＊賢い女は魅力的＊
① 講座・ワークショップ部門

＊挑戦する女は輝く＊
②モノ・コト開発部門

講座 「坊主に聞け！」
西嶋寛美（ 広川町 ）

子供用品の もったいないを 考える会
西嶋寛美（ 広川町 ）

あなたは、家庭や学校、地域の行事ごとに対して、面倒に思えたりモヤモ
ヤしたりすること、ありませんか？
その問題解決の糸口は意外なところにあったのです！
お葬式や法事以外でお会いするのが難しいお坊さん・・・。
日常から隔離されたイメージがあるお寺のご住職。
しかし、そのお坊さんを囲んで様々な身近な疑問や悩みをぶつけてみる
と、物事本来の云われや伝統文化、人生観にも関わるような深いお話が聞
けることでしょう。
♦例えば女の子の節句 ひな祭り
「おひなさまを早く片付けないと嫁に行き遅れるよ！」
ひな祭りには、女の子の健やかな成長を祈るだけではなく厄除けの意味も
あります。幼い頃から触れる行事だからこそ、ひな祭りやひな人形の由来
をきちんと知って子供達へ語り継いであげたいですよね！？
「おひなさまを早く片付けないと嫁に行き遅れるよ！」
皆さんも一度は耳にしたことがあるであろう、このフレーズ、私も今まで
に、ひな祭りの時期にはよく耳にしました。
では、なぜこんなことを言うのでしょう？考えたことはありますか？
こんな日常の？？？なことを、「坊主に聞け！」と題して、お寺のご住職
を招いて、一緒に楽しくお尋ねしましょう！
答えは・・・そう！ぜひ、その講座に参加して、直接ご自分の耳で聞いて、
スッキリしてください♪

まだまだ使える子供服、まだまだ使えるベビーカー、まだまだ使えるチャイ
ルドシート、etc.
子供がいる家庭ではあるある話ですね！子供達の成長はあっという間。
「まだまだ使えるのにもったいない」を生かしたい、そして物を大切に使い
続けていってほしいという思いで企画しました。
★いらなくなった服や物→フリーマーケットの開催
リメイクして新しい息吹を吹き込みバージョンアップを
果たした子供服やペット用品にして販売。
★いらなくなったおもちゃなど→子供たちが中心と
なったお店屋さんごっこイベントを開催
このようなイベントを開催することで、子育て家庭の
経済的な負担を減らし、ゴミも減らしたい。また、繋がりが
生まれることで、地域での中で孤立を感じる方も減らし
ていけると思います。
特に子供達にとっては、金銭教育、リサイクル教育、
見る力・聞く力・話す力になると考えます。
大人も子供も「物を大切にする」という意識付けと、
人と人とのコミュニケーションを共に学べ、広川町の中
でつながっていきます。
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ｆｌｏｗｅｒ × 久留米絣
河合 峰子（ 久留米市

）

ＮFD（日本フラワーデザイナー協会）の資格を持った講師が開くワークシ
ョップのご提案です。
ドライフラワーと絣を合わせたしめ縄は、色の組み合わせで個性的・華やか
になります。来年のお正月は、自分だけの
【作品】
オリジナルしめ縄を飾り、素敵に迎えませんか?
しめ縄をはじめ、リースなどに久留米絣を
コラボさせたワークショップの開催を希望
して
しています。
ぜひ、皆さまと会場でお会いし、
ドライフラワー×絣の魅力を一緒に堪能して
いただけたらと思います。
カラーサンドアート ワークショップで
盛り上げよう！
遠藤 直美（ 広川町 ）
現在、カラーサンドアート ワークショップを色々なイベントで出店して
います。
＊カラーサンドアートとは何か?!
色のついた砂を選びグラスに入れてデザインしていきます。
ワークショップでは、1０数色の砂から４色を選んでいただき、グラスに入
れます。その上に飾りを選んでいただき完成です。対象年齢は、3 歳～大
人の方まで。オリジナルのインテリア・プレゼントに喜ばれています。
対象年齢の幅が広いことを生かして広川町で行われるイベントに出店させ
て頂き、イベントを通してカラーサンドアートの魅力をお伝え出来たらと
思います。
【ワークショップの様子】

【作品】

【お子さん達も笑顔に！】

～広がれ 広川～
ひろかわファブリック ブランディング計画
穴見 由加里（八女市）

久留米絣の主要生産地「広川町」
。
久留米絣を Wikipedia で検索してみると、広川町の存在は、その名前はおろ
か、旧久留米藩のくくりで「久留米市周辺」なんて言葉で片付けられていま
す。
ならば！自ら叫ぼう！「ひろかわ」の名を！！
∞ひろかわファブリック ブランディング計画∞
重要無形文化財であり、染織美術に高い評価を受ける従来の久留米絣の技法
に敬意を払いつつ、「若い世代・次世代に受け入れられやすいデザイン及び
価格帯」をコンセプトに久留米絣の妹的 New textile（新しい布地）を開発、
さらに様々な商品に製品化、ひろかわファブリックとして展開していきたい
と思います。
参考画像
〓テキスタイルライン（テキスタイルそのものの販売）
∈インディーズのアパレルデザイナーとのコラボ
∈ひろかわファブリックを使ったワークショップの開催
〓ギフトライン（アイ〔藍×愛〕）に包まれ～の願いを込めて）
∈ベビーギフト（ベビー服・おくるみ・スタイ・ベビーマット
・アクセサリーetc.）

∈ブライダルギフト
∈父の日、母の日、還暦等のご長寿祝いギフト
∈東京オリンピックの外国人向けのお土産ギフト
〓インテリアライン
（量産型のテキスタイルを使用して作られてきたファブリック系インテリア小物→
質感のあるホンモノファブリック、ひろかわファブリックに囲まれる癒やしの空間を
提案）
∈商品化（ファブリックパネル・クッション・座布団、寝具、ランプシェード・テ
ーブルリネン etc.）
∈イベント（椅子の座面の張り替え、寝具展、etc.）

∈トータルコーディネートとして、飲食店･住宅展示場･旅館･ホテルに提案
（2020 年の東京オリンピックに向けて、日本の伝統文化のコンセプトルームの需要
に備える）

などなど、夢を持って取り組んでいきたいと思っています。
また、久留米絣から離れた、オリジナルテキスタイル、壁紙（クロス）にも関わって
いきたいです。

＊悩み解決！女の笑顔は最強だ！＊
③相談部門
婚活のススメ！／シングルマザー支援／世代間交流
小宮 国枝（大木町）・大坪 恵美（久留米市）
●とっぱらいカフェ●
ここは、婚活、シングルマザー支援、その他のこと、世代間交流、なんでも OK
な空間。気軽に集まり、現状、何を思い、何に困っていて、どうなりたいのか、
どんな夢を持っているのか。
建前、緊張、遠慮、できないという思い込み、そんなものを全て「とっぱらい」
本音で気軽に自由に話せる場所、それが『とっぱらいカフェ』なのです。
♥「婚活のススメ！」
パートナー探し、婚活、再婚活、再々婚活、パートナーとの関係改善など、ひ
ろかわまちじょに関わったら、広川町に住んだら、成婚率が
どんどん上がる！皆さんどんどん幸せになっちゃおう！
●婚活学校（婚活教習所）
第一段階・・・
「自分らしい結婚とは？」自分のニーズ、本音を知る、気づく。
第二段階・・・と、テーマを決めて気軽に交流会、座談会、勉強会を行う。
パートナーができると卒業?!在校と OB との交流会の開催。
●Kibiru でアットホームな温かい結婚式を！
広川産ガーベラ、お茶、協力隊の方々デザインのウェディング
ドレス･タキシード、つくし会の皆さんの手料理、参加者の協力
プレゼントでアットホームな結婚式を開催します。
♥シングルマザー支援
経済的な不安、DV、家事支援、子供の教育、子供が病気の時にどこへ行けば
良いのか？など直接支援できないところもあるが、ひろかわまちじょはそん
な悩みの「窓口の窓口」になり、女性を笑顔にしていきます。
そのために、ひろかわまちじょとしても勉強をしていきます。
♥世代間交流
人生の先輩から知恵を授かり、子供や若者からエネルギーをもらう・・・。
そんな WIN･WIN な関係を構築できる町づくりに携わっていきます。
（子供への食育、生活力アップ、嫁姑問題を考えるイベント etc.）

子育て支援 ひろかわ 子育てコンシェルジュ
森 佳菜（ 広川町出身 福岡市在住 ）
広川町の子育ての疑問・不安は 『ひろかわ子育てコンシェルジュ』 にお任
せ下さい！
子育てに関して、あったらいいな と感じるリアルなニーズに応える 様々な
プランを提案します。
他の市町村の子育て世代から「広川町で子育てしたい」と羨ましがられたり、
将来子供が出身地を自慢したくなるような子育て先進タウンを目指します。
●子育てコンシェルジュ提案例●
♣「子育て世代×広川町 意見交換会」
～待ったなし！届け、子育て世代のリアルな声！～
（託児や子育て支援、保育士不足の問題を町と一緒に考える）
♣「広川町での講演、イベントに対応する出張一時預かり」
～お母さんたちに自分磨きのできる時間を～
♣「広川町の自然、特産物を生かしたイベント開催」
～広川町で体験学習！心豊かな子供へ～
（食育、いちご狩り、かすり染イベント etc.）
♣「家庭でつかえる英語が学べる親子レッスン」
～広川町から世界へはばたけ！～
（育児英語をつかって、楽しく親子で英語に触れる）
♣「カフェのある託児所」
～お母さん達の輪を広げよう～
（ホッとする時間と、ママ友つくりのきっかけをつくる）
みなさんの「あったらいいな」とわくわくするアイデア、
ぜひ、ひろかわ子育てコンシェルジュにご相談ください。

この事業は平成 29 年度福岡県「女性による元気な地域づくり応援講座事業」で福岡
県が公益財団法人福岡県女性財団(福岡県男女共同参画センター「あすばる」)に委託
して実施した事業です。
このプロジェクトは 2017 年 9 月から半年間、講師を招いた講座や町内フィールド
ワークを実施し、交流会の中で「スキ」を具現化する取り組みを行なってきました。
そこで生まれた沢山のアイデアは、全て受講生自らが考えて立案し、企画しました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ひろかわまちじょとは
ひろかわまちじょは、八女郡広川町を舞台に様々な想いを持った女性が『人と繋がり
自分の可能性を広げるオープンな場』を目指しています。
今回、自分らしい生き方や実現したい夢を抱きながらも日々忙しく過ごす、同じよう
な境遇・価値観の女性が集まりました。
プロジェクトを通して、出会い学びながら、それぞれにとって何が必要で大切かを考
え、話し合う中で「女の幸せ」というキーワードを生み出しました。
「女の幸せをつかまえる」をコンセプトに大きく 3 つの方法(①講座・ワークショップ
②モノコト開発③相談)で提案をしています。
ひろかわまちじょとしてそれぞれの想いを発信していくことで、同世代の女性を中心
に沢山の人の共感や支持、そしてさらなる本音を巻き込みながら、起業やスモールビ
ジネスの実現を視野に入れての活動を考えています。

● 情報発信と活動の資金源
♠ホームページ
活動内容を鮮明にし、多くの人に私たちのことを知って頂
くために、一番必要な情報発信ツール。無料でホームペー
ジを作ることができるペライチや JIMDO の活用を検討
♠検索ツール
近隣地域の情報の中で認知度を上げるために、地域の情報
サイトを利用したり、GoogleMap や Google 検索で近隣地域
の情報と一緒にヒットされる Google マイビジネスの活用を
検討。
♠活動の資金源
講座や相談のイベント等の有料化、ひろかわまちじょブランドの収益の他、ネット上でプ
ランを公表し、賛同頂いた一般の方から資金を協力して頂き、目標達成し実現できた場合
は、オリジナルのサービスや商品をリターンしていくクラウドファウンディングなどの手
段を視野に。

●
、

今後のひろかわまちじょ

本日の発表内容以外にも、いろんな分野の講座、ひろかわまちじょブランドのお漬け物な
ど女性目線の商品のセレクトや開発、女性の起業に関する相談会などの女のホンネを軸に
したコンサルティングの企画も挙がっています。
今回の講座で学んだことを生かして、ひろかわまちじょとして、また、個人としても、
『リ
アルな本音とニーズの部分』に敏感にアンテナを張って、ウキウキ・ワクワクと楽しく活
動していきたいと思っております。広川町の皆さま、どうぞ宜しくお願い致します。

【お問い合わせ先】
E-mail：hirokawa.machijo@gmail.com
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HIROMI
NISHIZIMA

加藤祥古

西嶋寛美

さっこ
久留米市

ヒロちゃん
広川町

スクラップブッキング講師・子育て支援員いいい●

広川町大好き人間②号♪ああああああああああ

ひろかわまちじょとして、自分の好きな事や出来る
事を活かし、たくさんの方と出逢い、ふれ合い、繋
がりたい。

とにかくみんなで笑って過ごせる毎日を。自分
が笑って、家族が笑って、友達が笑って、お隣さ
んが笑って、町が笑う、を作りたい。

MINEKO
KAWAI
河合峰子
nachu+
久留米市

NAOMI
ENDO
遠藤直美
えんちゃん
広川町

ＮＦＤ講師資格（日本フラワーデザイナー協会）い

カラーサンドアーティスト Chouette(屋号)いいい

ドライフラワー小物販売・ワークショップを展
開。置くだけでお部屋の雰囲気が変わるような小
物にアロマ・絣をプラス。

カラーサンドアートを通じて沢山の人に体験
して楽しさを知ってもらい、そこにプロが作っ
たもので感動感激を与えられたらと思う。

YUKARI
ANAMI

MISA
IWAMURA

穴見由加里

岩村美佐

アナミ
八女市

みさちゃん
広川町

広川町とのご縁に感謝。八女市もよろしく！いい

大好きな広川町をもっともっと盛り上げたい。いいい

インテリア･ファブリックの魅力をもっと身近
に。皆さんの夢を「ドレスアップ」させるお手伝
いをしていきたい。

絣やお茶等の特産品･自然などの広川の魅力を
もっと沢山の人に。人との出逢いを大切にワク
ワクドキドキの毎日を仲間と共に。

KANA
MORI

YUMI
HIRAKAWA

森佳菜

平河由美

モリカナ
福岡市(広川町出身)
保育士･インターナショナルプリスクール勤務●おい

自分の願いや夢を自由に発言・相談できる広川町
になれば面白いと思う。私は、世界に羽ばたく子
供たちを育てたい。

広川町大好き人間①号♪いいいいいい

いいいいい
広川町に住んでいる全ての人が、キラキラと輝き
ながら活躍できて、いつまでも幸せに暮らせるま
ちづくりをしたい。

大坪恵美

小宮国枝

えみちゃん
久留米市

くにちゃん

大木町

人が大好き。困っている人をみると心がざわつきます。

婚活サポート･カウンセリング・目標達成コーチング

食を通じて生き方を変えていきたい。自然に帰り
たい。思考を変えて、人生を変えるお手伝いをし
たい。

みんなの心の底からの本音･やりたい事･使命に気
付き､引き出し､活かすお手伝いと､人と人､広川町
と周辺地域の想いを「つなぐ」サポートがしたい。

恒松美里
みさとちゃん
実行委員長

あいちゃん
実行委員
地域情報ｻｲﾄの編集者 マチの魅力を発見発信します！

楽しいことが大好き！私ができること、好きなこ
とで沢山の人にワクワクしてもらいたい。笑顔に
なる場づくりをしていく。

WEB の力で八女と広川を元気に。地域の素晴ら
しい文化や伝統技術と人に寄り添う気持ちを大
切に最先端とアナログを大事に仕事していく。

SAORI

SAWAKA

倉重さおり

SATO
佐藤佐和香

くらら
実行委員

さわちゃん
実行委員

○
○○○
2018 年 8 月 8 日創業☆久留米絣や伝統工芸を通し
て文化や歴史を再発信し、ヒトとヒトをつなぐ！
しごとをする。
CONNECT derection’s 代表

MICHIKO
NAKAMURA
中村路子
みっちゃん
実行委員
メイクセラピスト

おもいっきり笑い合えるような、手を繋ぎ合える
ような、筑後全域のコミュニティをつくりたい！

プロジェクト成果報告会

AI
KASHIMA
鹿島愛

イラスト･ハンドメイド作家 Real clorver(屋号)

KURASHIGE

ひろかわまちじょ

広川町

KUNIE
KOMIYA

MISATO

HIROKAWA MACHIJO

ひらゆみ

EMI
OTSUBO

TSUNEMATSU

私たちの未来設計プレゼンテーション

レクリエーションインストラクター・筑後姉妹事務局長

筑後地域のヒト・コト・モノの魅力を発信して、
マチを好きになるきっかけ作りと繋がりをコーデ
ィネートしていきたい。

HIMURO
KENTARO
氷室健太郎
ひむけん
実行委員

ひろかわまちじょ応援団長
元気な女性が増えると町全体が元気になる。
“ひろかわまちお”として全力で応援していく。

2018.2.4

