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門家集団です。世間では男性のコミュニティは多いですが、

性のプラットホームを創りたいという思いがありました。メン

バーは

ぜ男性ばかり集まって、女性が購買決定権を持っている商品や

サービスについて

女性の意見を少し聞けばすぐに解決することも多いもので
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とは体調管理です。

８年後に第三子を出産した時には絶好調でした。その間、自分

を整えることを継続したからですが、毎日の積み重ねは大事だ

と実感しました。

歳になって子ども

することです。
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弊社弊社弊社弊社：丹羽様の主なご経歴を教えてください
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弊社弊社弊社弊社：これまでのキャリアにおいて最も自己成長を感じられた
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ており、「成功」と受け止めています。現在は、ワーママ☆ク

ラブにおいて

受けることも多くなっています。男性に認めてもらえることは

うれしく、心の充実を感じます。

時には、特に

を工夫しています。整体も仕事も、価値観が合わないと成果が

出ないのです。より自分をわかってもらえるような言動を心が

けています。

弊社弊社弊社弊社：たくさんの転機を乗り越えてきた丹羽さん。出産等のラ

イフイベントによる変化をどう受け止めてきましたか。

丹羽様丹羽様丹羽様丹羽様

ないと正直落ち込みました。でも第二子、第三子では、慣れと

人の手を借りることを覚えたので楽でした。誰も一人で子育て

できませんからね。

 

 

 

弊社弊社弊社弊社：丹羽さんが考える“ワーママ”として輝く秘訣はなんで

しょうか。
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責任ある仕事をもらうためには責任を負わなければならない

ということ。私自身、家でも外でもリスクやアクシデントから

絶対逃げないようにしています。権利ばかり主張して責任を負

わない女性がいることは非常に残念ですね。そして、頑張ろう

と思ったら体調が良くないといけませんから、体調や精神の

“安定”がベースとなり“バランス”と“責任”を支えるので

す。 

 

 

 

弊社弊社弊社弊社：最後に、本ブログの読者に向けて

イスや応援メッセージをお願いします。
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値を認め、思い切って任せ

てほしいですね。あと、セ

クハラにならずに女性と

関係を築くコツですが、男

性側から自分自身の家庭

の話をする等

心を開いていくことをお

勧めします。日頃からの関

係性がなければセクハラ

と捉えられてしまいます。

ぜひ今日から実践してく

ださい。

今回取材したのは、自営ワーママ☆クラブ代表の丹羽綾さん。

女性専門の人気整体師として活動するほか、自営ワーママの輪拡大、

ならびにその底力をまとめ企業や社会に還元することを目指して活

躍しています。

躍を進める上でのヒントを、たくさん教えていただきました！
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女性専門の人気整体師として活動するほか、自営ワーママの輪拡大、

ならびにその底力をまとめ企業や社会に還元することを目指して活

躍しています。お仕事柄多くの女性と接する丹羽さんから、女性活

躍を進める上でのヒントを、たくさん教えていただきました！
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ならびにその底力をまとめ企業や社会に還元することを目指して活

お仕事柄多くの女性と接する丹羽さんから、女性活

躍を進める上でのヒントを、たくさん教えていただきました！
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整体師としては２年以上予約３ヶ月待ちの状態が続い

ており、「成功」と受け止めています。現在は、ワーママ☆ク

、女性のニーズを知りたい企業の男性から相談を

受けることも多くなっています。男性に認めてもらえることは

うれしく、心の充実を感じます。なお、男性に向けて話をする

理論的に話すこと”と“私らしさを出すこと”

を工夫しています。整体も仕事も、価値観が合わないと成果が

出ないのです。より自分をわかってもらえるような言動を心が

：たくさんの転機を乗り越えてきた丹羽さん。出産等のラ

イフイベントによる変化をどう受け止めてきましたか。

第一子出産時は、体調も悪く、何一つ思い通りになら

ないと正直落ち込みました。でも第二子、第三子では、慣れと

人の手を借りることを覚えたので楽でした。誰も一人で子育て

：丹羽さんが考える“ワーママ”として輝く秘訣はなんで

“バランス”と“責任”と“安定”の３つです。“バラ

の両立を考えること、“責任”は、

責任ある仕事をもらうためには責任を負わなければならない

ということ。私自身、家でも外でもリスクやアクシデントから

絶対逃げないようにしています。権利ばかり主張して責任を負

わない女性がいることは非常に残念ですね。そして、頑張ろう

と思ったら体調が良くないといけませんから、体調や精神の

“安定”がベースとなり“バランス”と“責任”を支えるので

：最後に、本ブログの読者に向けて女性活躍推進のアドバ

イスや応援メッセージをお願いします。 
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