.8
11:00∼19:00

私も変わる。社会も変わる。
みらい

2022年愛知のテーマは≪⾃分らしくHAPPYになるための「私の⼀歩」≫
⼥性が笑顔になれば、⼦供も社会も笑顔になる。
3/8「⼥性の⽣き⽅を考える⽇」を通して

あなたらしい「⼀歩」踏み出してみませんか？
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星が丘テラス
名古屋市千種区星が丘元町 16-50会場

あなたの幸せって何ですか？
幸せな人生って、人それぞれ。

大切なことは

自分のワクワクすることを見つけ
それに向かって行動を起こし
イキイキした人生を送ること。

何歳になっても好奇心を持ち、
感動し、感謝すること。

常に進化を目指して
学びと行動を続けていけば
結果、豊かな人生が送れるはず。

すべての女性が
その人生の主人公となった生き方を選択し、
持てる力を発揮できる社会を。
その人生の主人公となった生き方を選択し、
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私が変わる。社会も変わる。
2022 年愛知のテーマは≪自分らしく HAPPY になるための「私の一歩」≫ 

女性が笑顔になれば、子供も社会も笑顔になる。
3/8「女性の生き方を考える日」を通して

あなたらしい「一歩」踏み出してみませんか？
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■HAPPY WOMAN®とは
HAPPY WOMAN とは、持続可能な未来づくりの基盤でもある「ジェンダー　　

平等と女性のエンパワーメント」を推進し、活力ある社会実現を目指すプロジェ

クト。国連が制定している３月８日の国際女性デーの普及はじめ、すべての人

が豊かに幸せな人生を送るための学びや行動に繋げる場を創出しています。

■女性のエンパワーメント推進及び社会活性化
　①すべての人が個性と能力を発揮でき、豊かで幸せな人生を送れる社会の実現

　②女性の力による経済社会の活性化

■HAPPY WOMAN ８つの目標
　❶国連が定めた持続可能な開発目標（SDGs）推進

　❷国際女性デーの普及による社会的ムーブメント創出

　❸すべての人が平等に参画できる社会づくり

　❹女性教育の普及・次世代の育成

　❺シングルマザー支援

　❻女性起業家支援

　❼女性職人・クリエイター・エンジニア支援

　❽女性の健康支援

常に進化を目指して
学びと行動を続けていけば
結果、豊かな人生が送れるはず。

すべての女性が
その人生の主人公となった生き方を選択し、
持てる力を発揮できる社会を。

あなたの幸せって何ですか？
幸せな人生って、人それぞれ。

大切なことは

自分のワクワクすることを見つけ
それに向かって行動を起こし
イキイキした人生を送ること。

何歳になっても好奇心を持ち、
感動し、感謝すること。

自分らしい豊かでHAPPY な人生を
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■持続可能な開発目標（SDGs）への取り組み

女性のエンパワーメント推進と社会活性化を目的に、国連が制定している

３月８日の「国際女性デー」を新たな日本の文化行事として定着させるべく

『国際女性デー｜HAPPY WOMAN FESTA』を開催。

■日本の課題

３

■HAPPY WOMAN FESTA への取り組み

　　　女性の認知率と参加率アップが SDGs 推進
　　　持続可能な社会実現において重要なファクター

ジェンダー平等を実現しようを中心に、

HAPPY WOMANではビジネスだけでなく、

暮らしやライフスタイルにも SDGs を浸透させ

女性の認知度や参加度をアップしていきます。
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☆ミネラルのある暮らし☆

☆地球を元気にする洗剤☆ ☆免疫力を
高めて毎日

元気☆
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■マルシェ・イベントMAP

❷ ❺
❻

❸

❶

❶教科書・絵本リユースブース
 金城学院大学ハッピーウーマンサークル　

❷キッズスペース　
 イケア・ジャパン（株）IKEA 長久手

❸たった 10秒で腰が「楽」になる腰用サポートベルトの体感会
 株式会社 MTG（Style）

❹ミモザとアロマのGIFT SHOP
 Aroma&Herb fairyroom

❺マスクチェーンと小物撮影用アイテム販売
 LANKAGRACE　

❻潜在意識を書換えるセッション　　　
 DNA 心理セラピスト　倉梯りの

❼私たちと地球の明日を元気にする商品・
　　サービスの紹介と販売
 かなで舎　

❽人生変わる米粉食パン販売
 Sunny Kitchen　　

❾キャリアコンサルタントの活動紹介
 わくわくバルーン　

10 ガパオライスとタピオカドリンクのキッチンカー
 いっぷく Aloi

11感染症対策支援サービス（PCR 検査・抗原検査・抗体検査）
 株式会社アナライザー
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星ヶ丘三越ピロティ広場



５

❽
ドームお客様

スペース

❼

イベント広場

お客様スペース

EAST

WEST
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11:00　オープニング
 挨拶
 動物たちの音楽会

12:00 トークセッション　
 女性を HAPPY にする HAPPY MAN のススメ

13:00 女性起業家パフォーマンスステージ
 自分らしくHAPPY になるための「私の一歩」
 私の働き方・生き方 

15:30 金城学院大学ハッピーウーマンサークル
 大学生と実現する「質の高い教育をみんなに」

16:30 ファッションショー　HAPPY YELLOW
 “ 幸せの黄色 ” 幸せな生き方

18:00 エンディング　
 キッズパフォーマンス
 挨拶

●イベント詳細は裏表紙をご覧ください。
イベント

➓
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❾

❽

11



６

予約不要！その場で
体内の抗体数が数字でわかる！

・空港免疫と同じ定量検査
・全国 か所以上に出店
・メディアからの取材多数！
「ひるおび」、テレビ朝日「ワイド！スクラ

ンブル」 日本テレビ「 」「 」
フジテレビ「ニュースイット！」「めざましテレ
ビ」 など

安心して日々を送りたいあなたへ。
自分の体に抗体が
どれくらいあるかご存じですか？

HP Instagram 

「ワクチンの効果が残っているか知りたい！」
「感染後にどれだけ抵抗力が残っているか知りたい！」
という方に。ご自身の身体の状態を知ることで
周りの大切な方との時間を安心して過ごせるように
抗体検査・中和抗体検査をおすすめしています。
この検査では、過去の感染歴がわかる抗体検査と
ワクチンの効果が見える中和抗体検査が受けられます。
※現在の感染状況が分かるものではありません

抗体検査・中和抗体検査を

でも検査して頂く事が出来ます。

検査時間はわずか 分。
検査結果もその場で
印刷されます。

検査結果が数値で表⽰。
定期的に検査することで
ご自身で身体状態を管理する
参考にできます。

中和抗体とは
感染やワクチン接種によって
体内にできたウイルス感染を
阻害する機能を持つ抗体のことです。
体の抵抗力の指標として使われていま
す。

株式会社アナライザー〒
東京都豊島区西池袋 相馬屋ビル８階
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阻害する機能を持つ抗体のことです。
体の抵抗力の指標として使われていま
す。

株式会社アナライザー〒
東京都豊島区西池袋 相馬屋ビル８階



７

商品の詳細情報はこちら
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人々と地球のより良い明日のために、私たちができること

かなで舎

kanadeco
【ID:@482drtdh】

kanadecco www.kanadesha.com

kanadeco

情報配信
中！
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ランカグレイスは壊れにくいハンドメイドアクセサリー作りを学ぶレッスンプログラムです
 

ランカグレイスベーシックプログラムここがすごい！①

ランカグレイスベーシックプログラムここがすごい！！！③

ランカグレイスベーシックプログラムここがすごい！！②

~LANKAGRACE   BASIC PROGRAM~
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コミュニティ・ソーシャル・メディア事業

文化振興・カルチャースクール事業

ライフサポート事業

配食・委託給食・厨房サービス事業

設備工事・整備・メンテナンス事業

人財支援・養成事業

採用・就活サポート事業

介護事業者サポート事業

海外人財への日本語サポート事業

子ども育成事業（幼稚園、託児等）10
09
08
07
06

05
04
03
02
01

EGAOグループ
事業案内

私たち EGAO グループのミッションは、
「地域社会の課題」つまり

『そこに生活している人の悩みやお困りごと』を
地域の皆さまや、企業とネットワークで共有し、

解決していくことです。 
　

言い換えれば私たちのミッションは、
地域の皆さまを笑顔にすることです。

　
そして、皆さまの笑顔が私たちの笑顔となります。 

　
地域の皆さまが困ったとき、

最初に相談してもらえる人や場所になることが
私たち EGAO グループの願いです。

‘s mission
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01 コミュニティ・ソーシャル・メディア事業
・ コミュニティFM の放送業務
・ イベント企画、運営業務
・ 司会者派遣業務
・ 広告代理業及び動画、Web 等各種広告物の企画、制作
・ SNS、インターネットを利用した各種サービス
・ 文化事業、スポーツ事業、展示会、教養教育事業の企画、運営

文化振興・カルチャースクール
・ カルチャーセンター、文化教室等の

企画立案、運営、管理

ライフサポート
・ 不動産の賃貸、売買、管理及び住環境の改善、相続相談

など不動産全般に関するコンサルティング業務
・ 事務機器、家具、家庭用電気製品及び日用品雑貨の販売

及びレンタル
・ 車両運転代行業務、送迎業務
・ 廃棄物の処分と回収業務請負

配食・委託給食・厨房サービス
・ 食堂、給食、配食サービスの運営及びそれら

のコンサルティング業務
・ 厨房用品、厨房器具及び建築用金属製品の販売
・ 厨房設備工事
・ 厨房等建物内外の消毒、除菌、清掃及び害虫

駆除に関する業務

設備工事・整備・メンテナンス
・ 空調設備工事、給排水設備工事、

衛生設備工事の設計、施工、メ
ンテナンス並びに請負

・ 内装仕上げ工事及び塗装工事業
・ 建物の保守、維持、管理並びに

清掃業務

人財支援・養成
・ 有料職業紹介事業及び労働者

派遣業務
・ 海外人財の受入監理及び就労

支援事業

採用・就活サポート
・ インターンシップの企画、運営
・ 就活生のPR動画及び企業のPR

動画の制作 
・ 就活生と企業のマッチング業務

介護事業者サポート
・ 介護人財の育成、紹介、派遣
・ 食堂、給食、配食サービスの運営及び

それらのコンサルティング業務
・ 厨房設備、衛生設備の工事、設計、施工、

メンテナンス
・ 車両運転代行、送迎業務

海外人財への日本語サポート
・ 海外及び国内における人財育成

並びに職業能力開発のための教
育事業

・ 海外及び国内における教育能力
の検定並びに認定事業

子ども育成（幼稚園、託児等）
・託児所、保育所、学童保育所等の

経営及び運営業務の受託

02

03 04

05 06

07 08

09 10

担当者にお声掛けいただくかメールにてご連絡ください。
EGAOグループ代表メール： info@egaogroup.jp

お問い合わせ

地域の皆さまの課題解決へのお手伝い
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PRODUCE  A
NEW
VISUAL  IDENTITY

　　　　　　　　株式会社向文堂は 1932 年創業の総合印刷会社です。
　　　　　　　　長年の業歴に裏打ちされた無形の財産と
　　　　　　　　チャレンジし続ける革新性を武器に地域に貢献してまいります。              　　　

SERVICE ▶ 印刷と動画、それぞれの企画～納品までをワンストップサービスでご提供します。 

●総合印刷サービス
さまざまな印刷物に対応しています。
お客さまのニーズにあったご提案と製品作りをしています。

企画 PR　　サービス紹介　　YOUTUBE　採用情報　イベント　SNS 広告

株式会社  向文堂　
〒 454-0021　名古屋市中川区横堀町２-37
                            ☎ 052-365-5266（代表）プリント　　企業 PR　サービス紹介　YOUTUBE　　採用情報　　イベント　　SNS 広告

●動画制作サービス
幅広いジャンルの映像制作を社内クリエイティブチーム　　　 　
CHIC.T プランニングが行います。

お問い合わせ
ください。
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　  　　　■　 　　イベント開催ガイドライン
　『国際女性デー｜HAPPY WOMAN FESTA 2022』では、政府の方針及び地方自治体の要請に従いながら開催の
可否を判断する。開催可能な場合は万全な対策をとり、出演者・スタッフ・関係者・ご来場のお客様へ安全を
最優先に運営する。来場者、スタッフ、出演者に対して、事前に下記の注意事項を遵守いただくよう徹底する。

１．会場での検温の実施
１．計測の結果、37.5 度以上の発熱、平熱と比べて
高い発熱があることが計測された方はご退場をお
願いし、保健所等の指導に従う。

２. 会場での手指消毒、接触感染防止の徹底
１．アルコール消毒液等を会場に設置し、使用を促す。
２．場内での人同士の接触は極力避け、接触が発生す
る場合は手袋の装着などの感染症対策を徹底する。

３．会場での出演者・スタッフは感染症対策の徹底
１．全ての出演者・スタッフは、抗原検査、検温を
実施し、新型コロナウイルス感染症を示唆する兆
候がある場合は会場内より待避させ、保健所等の
指導に従う。
２．全ての出演者・スタッフは、場内では常時マス
ク装着をし、必要な場面以外でマスクを外すこと
は認めない。

４．会場内の換気徹底
１．会場で定期的な換気を行う。開放に伴う換気に
よって、冷暖房効果を損なうことなど、来場者に
事前告知し、対策の準備を促す。場内での換気へ
の協力に都度説明を行い、理解を促す。

５. スタッフの氏名、連絡先の取得
１．感染症対策を目的として、スタッフ、出演者に
氏名、連絡先の提供に協力を促し、終了後、一定
期間保管を行う。

２．厚生労働省による「新型コロナウイルス接触確
認アプリ（COCOA）」の活用を推奨する。

※コロナウィルス感染症拡大の状況により、開催を中止または、
プログラム内容を変更する場合がございます。ご理解ご協力
のほどよろしくお願いいたします。

コロナウィルス感染症対策

      ■開催の想いと趣旨
女性の笑顔は、元気の源。
女性が元気でいると子ども達や家族も元気に、社会も元気になります。
いきいきと生きる女性たちのその背中を見て育つ子ども達は、
自分達の未来に明るく前向きな希望を抱くことでしょう。

私たちが目指すのは、次世代を生きる子ども達に
明るく希望ある未来をつなぐことです。

子ども達の未来を照らす指針となる SDGs の推進を通して
私達に「今できること」を考えます。

また、地域コミュニティの活性化により、
地域全体で子ども達を見守り、
安心安全に子育てができるまち作りに貢献します。
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■協力メンバーの紹介

キッチンカー  いっぷく Aloi

増田　真美
キッチンカーでタイ料理やタ
ピオカドリンクをお届けして
います。

MPRサポート代表
企画 PRプロデューサー /
社外プロジェクトマネージャー
松本　恵理子
企業や団体の PR戦略や販促
企画全般を支援し、様々なご
縁を繋いでいます。

株式会社　LANKA
代表取締役

橋本　千代
アクセサリー協会運営とパーソ
ナルジュエリースタイリスト ®。
女性の輝きを応援します♡

west photography

西村　恭兵
写真や動画で記憶に残るお手
伝いをさせて頂いておりま
す。

一般社団法人　
体力メンテナンス協会　理事

野上　聖子
体力を根幹とした「本質で生
きる」ための身体 心 食 環境
のデトックスをお伝えしてい
ます。

日本知育音楽芸術協会　代表理事　
オペラミュージカル SPICA 代表

竹之内　奏
音楽・芸術・知育活動を通して、
こども達の豊かな心と身体を
育むお手伝いをしています♡

MINAMIRAI 企画　秘書

伊藤　舞
会社の管理全般と Instagram
運用で女性起業家を影で支え
応援しています。

SNS 集客コンサルタント

前川　しなの
ブログ初心者さんのための集
客サポートをしています！

金城学院大学
ハッピーウーマンサークル

女性活躍× SDGs をテーマと
し、教科書のリユースや社会
人向けの金融教育に注力して
います。

モデル・ポージング講師

山本　加奈子
ポージングレッスンを通し自
己表現・自己解放したい女性
の応援をしています。

みんな笑顔になるお料理&
パン教室　
Sunny Kitchen
淺井　美咲
人生変わる米粉食パン ® を世
界に広める為、オンラインレッ
スン等の活動しています！

必殺髪結い人

川村　友美
マルシェや各種イベント、個
人様からの依頼のヘアーアレ
ンジをしています。
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■実行委員の紹介

美 - yui

安藤　香織
髪から女性の美しさを追求し
て心からも輝く女性を作り出
します。

ファッションブランド
『ルシャルム』
デザイナー /ディレクター

角岡　由加
個性を大切にしたいファッ
ション好きな大人の女性に向
けて服づくりをしています。

Mammy Koga

古賀　あき
テーマはしなやかに潔く
チャーミングに歳を重ねる生
き方を伝えています。

make ・eye・eye brow salon
Glue Le Bon 代表
東田　直子
外見の魅力を最大限に引き出
し、内面から自信に満ち溢れ
る女性のパワースポットサロ
ンとして親しまれています。

外見お助け救世主
（イメージコンサルタント）

浅浦　千夏
自己肯定感を上げる外見作りで
「理想のお客様に選ばれる外見
講座」をお伝えしています。

株式会社   Rint
代表取締役

セシル　井上
メイクレッスン・セミナー・
撮影など♪凛とした女性に導
きます。

一般社団法人 クールスタイルジャパン
代表理事
水野　れい子
日本の心、文化を、礼法 •茶道
• 歳時記などを通してお伝えし
ています。キッズお作法や社
員研修は 20年以上の経歴。

株式会社TAO　
代表取締役
櫻井　伸子

様々なジャンルの動画を制
作。企画、撮影、編集をトー
タルで行っている制作会社で
す。

MINAMIRAI 企画　代表
美的ビジネスプロデューサー

加藤　みなみ
Instagram の運用代行や女
性起業家様のビジネスプロ
デュースをしています。

株式会社  空間ぷらす
代表取締役
国家資格キャリアコンサルタント
片岡　敦子
相談業務や女性が働きやすい
職場作りを通じて女性活躍に
貢献します。

株式会社　空間ぷらす

平野　雪絵
星ヶ丘アッチコッカにて、イ
キイキと輝きたい女性を応援
しています！
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tue3.8
11:00∼19:00

私も変わる。社会も変わる。
みらい

2022年愛知のテーマは≪⾃分らしくHAPPYになるための「私の⼀歩」≫
⼥性が笑顔になれば、⼦供も社会も笑顔になる。

3/8「⼥性の⽣き⽅を考える⽇」を通して
あなたらしい「⼀歩」踏み出してみませんか？

HAPPY WOMAN

3. 8tue 11:00～19:00
イベント会場

11:00

オープニング

挨拶
国際連合地域開発センター (UNCRD)　所長　遠藤　和重氏

　　　　　経済産業省中部経済産業局
イケア・ジャパン株式会社　IKEA長久手　マーケットマネジャー　蒔田　陽子氏

動物たちの音楽会
一般社団法人　日本知育芸術音楽協会

動物たちによる楽しい音楽コンサート☆
一緒に踊ったり、手をたたいたり♪親子
での参加お待ちしています。

12:00 トーク
セッション

女性をHAPPY にする
　　　HAPPY MANのススメ

若山　陽一郎氏

女性をはじめ、すべての方が HAPPY に
なれる方法とは？「一歩」をはじめてみ
ませんか？

13:00
女性起業家
パフォーマンスステージ

自分らしく
HAPPY になるための
「私の一歩」
私の働き方・生き方

１　野上　聖子氏　バランスボール 名古屋を拠点に活
躍する女性企業家
のステージ。
あなたの「生き方」
「働き方」のヒント
が見つかるかも♪

２　竹之内　奏氏　トーク＆青空リトミック

３　山本加奈子氏　魅せるポージングレッスン

14:00 ４　淺井　美咲氏　今すぐ役立つお料理レッスン

５　橋本　千代氏　カラー診断

６　早川　友子氏　50 歳で専業主婦からの起業

15:30 プレゼンテーション 大学生と実現する「質の高い教育をみんなに」
金城学院大学ハッピーウーマンサークル

16:30 ファッション
ショー

HAPPY YELLOW
“幸せの黄色”幸せな生き方

イエローを纏って自己表現！
いつもと違う自分、女性が前向きになれ
る後押しをします。

18:00

エンディング

キッズパフォーマンス
一般社団法人　日本知育芸術音楽協会
一般社団法人　体力メンテナンス協会

元気な子ども達のパフォーマンス！
明るい未来へ届け！
みんなのパワー！

挨拶 実行委員　水野　れい子

●総合司会　水野れい子氏　

● MAP ・詳細は
4-5p をご覧ください

All Times

タイムスケジュール

野上　聖子

淺井　美咲　　

橋本　千代

竹之内　奏

山本加奈子

早川　友子

元気な子ども達のパフォーマンス！

２

☆金城学院大学ハッピーウーマンサークル　
　教科書・絵本リユースブース
☆イケア・ジャパン（株）IKEA 長久手
　キッズスペース
☆株式会社MTG（Style）
　たった 10秒で腰が「楽」になる腰用サポートベルトの体感会
☆ Aroma&Herb fairyroom
　ミモザとアロマのGIFT SHOP
☆ LANKAGRACE
　マスクチェーンと小物撮影用アイテム販売
☆ DNA心理セラピスト　倉梯りの
　潜在意識を書換えるセッション　　　

☆かなで舎　
　私たちと地球の明日を元気にする商品・
　サービスの紹介と販売
☆ Sunny Kitchen　
　人生変わる米粉食パン販売 　
☆わくわくバルーン
　キャリアコンサルタントの活動紹介　
☆いっぷく Aloi
　ガパオライスとタピオカドリンクのキッチンカー
☆株式会社アナライザー
　感染症対策支援サービス
　（PCR 検査・抗原検査・抗体検査）

プレゼント引換券
数に限りがございます

STAMP
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