
ママ起業家の為の
時間管理術セミナー

子供の機嫌・体調で振り回されない
思い描いたスケジュールで
夢を実現する有益な時間をの使い方をする



自己紹介

1987年 博多産まれ東京育ち (両親は博多人)

【子供時代】
クラシックバレエ 15年 ピアノ 8年

【大学時代】
競技ダンス部ラテンダンスを専攻し青春(笑)

【社会人】
複合機の営業として働き、学生時代から付き
合っていた夫と結婚。関西に引っ越し。

【結婚後】
ピラティスインストラクターの資格を取得

美健習慣ライフコーチ

西本彩乃



自己紹介

ピラティスのインストラクターで指導をしている際に
｢クライアントを理想を叶えるには【習慣】を変える必要がある｣
という事に気づき、習慣に特化した指導を始めました。

2歳差の娘を育てながら２０～30代の女性を対象に習慣を用い
たダイエットをメインにした指導を行い、クライアントさんからは
｢毎日の食事が健康的に変わった！｣
｢便秘・肌つやが改善した！｣
などの嬉しい声をいただけました。

そんな中2018年の2月に
最愛の娘、次女の茉那が
乳幼児突然死症候群で突然亡くなりました。



自己紹介

次女を失なったことで
忙しかった毎日が本当に大切で幸せな時間だった
ということを痛感しました。

それから一人でも多くママに子育ての｢今｣に
幸せを感じて貰う為
ママの心と体を美しく健康にする習慣で
日常に幸せを感じるライフスタイルを作る！！
をテーマに活動をしています。

ママの幸せ６大要素として
｢家族｣｢思考(マインド)｣｢美と健康｣｢お金｣｢時間｣｢環境｣
に関わる習慣について普段は伝えていますが
本日はその一つの｢時間｣にフォーカスしてお話します。



西本彩乃 SNS

【メルマガ】

【ブログ】

【Instagram】

フォロワー6千人
自身のライフスタイル
ママの有益な情報
を発信中

Ayano.nishimoto814

ライフスタイルを
変える習慣術・思
考術を公開中

ブログでは公開され
ていないここだけの
情報を公開中

←｢美健習慣｣で
簡単に検索できます♡

↑

イベントやセミナー企画
はメルマガから優先的に
ご案内します♪

フォローやコメントを→
下さった女性は必ず
フォローバックしますので
お気軽にコメントしてください♡
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起業ママの成功の鍵とは

ママの時間管理ってむずかしい！！！

書店にある時間管理本の

ほとんどがビジネス向けか

ワーキングマザー向けの本。

子供を自宅で育てながら働く

起業ママの為の時間管理本や

記事というのはほとんどない



起業ママの成功の鍵とは

｢スケジュールが子供の機嫌・体調で変化し

予定を立ててもスケジュールの通りにいかない｣

予定通りに物事が進まないと焦りと

イライラが募る。だが･･･

この問題を解決しなければ

起業を成功させることはできない。

起業ママが直面する問題



起業ママの成功の鍵とは

「子供に左右されるタイムスケジュール」

から脱却する事が成功の鍵！！

今回のセミナーはその為の様々な

思考法やテクニックを

お伝えしていきます♪





夢を叶える思考術
～マインド～

マインドとは

｢目的を達成する為の物事の考え方｣

マインドはゴール(目的)を目指す為のコンパスになる。

マインドがしっかりしていれば目的地へ行くための行動をとる
ことができる。

まず今一度自分のゴール(目的)を考えてみよう！

あなたの行動を支配するマインド



夢を叶える思考術
～マインド～

こんな言葉を投掛けられた時

なぜ起業活動をしているか答えられますか？

｢なぜあなたはこの起業活動をしているの？｣

｢今じゃなきゃ駄目？子供が大きくなって

落ち着いてからの方が良くない？｣

｢子供のかわいい時期は今しか無いんだから

その時期を大切にした方がいいんじゃない？｣

｢起業なんてしないで家事育児をしっかりしてほしい！｣

なぜあなたは起業するの？
イジワルな質問で
ゴメンね！



夢を叶える思考術
～マインド～

先ほどの問いかけに答えられなければ

起業の軸がないということ

あなたの起業する目的は何か？
目的が明確にある人は
さらにそれはなぜ？と

深掘りしてみよう。

軸がなければ起業活動中に困難な事態に陥った時
子育てが大変で思うように動けなくなった時に挫折してしまう。

３分ワーク



夢を叶える思考術
～マインド～

あなたの起業する目的は何か？
目的が明確にある人は
さらにそれはなぜ？と

深掘りしてみよう。

例えばＡｙａｎｏの場合…

３分ワーク

困難な状況であっても、夢や目標に向かって努力姿を
親の背中から学んでほしい。
子供にこう育ってほしいと望む姿を親が努力して体現
すべきだという信念がある。

My子育て論

子供は言ったようには育たないけど
親が生きたようには育つ！！



夢を叶える思考術
～時間を上手く使える考え方～

昭和の時代ほどでは無いがまだ世間的には

ママは自分を後回しにし

子供など家族を最優先させることが

美徳とされる傾向がある。



親になると、自分の事は後回しになってしまうというのは

自然な流れではあるが、行き過ぎてしまうと･･･

子供の成功や失敗に過剰に反応する。

子供が自立した後も親が子供から
離れられなくなり、子供に依存する。

結果として子供の為にならないことにもなる

夢を叶える思考術
～時間を上手く使える考え方～



自分の為にも子供の為にも

バランスよく自分の事を優先する
という事はとても大切！

時には自分を抑えて
子供を優先させなければならない時もあるが

子供や家族の為にも
自分の人生を楽しめるよう
自身の時間を優先させるという
考え方を持つことも必要。

夢を叶える思考術
～時間を上手く使える考え方～



家族や自分の為に

自身の時間を優先させるという考え方を持つことで

夢を叶えるための行動を起こせるようになる。

家族第一！！と固執せず

自分のことと家族のことの

バランスを取り柔軟に

優先順位を決めよう！

夢を叶える思考術
～時間を上手く使える考え方～



完璧主義ママは家事育児を完璧にこなそうと

自らのハードルを上げ、子育ての予想外の

出来事にストレスが貯まっていく。

自分の時間を作る余裕が無くなるだけでなく

毎日の生活にも余裕が無くなる。

○○しなければ！と考える
完璧主義ママになっていませんか？

良かれと思っていた完璧主義が
実は自らの首を絞めてしまう結果となってしまう。

夢を叶える思考術
～時間を上手く使える考え方～



完璧主義のママは

常に「心配事」と「不安」に押しつぶされている

心配事の9割は起こらないによると

不安や悩み、迷いのほとんどが

実は「妄想」や「思い込み」「勘違い」
「取り越し苦労」にすぎない。

と書かれている。

夢を叶える思考術
～時間を上手く使える考え方～



完璧主義の方は
60％思考を持とう！

夢を叶える思考術
～時間を上手く使える考え方～



｢○○すべき｣というハードルを捨て

全て60％でOK！という考え方を持つ。

♡子育ても60％でOK
（親が多少だらしないくらいが子供もたくましく育つらしい！）

♡料理のおいしさも60％でOK
（1品料理でも手づくりだし野菜が入ってる！）

♡そうじも60％でOK
（潔癖過ぎない方が丈夫な体になる！）

そうすると心と時間に余裕が出来る♪

夢を叶える思考術
～時間を上手く使える考え方～





起業ママの時間管理テクニック
①余分なものを捨てる

やることリストなどをつくる前に

やらないことを決めましょう！

毎日やっている家事も

本当に毎日やる必要があるのか

見直してみます。

物もやることも
本当に必要なものだけ持つようにしよう



起業ママの時間管理テクニック
①余分なものを捨てる

物を捨てるとどうなる？

片付ける物が減る
探す物が減る
掃除の手間が省ける

物が減る ＝ 効率が上がり
家事が楽になる



起業ママの時間管理テクニック
①余分なものを捨てる

散らかる頻度が減る・収納場所が小さくて済む

↓

片付け難易度(ハードル)が下がる

↓

片付けしやすくなる＆家族が簡単に手伝える

↓

仕事量の減少と人手増により

ママは楽になる♡



起業ママの時間管理テクニック
①余分なものを捨てる

やることを捨てるとどうなる？

心と時間に余裕ができる
↓

現状に合わせた臨機応変な対応が
出来るようになる

やることが減る ＝

余分なものを捨て

必要な物を見極めるということは

自分自身と向き合うことにもなる

ママ起業のスケジューリングは

状況に応じて臨機応変な対応ができるよう

心と時間に余裕を持つことが大事。

3分ワーク

毎日やっている事の中で
やらなくても良いことを
書きだしてみよう



起業ママの時間管理テクニック
②やることリストを作る

緊急度と重要度で分ける

七つの習慣の【時間マトリクス】を使い

｢ママ起業｣を成功させるという視点で分類しましょう！

本当にやるべき事を見極めよう

時
間
マ
ト
リ
ッ
ク
ス



起業ママの時間管理テクニック
②やることリストを作る

日々の行動や課題が「緊急なこと」か「重要なこと」か

区別することは、ママの限られた時間の中で目標を

達成し成功を手に入れる為に重要。

目標を達成し人生に

豊かさと充実感をもたらす為にも

「緊急」なことより「重要」なことを

コツコツ成し遂げる必要がある。

なぜ時間マトリックスが必要なのか？



起業ママの時間管理テクニック
②やることリストを作る

時間が決まってる仕事、セッション、

クライアント対応、病気ケガの治療など

緊急で重要な第一領域は4つの中で最も大切な領域と思わ
れるかもしれませんが実はそうではない。

第一領域というのは時間を割くことを避けられないが

第二領域の｢準備・計画｣をきちんとすれば減らす事ができる。

第一領域【緊急で重要】



起業ママの時間管理テクニック
②やることリストを作る

ブログ・メルマガの更新・告知・ＳＮＳ、

勉強、健康管理、予防行為、準備計画

４つの領域の中で最も重要な事項。

この領域を疎かにすると第一領域が増えたり、いつまでも目
標を達成することが出来なくなる。

しかし第二領域は緊急性がないのでつい後回しにしてしまい
がち…いかに毎日やるように心がけるかが重要。

第二領域【重要だが緊急でない】



起業ママの時間管理テクニック
②やることリストを作る

お金の入金・毎日やることとしてルーティン化してる

家事育児(洗濯・料理・子供への食事・入浴・寝かしつけ)

『緊急事項』はいつも向こうからやってくる。

早く洗濯干さなきゃ乾かない～

子供を泣き止まさないと～と

一日を時間に追われていないか？

あまりに一日を時間に追われ疲弊しているママはもう一度第
三領域を見直して、第四領域に移せるものはないか考えてみる。

第三領域【緊急だが重要でない】



起業ママの時間管理テクニック
②やることリストを作る

毎日はしなくてもよい家事・育児
(一週間に２～3回の家事育児 買い物・掃除・布団を干す・片付け)

過度な遊びや休息・趣味のSNS・LINEのチェック

過度な遊びや休息に当ててた時間を第二領域に費やせば

有益な時間の使い方が出来る。

第四領域の家事育児は時間を作るために時には状況に応じて
「やらない！」と決断することができるようにする。

すると時間に余裕ができ、一日のスケジュールを調整しやすい。

第四領域【緊急でも重要でもない】



起業ママの時間管理テクニック
②やることリストを作る

起業ママはその日にやろうと決めていても

突然のアクシデントでその日に出来ない事がよくある。

(作業が途中で終わってしまうことも。)

「いつやるか」と
「いつまでやるか」を決める

なので



起業ママの時間管理テクニック
②やることリストを作る

｢いつやるか｣よりも｢いつまでやるか｣という

お尻の期限をしっかり定め

｢いつやるか｣は期限に間に合うように

余裕を持って定める。

なので



起業ママの時間管理テクニック
③スケジュールを決める時間を決める

いつスケジュールを決めるか。やることリストをいつ

見直すかという時間を決めることも大切。

そして時間を定める際は曖昧ではなく具体的に決める。

【例】

1ヶ月スケジュールは第四週の土曜日６：１５～

1週間スケジュールは毎週日曜日の６：１５～

一日のスケジュールは朝6時～の１５分間

月末までにやるというざっくりな予定の立て方はNG。

予定を決めたらスケジュール帳に記入しよう！



起業ママの時間管理テクニック
④スケジュール管理便利グッズを使う

①ホワイトボード(デイリースケジュール管理)

子供のスケジュールも
一緒に管理！
マグネットだから変更
も場所を移すだけ！

手帳と違い開く手間なし。
目につく場所に置いて
おけばすぐに見れる！
ペンで細かなスケジュー
ルも記入可能！



起業ママの時間管理テクニック
④スケジュール管理便利グッズを使う

②カレンダー(マンスリースケジュール)

月の予定だけでなく、毎朝確認したいことを記入(ゴミ出しスケジュール)
定期的(週に１～２回)な家事・習い事など
子供関係の締め切り(持ち物・月謝・イベント申し込み)
朝は必ずキッチンに立つので、キッチンにかけている。



起業ママの時間管理テクニック
④スケジュール管理便利グッズを使う

③ヤフーカレンダー(マンスリースケジュール)

家族の行事も記入し把握する。人や仕事かプライベートなのかで色分けして管理。
仕事のスケジュールも記入する。(何をいつまでにどれくらい)
スマホは肌身離さず持っているのですぐに確認できる

●家族行事・子供の予定
●家事・自分プライベート
●仕事(起業)の予定
●夫の予定
●インスタ等SNS



起業ママの時間管理テクニック
④スケジュール管理便利グッズを使う

④ToDoリストアプリ(やることリスト)

第一・二領域のリスト・突発的な第三領域(お金の入金など)のやることリストを管理。
一～四領域の全てのやることは書かず、期限があり忘れそうなものを管理している
いつも持ち歩くスマホで管理することで隙間時間に確認できる。

このアプリの魅力は
やる事を付箋を貼る
感覚で管理できる！



起業ママの時間管理テクニック
④スケジュール管理便利グッズを使う

⑤腕時計

どこにいても時間を確認できる。
スマホは電源を入れる手間がか
かったり、家事の最中は触ることが
出来ないので、すぐに確認できる
腕時計は便利。防水だとなお良い。

⑥キッチンタイマー

何分で終わらせる！と決めた
ときにカウントダウンしてくれる。
子供も朝の着替えや毎日の勉強や
テレビをいつまで！と分かりやすく
教えてくれる



起業ママの時間管理テクニック
⑤効率の良い家事動線・整理整頓を考える

家事育児の負担減を叶えるのは

家事動線と整理整頓！！

忙しいママが時間を作る為には
家事育児の負担減が必須・・・(;_;)

それって
どういうこと！？



起業ママの時間管理テクニック
⑤効率の良い家事動線・整理整頓を考える

家事動線が整うと…
片付けや家事のハードルが下がり
家族が家事を手伝いやすくなる

結果的に家事・育児の負担が減ったり時短に繋がり
心と時間に余裕が出来る。



起業ママの時間管理テクニック

家事動線・整理整頓の
１０チェック♪

あなたの家は出来てる？



起業ママの時間管理テクニック
⑥家事動線・整理整頓の１０チェック♪

①使う場所のそばに使う物が置いてあるか？

洗面所に洗面所の掃除道具一式など

②物を必要以上に持っていないか？

割り箸などの過剰なストック・クローゼットに入らない服など

③使った物は元の場所に戻しているか？

出しっ放しになっている時は場所を見直してみる

④物の置き場所は使用頻度を考えて決めているか

いつも使うモノは取り出しやすい位置に置き、使わないモノは片付ける

⑤モノの置き場所を決めて、同じ種類のものはまとまってるか

モノの定位置を決めて同種類のものは集めておくことが整理整頓の要



⑥モノを持つ(選ぶ)基準が明確か？

自分にとって必要のモノは何か？こだわりは？

⑦中身の見えないケースは何が入っているかラベリングしてるか？

ラベリングすることで家族も何がどこにあるか把握することができる

⑧定期的に整理整頓をする時期があるか？

時間が経つと必ずモノは溜まる。定期的に見直す必要がある。

⑨捨てるか迷うモノを一時的に保留できる場所があるか？

捨てるべきか悩むものは保留箱があると気が楽になる。

⑩自分以外に家族が物の場所を把握しているか？

知ってて当然と思っていても、家族は意外と把握していない。

起業ママの時間管理テクニック
家事動線・整理整頓の１０チェック♪



起業ママの時間管理テクニック
⑦家族に協力してもらう

家族の協力というのが何より一番助けになる

子供も４歳ごろになると大きな戦力になる！

片付け・お風呂掃除・食事の準備と片付け

自分の身支度や着替えなどできるように

前のページの１０チェックも見直してみよう。



起業ママの時間管理テクニック
⑦家族に協力してもらう

夫に今の起業活動の理解を得られると協力を得やすい。

話す前から理解してもらえないと諦める起業ママも多いが

起業活動が本気であれば話してみるべき。

話してみて駄目だった場合も

なぜ夫が反対するのか

その理由を明確にして

夫の不安材料がなくなるように動いてみよう

夫の協力は何よりも大きな助け！
でも私の夫は無理と諦めるママも多い



起業ママの時間管理テクニック
⑦家族に協力してもらう

夫を変える為にエネルギーを使うより

自分を変えた方が効果がある！！

我慢をしていると捉えず

その方が未来の自分の為になっていると

前向きに考えよう。

｢他人と過去は変えられないが
自分と未来は変えられる。｣



起業ママの時間管理テクニック
⑦家族に協力してもらう

①お願いするように夫に頼む

②｢パパがいいんだって｣｢パパの方が上手｣とおだてる

③やってほしいことは具体的に伝える

④初めはさりげなくハードルを下げてあげる

⑤比べるべきは自分ではなく昨日の夫。批判はしない

⑥行動をしてくれたら感謝する

夫をイクメンにする
６つのテクニック



起業ママの時間管理テクニック
⑧外部のサービスを利用する

KIDS LINE

1時間1,000円～即日手配も可能なオンラインベビーシッターサービス。
子どもの対象年齢は0歳から15歳まで。病児・病後児に対応するベ
ビーシッターもいる。他にも送迎保育や家事代行も依頼できる。



お掃除本舗

日ごろのお掃除から、分解クリーニングなどの専門清掃まで、汚れの状態や
ライフスタイルに合わせた洗剤や器材を使用し、お客のご要望に合わせた
プロのお掃除を提供。
家事代行サービスもある。(料理など掃除以外も可。初回お試し２時間４６００円)
妊娠中・育児中応援プランお得な2時間5,000円の定期コースもある。
(他にも｢共働き｣｢一人暮らし｣｢ご高齢｣向けのコースがある。)

起業ママの時間管理テクニック
⑧外部のサービスを利用する



起業ママの時間管理テクニック
⑧外部のサービスを利用する

ヨシケイ

食材配達サービス。送料はかからず毎日ヨシケイのスタッフが配達してくれる。
その日に必要な食材が必要な分だけ届くので食材の無駄がない。
栄養士がバランスを考えてレシピを考案している。料理のマンネリも防げる。
家族の好きなレシピを選択することができる。
｢定番｣｢離乳食も一緒に作れる｣｢とにかく時短｣｢少し手の込んだ料理｣など
さまざまなコースがある。イベントに合わせた料理も追加注文できる。



起業ママの時間管理テクニック
⑧外部のサービスを利用する

保育園の一時預かり保育

保育所に通っていない子供を一時的に預かってくれる。基本的には一
部の認可保育所で対応しているが、地域によっては認可外の保育所
などでも対応している。預かってくれる日数や金額・持ち物等は場所
によって様々。(例：半日１５００円 ８時間2700円)0歳から預かってくれ
る施設が多い。事前に登録が必要。初回は半日のみの場合が多い。



起業ママの時間管理テクニック
⑧外部のサービスを利用する

ファミリーサポート

「ファミリーサポート」とは、各市区町村で運営する子育て中の家庭が育児の
サポートを依頼したいときに利用できるサービス。
料金は1時間700～1,000円ほど。市役所で事前に登録が必要で利用開始まで
必要な手続きが多くすぐに利用したいという人には向かない。
一時保育よりは高いので、定期的な短時間利用（保育園の送迎や、保育園や
幼稚園→習い事への送迎、兄弟別の習い事に送迎の際など）向き。





時短アイテムの紹介

自動で床掃除をしてくれる。掃除機をかける手間が省ける。

乳幼児のいるママさんは床の汚れが気になるところ。

ルンバに床掃除をおまかせしてみては？

ルンバ



時短アイテムの紹介

アイロンがけが多い会社員の主婦におすすめ。アイロン台などの
準備の手間もなく、ハンガーに掛けたままアイロンがけ出来るの
で子供のやけどの心配も無い。アイロンがけが苦手なママにも
良い。おすすめはパナソニック。

スチームアイロン



時短アイテムの紹介

大量の食器を短時間で洗える。食器洗いが苦手な夫でも

食洗機に入れるという作業ならやってくれる可能性がある。

一度使い出すとやめられない一品(笑)

後付けできる卓上型の食洗機もある。

食洗機



時短アイテムの紹介

鍋に食材や調味料をいれてボタンを押すだけで料理が出来
てしまう魔法の家電。鍋から離れることが出来るのでその時
間を有効活用できる。とても簡単なので夫が料理に興味を持
つきっかけになるかも？

ホットクック



時短アイテムの紹介

切る・刻む・練る・混ぜる・卸す・泡立てる・撹拌するなど、様々な
機能が付いている。フードプロセッサーが活躍しそうな料理が
家の定番料理であれば導入したいところ。

週に一度は餃子やハンバーグをする我が家では重宝している。

フードプロセッサー



時短アイテムの紹介

意外にも赤ちゃんを寝かしつけたり

あやすのに便利なアイテム。

パパでも寝かしつけの天才になるかも。

パパに子供を任せることが出来るよう
になればママは大助かり！！

ついでにパパのダイエットにもなり

一石二鳥。

バランスボール



時短アイテムの紹介

家族の飲み物を準備する手間がなくなる。小さな子供でも喉が渇
くと自分で水をつげる。熱湯でやけどしないようロック機能もある。

お湯を沸かす手間も省けるのでコーヒー好き夫がいる我が家は小
さなストレスが減り助かる。手間がないので夫が自分でコーヒーを
入れるようになった。家族皆が水を飲む機会が増え健康にも良い。

ウォーターサーバー



時短アイテムの紹介

起業ママの必須アイテム。反応が遅くなっている場合買い

換えよう。ここは投資するべきアイテム。

ポータブルタイプのパソコンがおすすめ。子供の習い事など
の外出先の隙間時間に仕事もできる。正月などの長期帰省中
にもパソコンを持って行けば帰省先で仕事ができる。

パソコン





新しい習慣・タイムスケジュールを
取り入れる際の注意点

これまでご紹介したテクニック等を活用して

今のタイムスケジュールをガラッと変えてしまうのは大変危険！！

なぜなら人間の本能

｢ホメオスタシス｣が働き

元の生活に引き戻してしまうから。

やる気のある人ほど失敗する
ホメオスタシスの罠



新しいタイムスケジュールを
取り入れる際の注意点

ホメオスタシスは自分の生命を守るために今までと

違う状況を元に戻そうとする防衛本能。

三日坊主の原理にもなっている。

ジョギング・資格の勉強・食事制限など

新しいことに挑戦して挫折するのは

ホメオスタシスが今までの生活に

戻そうとするから。

ホメオスタシスとは？



新しいタイムスケジュールを
取り入れる際の注意点

①タイムスケジュールの何から変えていくか

優先順位を決めて少しずつ改善していく

②結果にこだわらず継続することに専念

③最初は簡単なベビーステップから始める

④一人でやらず、応援・鼓舞してくれる人をもつ

ホメオスタシスの対処法



習慣化のプロが応援・鼓舞します！

How to を学んでそれを一人で実行＆継続できる人は

全体の３～５％！！！

その３～５％には入るには
★観測者(応援者・仲間・指導者など)がいること
★目的を明確にしブレないこと
★習慣の法則を理解し

習慣を身につける仕組み作りが出来ていること
★習慣を生み出すマインドが整っていること

習慣をマスターすれば
産後６ヶ月の体型も
自由自在♪

すべて美健習慣ライフコーチの
西本彩乃がサポートします♡





⑥ 起業ママの時間管理に関する
よくある質問

Q「子供を寝かしつけてそのまま寝てしまう。」

A｢寝落ち前提のタイムスケジュールにする｣

その他解決策がればどうぞ♪



⑥ 起業ママの時間管理に関する
よくある質問

Q「夫が協力してくれない。理解してくれない。」

A｢夫を変えることにエネルギーを注がない｣

その他解決策があればどうぞ♪



⑥ 起業ママの時間管理に関する
よくある質問

Q「子供が泣いたりケンカしてしまうと

時間がズルズル延びる」

A｢無理に謝らせようとさせず、謝りやすい

雰囲気作りやきっかけをママが作ってあげる｣

その他解決策があればどうぞ♪



まとめ

１～６章まで様々な内容をお伝えしてきましたが

まずは２章【夢を叶える思考術】から取り組んで見ましょう

★起業をする目的を明確にし
【起業の軸】を確立する

★自分自身の時間を優先させ
柔軟に優先順位をつける

★「６０％でOK！」と考え
心と時間に余裕を持たせる



まとめ

家族が協力しやすい環境を作りましょう。

★思い切って家族に協力を依頼する

★お片付けや家事のハードルを
下げておく（物を減らし動線を整える）

★家族が完璧に出来てなくても
許して感謝する心の広さ



｢ママ起業家の為の時間管理術セミナー｣

は以上になります。

少しでも時間に悩むママの

お力になれたら嬉しいです。

ご静聴ありがとうございました♪

皆様最後までありがとうございました♡


