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こどもとの時間を削らなくても得意なことで月１０万円つくる
ママのスキマ起業　３つの秘密
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第１章 今、ママのスキマ起業が注目されるわけ 

「罪悪感」「不安感」「つらさ」に悩む働くママたち


　日本の女性たちは、よくがんばっています。


　2019年、とうとう日本でも生産年齢といわれる15歳か
ら64歳の女性の71.3％、つまり3003万人が働くようにな
りました。
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　これでようやく先進諸国に肩を並べたと喜ぶ声がある
一方で、末の子どもが0～12歳で、育休後、会社員また
は公務員として職場復帰した女性1030人を対象にした調
査によると、8割以上の女性が心身の不調を抱えている
ことがわかりました。


　なかでも、6割以上の働くママが、育児と仕事を両立
する中で、職場や家族に対して「罪悪感」を感じ、7割
以上の働くママが、「このままでいいの？」と不安を感
じたり、仕事と育児を両立する現状に「つらさ」を感じ
ています。


　これでは7割以上の女性が、産後「仕事をやめたい」
「働き方を変えたい」と思ってしまうのも当然ですよ
ね。


　実は日本の女性の幸福度を調べると、「世帯所得の高
い専業主婦」が一番幸せで、「子どものいる働くママ」
の幸福度が一番低いという結果が出ます。


　でもアメリカやヨーロッパでは「専業主婦ほど幸せ」
ということはなく、むしろ男女格差が小さい国ほど「働
く女性の方が幸福度が高い」そうです。
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　つまり、子どもを持つ母親が本当に働きやすくなるに
は、やはり男性の意識変革や、女性活躍推進など行政や
企業の取り組みがとても重要になります。


　とはいえ、私たち働くママは日々待ったナシで仕事や
家事・育児をこなさなければいけません。


　だからいつ訪れるのかわからない男性や社会の変化を
待ちながら、毎日がまんを続けて頑張るのは、もう止め
にしましょう。


「根性」から「ワクワク」の時代へ 

　少しスピリチュアルなお話になりますが、2020年、と
うとう240年間続いた「土の時代」が終わり「風の時
代」に入ったといわれています。


　「土の時代」は大地のように安定することや、肥えて
殖え、所有することが価値観の第一優先でした。
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　つまり、常識や伝統など多くの人がいいと感じるもの
が良しとされ、経済的に成功することがステータスのひ
とつでした。


　でも「風の時代」は真逆です。


　風がその強さや方向をころころと変えるように、状況
や環境が変化しても、その変化に軽やかに順応する身軽
さが大切になります。
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　「土の時代」は家を所有し、ひとつの会社に長く勤め
ることで、良くも悪くも人生が安定していました。


　でも「風の時代」に所有しようとすると執着になり、
自分を束縛する足かせになってしまいます。


　それよりも動きと変化の激しい時代に、周りに振り回
されることなく軽やかに生きていくためには、自分のコ
ア、自分軸がとても大切になります。


　「自分のコア」と言われるとなんだろう？と思われる
方も多いと思いますが、それが「ワクワク」です。


　「〇〇であるべき」「〇〇の方がいいだろう」と、頭
で考え、根性でやり抜く時代は、「土の時代」とともに
終わりました。


　そうではなくて「自分のハートが喜ぶこと」を選び続
けましょう。


　そうすることで変化が激しく予測不可能で、正解がな
にかさえもわからないこれからの時代を、日々ワクワク
と軽やかに生きることができるんです。
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ワーク・イン・ライフを実現する『ママ起業』 

　『ワーク・イン・ライフ』は、「ライフ（人生）には
さまざまな要素があり、その中のひとつとしてワーク
（仕事）がある」という考え方です。


　厳密に同じではないですが、「どのように生きたい
か」という個人の人生観を軸に、ワーク（仕事）とライ
フ（生活）を統合し、どちらも充実させることで、生産
性や生活の質の向上を目指す働き方『ワーク・ライフ・
インテグレーション』と近い考え方だと思います。
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　会社に勤めることでしか得られないすばらしい経験も
たくさんありますが、業務内容や一緒に働くひとを選び
にくいのが会社勤めです。


　でも自分でビジネスをはじめる起業なら、仕事の内容
はもちろん、はたらく場所も時間も、一緒に働くひとや
お客さまなど、すべて自分で決めることができます。


　ママとして大切にしたいことも、仕事を通じて得たい
ことも、自分のワクワクのままに実現できるのが『ママ
起業』のすばらしいところです。


　このガイドブックでは、家事や育児も大切にしなが
ら、ひとりの女性としてママたちがビジネスを通じて生
きがいややりがいを収入につなげるための方法をお伝え
していきます。  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第２章 月商１０万円があなたの世界を変える！ 

本当に「扶養内」で働きたいですか？


　「扶養内で働くほうがいいのかな？」と思ったことは
ありますか？


　「扶養内で働く」ということは「扶養控除が受けられ
る範囲の中で働く」ということです。


　ママだから、家事や育児もあってフルタイムで働くの
は難しいし、どうせパートタイムで働くなら、扶養控除
が受けられる方がお得なんじゃないかな？と、なんとな
く扶養内で働くのが当たり前だと思っていませんか？
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　一般的によく聞く「103万円の壁」というのは、年収
が103万円を超えると所得税が発生するラインのこと。


　実は扶養控除には『税制上の扶養』と『社会保険上の
扶養』の2つがあり、一般的に「扶養内」というとこれ
らが混ぜこぜに語られることが多く、いろいろな条件も
関係するので少し複雑です。


　ここで少し自分のハートに聴いてみてほしいのです
が、あなたはなぜ働きたいと思っていますか？


　ママが働きたいと思う3大理由は「経済の安定」「精
神の安定」「社会とのつながり」と言われています。


　でも当たり前ですが、「扶養内で働く」と決めるの
は、自分で収入の上限を決めることと同じです。 

　つまり収入を得たくて働きたいはずなのに、自ら収入
を低くおさえてしまっている矛盾が起きているのが「扶
養内で働く」ということです。
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　「扶養内で働く」ことを目指すのと、収入が増える過
程で「扶養内」に収まっているということはまったく似
て非なるものです。


　あなたはなぜ働きたいですか？働くことで何を手にし
たいですか？ぜひ自分のハートに聴いてみてください。


理想のビジネスのカタチを決める 

　ママが起業してビジネスをはじめるとき、最初に自分
にとって理想のビジネスのカタチを決めると、そのため
に何が必要なのかがわかり成果を出しやすくなります。


　ママ起業には大きく4つのタイプ、「月商3万円の世
界」「月商10万円以上の世界」「月商30万円以上の世
界」「月商100万円以上の世界」があります。


　「月商3万円の世界」で多いのは、ハンドメイドなど
自分が得意なものを1個1,000円から1,500円くらいの価
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格で販売し、月々数万円程度のお小遣いをつくるカタチ
です。




　イベント出店やネット販売する方もいますが、ママ友
など知り合いからほしいと言われて販売することが多い
ので、売上の予測がむずかしく安定しにくいのが特徴。


　最初は自分がつくったものにお金を払ってもらえるこ
とが大きな喜びになりますが、売れなくてモチベーショ
ンが下がったり、逆に思ったよりも売れると、単価が低
いので忙しい割に売上にならない！というジレンマにお
ちいりやすくもあります。
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　「月商10万円以上の世界」は、扶養の範囲内で働こう
とする意図がなくなると到達できる域です。


　家事や育児など忙しいママが制作につかえる時間は限
られているので、これまでの価格帯を卒業し、1個5,000
円から10,000円くらいで販売する必要があります。


　またこれまでは友人・知人が中心だったのに対し、も
う少しその先の人たちまで口コミでお客さまの輪が広
がっていくイメージです。


　「月商30万円以上の世界」は、会社員時代のお給料と
同程度のお金を、自分の得意なことをビジネスにして受
け取れるようになる領域です。


　この領域に入るとただ商品を販売するだけでなく、お
教室をひらいたり、その商品の使い方動画を販売するな
ど、「ノウハウ」を売る必要が出てきます。販売するも
のが有形のものから無形のものになることで、少しハー
ドル高く感じる方もふえてきます。


　また口コミだけでなく、SNSを活用して出会えるお客
さまを増やすことも大切になってきます。
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　「月商100万円以上の世界」は、多くの方にとって会
社員のお給料を超え、今まで自分では手にしたことのな
い金額の域に入ります。





　この領域では、自分が働かないとお金にならない労働
集約的な働き方だけではなく、自動的に売上が立つよう
になるビジネスの仕組み化が必要になってきます。


　ビジネスの自動化には広告も必須なので、売上が立つ
前に広告費としてまとまった金額を入れることになりま
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す。つまり事前に資金を準備し「投資する」ことになる
点が、これまでの資金０からでも始められたビジネスモ
デルとは大きく違います。


　ママ起業の4つのタイプを見て、あなたにとって理想
のビジネスのカタチはみつかりましたか？


自分に限界をつくるのはやめよう！ 

　4つのママ起業のカタチにはそれぞれ大きな違いがあ
りますが、実は月商10万円を超えるとその先が見えてき
ます。


　なぜなら「月商3万円」の世界は、意識的であっても
なくても扶養の範囲内にいようとするチカラが働いてい
るため、無意識に自分の売上をおさえてしまう行動を取
ることが多いからです。


　それにくらべて月商10万円を超えてくるということ
は、扶養の範囲内に収まろうという意識が取り払われ、
自分の可能性にかけてみたいと思っている証拠です。
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　だからそれぞれの理想のビジネスのカタチに必要な知
識やマインドセットを持つことができれば、いつかかな
らず夢を実現することができます。


　せっかくママ起業をするのであれば、自分を小さな枠
の中に押しこめてしまうのではなく、もっと自由にのび
のびとビジネスを楽しんでみませんか？
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第３章 スキマ起業を成功させるためのたった一つの原則 

成功とは、成功するまでやり続けること 

「成功とは成功するまでやり続けることで、失敗とは成
功するまでやり続けないことだ」


　世界中の成功者たちが「成功の秘訣はあきらめないで
続けること」というように、パナソニック創業者の松下
幸之助も上記のようにおっしゃっています。


　また発明王といわれたエジソンも、「私は失敗したこ
とがない。ただ、1万通りの、うまく行かない方法を見
つけただけだ」という有名な言葉をのこしています。
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　私たちの多くは、失敗することを恐れてなかなか新し
いことにチャレンジできないですよね。


　でもエジソンからすれば、わたしたちが失敗と思うこ
とは、「うまくいかない方法をみつけられたラッキーな
こと」ということになります。そう思って歩き続けた
ら、それは決して失敗にはなりません。


　失敗を恐れて2年間を迷って過ごすなら、一日も早く
チャレンジして成功するまでやり続ける方が、確実に成
功への道を進んでいると思いませんか？


　「子どもが学校に入ったら・・・」

　「夫が許してくれたら・・・」

　「本当にやりたいことがみつかったら・・・」


　こうしてチャレンジを先送りしていたら、失敗もしな
いかもしれませんが、成功もあり得ません。


　私たちは言い訳をみつける名人です。チャレンジしな
い方がいい理由は、いつでもいくらでもみつけられるで
しょう。
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　でもそれでも「好きなことを仕事にする」ことが気に
なるならば、あなたのハートはチャレンジしてみたくて
仕方ないんです。


　まずは今すぐチャレンジしてみましょう！


　もしうまくいかないことがあれば、そのときにもう一
度立ち止まって「それでも起業してみたいのか」しっか
りと自分のハートに聴いてみればいいんです。


2年間も迷う必要はありますか？


　ママのスキマ起業について読んでくださっているあな
たは、きっと好きなこと、得意なことを仕事にしてみた
いと思っているのではないかと思います。


　男女共同参画白書 平成29年度版によると、日本女性が
起業に興味を持ってから実際に起業するまでに必要な時
間は、平均31.4ヶ月で、約2年7ヶ月になります。
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　実はこの内訳がおもしろくて、起業できたらいいなと
思っている期間が23.5ヶ月で、起業準備期間が約8ヶ
月。


　つまり準備に必要なのはたったの8ヶ月なのに、約2年
間も起業できたらいいなと思いながら迷う人が多いんで
す。




　あなたは「2年」と聞いて、どう感じますか？
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　2年もあれば、生まれたばかりの子どもは歩けるよう
になります。起業家として考えても、2年あれば起業ス
テージが変わります。


　2年という期間は、それだけ大きな成長をもたらす時
間になり得ます。


　あなたはこの2年間を、起業するかしないかと悩むこ
とに費やしたいですか？それとも実際に起業に向けて動
き出し、なんらかの成果をつくり出したいですか？


　あなたの人生の時間ですから、この2年をどのように
使うかは、あなた自身で決めることができるんです。


無理のないママ起業を目指そう！ 

　チャレンジすることは大切ですが、同時に無理のない
ママ起業を目指すことも重要です。
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　なぜなら単にビジネスがうまくいけばいいだけではな
く、パートナーシップや子どもたちとの関係が愛にあふ
れ充実していることが、ママたちの幸福度に大きく影響
するからです。


　スムーズに起業するためには、得意なこと、つまり周
りの人たちがお金を払ってもあなたにお願いしたいと思
うようなことをビジネスにする必要があります。


　たとえば自分は歌うことが好きでもひどい音痴だとし
たら、歌うことでお金を得るのはなかなか難しいですよ
ね。


　とはいえ、整理整頓は上手だけれど好きではない・・・
というように、得意だけど好きでないこともありますよ
ね。


　そのようなことをビジネスにしてしまうと、マネタイ
ズ（＝お金にすること）はしやすいかもしれませんが、
長く続けることが難しくなってしまいます。
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　またママ起業に大切なのは、家族に応援してもらうこ
と。


　家族がサポートしてくれることで、ビジネスがすぐに
思うように軌道に乗らなくてもがんばることができま
す。


　逆にいえば、ビジネスが軌道に乗っても家族が応援し
てくれなかったら、幸せと感じられないママも多いで
しょう。
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　ママ起業を成功させる秘訣は、成功するまでやり続け
ること。


　そのためには「好きなことを仕事にする」ことと、「家
族に応援してもらう」ことが大切です。


　そこで第4章からは、ママのスキマ起業を成功させる
秘訣についてもっとくわしくお伝えします。 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第４章 ママのスキマ起業成功の秘密１～家族との時
間をスキルにする～ 

ママのスキルをビジネスにする 

　仕事のほかに家事や育児にも忙しいママ起業では時間
管理が重要といわれますが、わたしは時間管理以上に、
仕事の時間とプライベートの時間をできるだけ重ね合わ
せることが大切だと考えています。





　なぜなら時間管理で無駄な時
間をできるだけ減らしても、す
でに一生懸命がんばっているマ
マたちがつくれる時間はそれほ
ど多くはありません。


　また、それだけ一日のなかに
やることを詰めこんでしまって
は、想定外のことが起きたり、
思いがけないチャンスが現れた
ときに対応することができませ
ん。
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　そこで第1章でお話した『ワーク・イン・ライフ』の
考え方が重要になります。


　たとえば「生活の場」と「仕事の場」がバラバラであ
れば、物理的にこの間を往復する時間が取られてしまう
上に、それぞれの場でこなさなければいけないタスクを
同時並行ですすめることができません。


　だからママこそ「生活の場」と「仕事の場」が一緒の
ほうが、圧倒的に両立がしやすくなります。


　またママとしてのスキルをアップすることが、仕事の
スキルアップにもつながると、さらに効率がよくなりま
す。


　たとえば産後、離乳食や幼児食つくりで悩んだことが
きっかけで学んだスキルをいかして自宅で料理教室を開
催したり、もっと子どものかわいい写真を撮りたいと学
んだ写真のスキルをいかしてフォトグラファーとして活
動したりというカタチです。
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　あなたが仕事のスキルアップのために学び、技術を高
めるほど家族にもいいことがあると、家族にも応援され
やすくなります。


　家族との時間や経験を大切にしながら、家族が喜び応
援してくれることで、あなたのエネルギーレベルは大き
く変わります。


　まさに仕事が充実することで自分の幸福感も、家族の
クオリティ・オブ・ライフも高まり、喜びの循環が起こ
ります。これがママのスキマ起業の醍醐味です。


家族に応援されるママのスキマ起業で絶対避けたいベスト５ 

①睡眠時間をけずる 

　忙しいママたちが自分のための学びや仕事の時間を確
保したい場合、朝時間を活用するのはオススメです。


　ママたちは仕事や家族の都合で自分の予定を変更せざ
るを得ないことが多いですが、早朝であれば、その前の
スケジュールが押してしまったり、思いがけない邪魔が
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入ったり、疲れてやる気が起きない・・・ということに
なりにくいので、ママこそ朝時間を活用してください。


　でも、絶対に避けてほしいのは「睡眠時間をけずる」
ことです。




　一日に必要な睡眠時間は人によってバラバラですが、
自分が一番元気になれる睡眠時間を確保するように、朝
早く起きるなら、夜その分早く寝てください。


　睡眠不足でエネルギー量が落ちれば、パフォーマンス
も効率も、そして何より幸福感も低下してしまいます。
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本当は幸せになるために仕事や家族を大切にしようとし
ているはずなのに、睡眠不足なだけで、そもそもの幸福
感が低下してしまっては本末転倒です。


　早く起きるなら、その分早く寝られるように、何かを
手放して調整することを肝に命じましょう。


② 緊急で重要なことだけをこなす 

　わたしたちが毎日していることは、4つのカテゴリー
に分類できます。


　① 緊急で重要なこと 
　② 緊急ではないが重要なこと  
　③ 緊急だけど重要でないこと  
　④ 緊急でも重要でもないこと


　ママたちは1番や3番の緊急なことで日々追われてしま
いがちです。特に1番目の緊急で重要なことは、こなせ
るとやった感が得られることもあり、毎日こればかりに
時間を取られるひともいます。
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　でも、2番目の「緊急ではないが重要なこと」のため
に意識的に時間を取りましょう。



　緊急なことは言われなくてもがんばる人が多いので、
朝時間をつくって「緊急ではないが重要なこと」に充て
ることがオススメです。


　瞑想や運動、読書をしたり、学びの時間を毎日少しで
も確保できると、人生の充実感が変わり、未来が変わり
ます。


③ 子どもの相手をしながら家事や仕事する 
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　日々やらなければいけないことに追われていると、子
どもに声をかけられても生返事で返したり、適当に相手
をしたりしながら、仕事や家事をしてしまうことがあり
ます。


　でもこれは親子ともにエネルギーと時間の無駄遣いで
す。


　子どもは相手をされる時間の総量ではなく、親が自分
に与えてくれる愛情や注意の量で満足します。
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　中途半端に子どもの話を聞くために、仕事や家事の質
や効率を落としてしまうのであれば、しっかりとカラダ
と顔を子どもに向け、100％の注意を子どもに与えてあ
げましょう。


　それだけで子どもの満足度はグッと上がり、すぐに親
から離れて自分で遊びはじめます。


　それから自分の仕事や家事をはじめた方が、お互いに
ずっとハッピーで効率も質もあがります。


④ 夫を敵対視する 

　「うちは夫が家事や育児をしてくれない」「夫はわた
しの気持ちなんてわからない」と思い込むのを、今すぐ
止めましょう。そのように思い込んでもいいことは何ひ
とつありません。
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　あなたも夫も子どもたちも、全員「家族」というチー
ムのメンバーです。意見が合わないこともあるかもしれ
ませんが、決して敵ではありません。




　あなたはチームメンバーとどんな未来をつくりたいで
すか？
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　まずはチームメンバー全員で「理想の未来図」を共有
することからはじめましょう。これがチームメンバーが
共通して持つ目標になります。


　「理想の未来図 ＝ 目標」を決めたら、それを実現す
るためにそれぞれのメンバーが何をすればいいか、みん
なで考えましょう。


　決めたことがスムーズに進むことも、全然うまくいか
ないこともあるでしょう。そうしたらまたみんなで一緒
に相談すればいいんです。


⑤ ママであることを言い訳にする 

　率直にいって「好きなことを仕事にできたらいい
な～」という感じのママたちは「甘い！」と思われがち
です。


　こういうと「子どもがいるから仕方ないでしょ」と思
われるかもしれないですが、第2章でお話したように、
扶養の範囲外で働いている方、特に会社員時代と同程度
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かそれ以上の収入をつくっている方や、大黒柱ママたち
は、子どもがいることを「言い訳」にはしません。




　「子どもがいる」「子どもは突然熱を出す」これは事
実です。


　でも、「だからしょうがないでしょ」と思っているだ
けの人と、「だから対策を考えている」人では仕事の仕
方がまったく違います。


　同じように、子どもが熱を出したときに子どもの側に
いるという選択を選んだとしても、そうでないときの仕
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事への取り組み方や、一緒に仕事をする人への配慮など
が比べものにならないんです。


　「扶養の範囲内でいい」と考えている人は、子どもが
いることを理由に「仕事 ＝ 夢を実現する」ことにコ
ミットしていません。「できたらやるけれど、子どもが
いるのでできない可能性もあります」というスタンスで
す。


　これではお客さまも大きなお金は払いにくいし、同じ
ようなスタンスの人でなければ一緒に仕事をすることも
ためらわれます。


　でも子どもがいることを言い訳にしないひとは、子ど
もがいることで起こり得ることを想定した上で事前に対
策を立てています。また結果にコミットし、そのための
行動を取ります。


　だからお客さまも、仕事仲間も、子どもがいることで
起きる突発的なできごとがあっても、信頼を失うことな
く、時には応援したり、チカラを貸してくれます。  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第５章 ママのスキマ起業成功の秘密２～スキルの前に
学ばなければいけないこと～ 

ビジネスは「値段」をつけることからはじまる 

　コロナでこれまでの働き方が見直され、女性にとって
も「起業」という言葉は以前より馴染みがあると思いま
す。


　とはいえ「起業」とは何をすることなのかよくわから
なかったり、自分には「起業」なんてムリ！と思い込ん
でいる女性もまだまだ多くいらっしゃいますね。


　実は日本で「起業」することはとてもカンタンです。


　あなたの商品やサービスに「値段」をつけて、誰かに
それを「その価格で買いませんかと伝え」、「売る」。




　これが「ビジネス」の基本で
す。そしてビジネスをはじめるこ
とを「起業」といいます。
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　個人事業主やフリーランスなら「開業届」を提出した
り、会社や一般社団法人などにするなら「定款」をつく
る必要はありますが、このような書類手続きは一度横に
置いておいて大丈夫です。


　あなたが本当にやりたいことをみつけ、これをビジネ
スにしていこう！と決めるためにも、まずはあなたの商
品やサービスに「値段」をつけて、誰かにそれを「その
価格で買いませんかと伝え」、「売る」、というステッ
プを今すぐやってみましょう。


世界中の成功者が口をそろえて「マインドが大切」と言
うワケ 

　「好きなことを仕事にして収入を得られたら、生きが
いややりがいを持てたら、社会に貢献できたら、どんな
にすてきだろう！」


　そう思うけれどなかなか実現できない人に多いのが、
もっとスキルを学ばなきゃ、資格を取らなきゃ、とテク
ニックやノウハウばかりに目を向けることです。
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　でもあなたもどこかで聞いたことがあるかもしれませ
んが、世界中の成功者が「ノウハウよりもマインドが大
切」といいます。それがなぜかわかりますか？




　起業したいと考える多くの方が、自分のモノやサービ
スをより優れたものにしなければ、権威的なお墨付きを
もらわなければと、スキルや資格を取ろうとします。


　でも前述のとおり、ビジネスは「値段」をつけて、「買
いませんか」と伝え、「売る」という、シンプルにこの
3つのステップだけです。
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　逆にいうと、無料で提供していてはいつまでたっても
ビジネスにはなりません。


　だからまずはあなたのモノやサービスに値段をつける
ことが必須ですが、はじめてビジネスをはじめる人に
とっては、この値段設定が最初のとても大きな精神的
ハードルになります。


　また第2章で4つのビジネスのカタチをお伝えしました
が、扶養の範囲を出て、月商10万円、30万円、100万円
とステップアップしていくためには、「価格を上げる」
ことや「高額商品を持つ」ことが必要不可欠になりま
す。


　生活者視点が強い女性は自分が買うものの値段に敏感
なので、自分が値上げすることや高価格帯の商品を持つ
ことに抵抗を感じることが多く、これが第2の精神的
ハードルになります。


　ママがスキマ起業をするのは、単に収入を得たいだけ
ではなく、生きがいや社会とのつながりを持ち「幸せに
なる」ためです。
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　「値段」は、あなたのモノやサービスが立派で優れて
いるから高くできるのではありません。


　「値段」は、あなたがどのような人を顧客として持ち
たいかという、あなたの「価値観」を反映したものでな
ければいけません。


究極的にいうと、「値段」は「あなたがあなたにいくら
の価値を感じているかを表現したもの」です。


　だからビジネスには「マインドが大切」といわれるん
です。 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大切なのは自分を信じるチカラ 

　マインドを大切にするにはどうしたらいいかという
と、「自分を信じるチカラ」を育てることです。「自己
肯定感」ともいったりしますね。


　自分を信じることができると、資格など権威的なお墨
付きがなくても、ビジネスがはじめてで経験や実績がな
くても、自分のモノやサービスに自信を持つことができ
ます。


　「資格ジプシー」は、資格を取っても自分に自信が持
てず、自分にはあれが足りないこれが足りないと、足り
ない自分を埋めるために資格ばかり取りつづけ、いつま
でたってもビジネスにできない人のことをいいます。


　つまり、どんなに資格やスキルがあっても「自分を信
じるチカラ」がなければ、自分のモノやサービスに値段
をつけることも、それをその値段で買いませんかと伝え
ることもできません。

　またビジネスをしていれば、当然ですがあなたのモノ
やサービスはいらないという人にも当たります。


　「自分を信じるチカラ」が育っていないと、単にあな
たのモノやサービスがその人には必要なかったというだ
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けなのに、自分という存在を否定された気持ちになり、
とても落ち込む人も多くいます。


　ビジネスをはじめるためにも、続けるためにも、ス
テップアップするためにも、とにかく「自分を信じるチ
カラ」が大切です。


　「自分を信じるチカラ」さえあれば、今のあなたにス
キルがさほどなくても、ビジネスをしながら自分を高め
ていくことができます。 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第６章 ママのスキマ起業成功の秘密３～ワクワク集客
法を学ぶ～ 

集客とは「運命のひと」と出逢う旅 

　女性は特に「集客」や「セールス」に苦手意識を持ち
がちです。


　でも「集客」＝「呼びこみ」ではありません。


　「集客」は、あなたがこれからビジネスを通じてお付
き合いしていく「運命のひと」と出逢うための旅です。
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　ビジネス初心者のひとがよく勘違いするのが「お客さ
まに選ばれなければいけない」と思うことです。


　そうではなくて、ビジネスは「相思相愛」でなければ
長続きしません。


　「お客さまに選ばれる」ことがなければお金をいただ
けませんが、同時にあなたも「お客さまを選ぶ」ことを
しなければ、結果的に好きでもないひとにばかり囲ま
れ、ビジネスを続けることがツラくなってしまいます。


　芸術家の草場一壽さんがこのようにブログに書かれて
います。


【奇跡の出会い】 

人生を80年と仮定して、人がその一生で出会う人数
は、なんらかの接点を持つ人30,000人。


そのうち、同じ学校や職場、近所の人3,000人、親
しく会話を持つ人300人、友人と呼べる人30人、親
友と呼べる人3人。
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これを確率にしたものが（世界の人口を72億人とし
て）、


何らかの接点を持つ人と出会う確率は1/240,000
（0.000004166％）


同じ学校や職場、近所の人と出会う確率は1/
2,400,000（0.0000004166％）


親しく会話を持つ人と出会う確率は1/24,000,000
（0.00000004166％）


友人と呼べる人と出会う確率は1/240,000,000
（0.000000004166％）


親友と呼べる人と出会う確率は1/2,400,000,000
（0.0000000004166％）


最愛の人だと、どうでしょう。

72億分の1人ですから、0.00000000013％・・・に
至っては、最愛の人に巡り合う、出会えることがそ
もそもすごいこと！
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失恋だとか、片思いだとか言いますが、いえいえ、
恋したところで（＝最愛の人を発見しただけで）恋
は成就と言ってもいいような気がします。


愛されるより愛することを。愛することを恐れず
に。それはもう奇跡のなかでの奇跡的な「成就」で
すから。


愛は、しあわせになるための「目的」ではなく、そ
れはすでにかなったものですから。


生きて在る世界だけでも、誰もがこんな天文学的な
確率で出会ったり、別れたり、絆を結んだりしてい
くのですね。


そして、今日という日は（人生を80年として）
29,200日のうちの大切な、かけがえのない一日。


この中で奇跡が繰り広げられています。なにげない
一日、意味のない日、なんてないのでしょう。


　草場さんがおっしゃるように、出会えることがそもそ
も奇跡です。そして愛してもらおうとしなくても、愛せ
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るひとをみつけられた時点で、あなたの想いは成就した
ようなもの。


　「集客」は、あなたのモノやサービスを通じて、あな
たが幸せにしてあげたいと感じるひとと出逢うための旅
です。


　愛してくれるひとを探すのではなく、あなたが愛した
いと思うひとを探しましょう。そう思うと「集客」への
イメージがガラッと変わりませんか？


お友だちにモニターをお願いすることからはじめよう 

　それでは「集客」のはじめの一歩をどうしたらいいか
というと、まずはあなたと価値観が同じ友人に、無料ま
たはディスカウント価格でモニターをお願いしてみま
しょう。


　なぜお友だちにモニターをお願いするかというと、ひ
とつは率直な意見を聞くため。もうひとつは気に入って
もらえた場合に、その人から口コミをしてもらうためで
す。
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　ここで重要なのは「あなたと価値観が同じ友人」を選
ぶということです。


　単に頼みやすいという理由で、センスや大切にしてい
るものが違うひとにお願いしても、その方の意見はそも
そもあなたの価値観と違うので参考になりません。ま
た、類は友を呼ぶので、その人から口コミしてもらった
先にあなたの「運命のひと」がいる確立は減ってしまい
ます。
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　また家族も避けた方がいいケースがよくあります。


　なぜなら人間はみな動物的な本能で変化することを嫌
がる生きものなので、家族の一員であるあなたが新しい
ことをはじめることで、自分の生活まで変わるのではな
いかと不安に思い、反対する可能性が高いからです。こ
れは親友にも同じことがいえる場合があります。


　最初は、自分と距離が近すぎる人ではなく、適度な関
係で、信頼できる、価値観が同じお友だちをモニターに
選ぶのがオススメです。


ママこそ共感と信頼をベースにしたワクワク集客法を実
践しよう！ 

　個人でビジネスをする場合、特にママのようにフルタ
イムで働くというよりも、家事や育児をこなしながらビ
ジネスもする場合は、たくさんのお客さまを抱えるのは
大変です。
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　1,000円と1万円では、ひとりのお客さまからいただく
金額は10倍違いますが、そのお客さまといい関係を続け
るために必要な手間ひまも10倍変わるということはあり
ません。


　むしろよく言われるのは、無料や低価格帯の商品を購
入するお客さまの方が圧倒的にクレームが多く大変で
す。




　そのためママのスキマ起業では、お客さまの数を増や
すことよりも、同じお客さまにリピートしていただくこ
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とや、より高単価な商品をご購入いただくことの方が売
上アップにつながります。


　そこで大切なのが、前述のとおり「相思相愛」のお客
さまをみつけるということです。


　安いからという理由であなたを選ぶ通りすがりのお客
さまではなく、お互いに共感し信頼できるお客さまと出
逢うことができれば、あなたの商品やサービスを売り込
まなくても買っていただくことができます。


　安いものを大量に売って利益を得るのは、企業でなけ
ればできません。


　だからママのスキマ起業こそ、安定して口コミしても
らうための口コミマーケティングと、ライブ配信を通じ
てオンラインでも共感をつくるライブマーケティングと
いう『ワクワク集客法』を実践しましょう。 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第７章 ママのスキマ起業が日本の未来を明るくする！ 

「ひとりの女性」として喜びにあふれた人生を生きる 

　ママになると、夫や子どもが優先で自分のことは後回
しという女性はとても多いですよね。


　特に生まれたばかりの赤ちゃんは放っておけば死んで
しまいますし、動けるようになれば目が離せず、保育園
や幼稚園に行きはじめても突然の熱で呼び出されたり、
小学校に入ったら毎日の宿題や勉強のフォロー、保護者
としての予定が入ることも・・・。
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だから子どもが元気に育つように、何かがあったときに
周りに迷惑をかけずに対処できるようにと、多くのママ
たちが自分の願望を心の底に押しやって毎日を過ごして
います。


　毎日が忙しく、やらなければいけないことであっとい
う間に過ぎていき、本当はやりたいことや夢があったこ
とさえ忘れてしまう。気づけば心はカサカサになってい
て、自分がどうしたいのかもわからない・・・。


　好きなことを仕事にできたらいいけれど、それがなに
かわからない。


　家事と育児だけでも完璧にできないのに、さらに自分
で仕事をするなんて本当にできるんだろうか・・・。


　「起業」ときいて、こんな風に腰がひけてしまうママ
はとても多いことでしょう。


　でもママにこそ、わたしは起業してほしいと思いま
す。


　その理由は2つあります。
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　ひとつは、ママにこそ、毎日をしあわせいっぱいに過
ごしてほしいから。


　もうひとつは、いつかママを卒業しても「ひとりの女
性」として人生を謳歌してほしいからです。
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心から安心できる「家族」をつくる 

　ママが幸せを実感するために欠かせないものが「家
族」の存在です。


　子どもたちがハッピーで、夫も家族を大切にしてくれ
たら、ママはそれだけで幸せな気持ちになれるでしょ
う。


　また大変なことがあっても、仕事を続けるべきか迷っ
てしまうときも、心から安心できる「家族」がいれば、
またがんばるチカラが湧いてきますよね。


　そしてそれは家族を守るために働いている夫にも、学
校というコミュニティの中でがんばる子どもたちにとっ
ても、同じです。
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　家族ひとりひとりにとって、「家」がホッと羽を休め
られる場所であるためには、第4章にも書いたように、
家族全員でひとつのチームをつくり「理想の未来図」を
共有することが大切です。


　「理想の未来図 ＝ 目標」を共有し、そのためにひと
りひとりが何ができるか、何をするかを検討してみま
しょう。


　そのときにママのスキマ起業を検討項目として話し合
いの場に出してみてください。


　あなたがママとしてのスキルを仕事にすることでより
幸せになり、家族にも喜んでもらえるということを、夫
や子どもたちにもイメージしてもらえたら、ママのスキ
マ起業はすばらしい最初の一歩が踏み出せます。
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子どもたちがオトナになることが楽しみで仕方ない世界
をつくろう！ 

　世界中の調査で、女性の幸福度は第一子出産をピーク
に下がり、子育てが一段落する40代後半から50代半ば頃
まで幸福度が下がり続けます。悲しいことに日本では、
老年期まで幸福度が下がり続けるという調査結果もあり
ます。


　つまり人生でもっとも不幸な姿を子どもに見せながら
ママたちは子育てしているわけです。


　これでは子どもがオトナになることにワクワクできな
くて当たり前。人生はたのしいと思えなくて当然です。
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　もし「自分のせいでママが幸せじゃないんだ」と思っ
てしまったら、子どもの自己肯定感が高まるわけもな
く、ともすると若年層の自殺にもつながりかねません。


　だからママたちにもっと人生をたのしんでほしいんで
す！


　好きなことを仕事にして、あなたが愛したいとおもえ
るような「運命のひと」をお客さまにして幸せにお金を
つくり、家族との時間や自分の時間を満喫する人生を、
ママのスキマ起業を実践することで、ママでも選ぶこと
ができます。


　むしろママとしてのスキルアップが、ビジネスのスキ
ルアップや家族の満足度向上につながるのが、ママのス
キマ起業です。


　ママたちが仕事も家族も自分自身も大切にして、人生
を楽しむ姿を見せることで、子どもたちもまた、オトナ
になることが楽しみで仕方なくなります。
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　そしていつかママとしての役割の大半から卒業すると
き、心にポッカリと穴があいて抜け殻のようになるので
はなく、「ひとりの女性」として人生を謳歌していくた
めの土台を、ママのスキマ起業はつくることができま
す。


　ママだからこそスキマ起業にチャレンジしてみません
か？


　そして子どもたちが最高に幸せなママの姿をみて成長
する世界、子育てが終わっても「ひとりの女性」として
ママが人生をたのしみながら輝く世界を、一緒につくっ
てみませんか？
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