
こんにちは。理江です。この度、⽴ち上げメンバーを代表してオリ

ュンポスの魅⼒についてお話しさせていただくことになりました。

オリュンポスっていったい何なのか、どのようにして⽣まれたの

か、この先どんなものにしていきたいのかについてお伝えします

ね。お読みくださると嬉しいです。



わたしは今年、あるコミュニティに⼊りました。SNSでの発信やWeb

マーケティング、ライティングを学び、それぞれが⾃分のやりたい

ことや夢を叶えていくためのスキルを学ぶコミュニティです。⾃分

の得意分野を活かしたお仕事を通して世の中に貢献したい、という

思いがあり、発信を学ぶために参加しました。

このコミュニティには様々な⽅が参加されていました。住んでいる

場所も、関東、関⻄、東北、北陸・・と⽇本国内を⾒ただけでも幅

広いのですが、⽇本以外にもアメリカやイギリス、フランス、オー

ストラリアなど、世界中の様々な地域から参加されていたんです

ね。

同じタイミングで、同じコミュニティに⼊り、所属するメンバー同

⼠として出会うというのは奇跡のようなことだと思っているのです

が、世界中から集まってきたメンバーにこうして出会い、繋がるこ

とになりました。このメンバーが後に、オリュンポスの⽴ち上げメ

ンバーとなります。

世界中から集まってきたメンバーが
一つのコミュニティで出会い、�がった



お仕事をしていく中で、コツコツと地道に「作業」をする時間があ

りますよね。例えばブログやWebに掲載する記事を書いたり、調べも

のをしたり、何かをまとめたり。わたしの場合はお客様に伝えるメ

ッセージを書いたり、メニューを考え直したり、⾃分と向き合うワ

ークをすることもありました。

ちょうど今年はコロナウイルスの影響で外出が難しい状況にありま

した。お仕事をする場所として、今まではコワーキングスペースや

カフェを時々利⽤していたのですが、緊急事態宣⾔が出された後は

完全に、誰とも会うこともなく、東京の⾃宅に⽸詰となって作業を

することになりました。

発信のコミュニティで出会ったメンバーも、みなさん⾃宅から出ら

れない⽇々が続いていました。アメリカやヨーロッパでも⽇本で

も、似たような状況でしたね。外出制限については海外の⽅が厳し

かったようですが、⼩学校や幼稚園、保育園はお休みになり、学校

はオンライン授業になり、会社勤めの⽅もお休みが増えたり在宅勤

務になったりと、家族と24時間⼀緒に過ごす⽇々が続きました。

コロナによって身動きが取れなくなった日々



⽬に⾒えないウイルスへの恐怖やこの先の⽣活の不安、マスクやト

イレットペーパーがお店から消えたりもして、⼤きなストレスや不

安を抱える⼈が多かったと思います。

こうした状況で、⾃宅でコツコツ作業を進めるのは想像以上に⼤変

なことでした。せっかく確保できた⾃分の時間も、ストレスや不安

からあまり集中できなかったり、効率が下がってしまったり。仕事

で今まで顔を合わせていた⼈や友達と気軽に会えない寂しさ、悲し

さも⼤きかったです。

パフォーマンスが上がりづらい状況でお仕事を進めることがどれほ

ど⼤変なものか、思い知ることになりました。



発信のコミュニティではオンラインで繋がるイベントが増えていき

ました。リアルに対⾯で会うのが⼀番良いのですが、それができな

い時でもオンラインで会って繋がれるので、みんなから元気をもら

えてまた頑張れるというのはとてもありがたい時間でした。

オンラインで繋がる時間の⼀つとして、それぞれが⾃分の作業をす

る会、通称もくもく会が始まりました。⾃宅からZoomに接続し、各⾃

がその⽇やるべきタスクをコツコツと、もくもくとひたすら作業を

する会です。

Zoomでつないだ先にはコミュニティメンバーがいて、もくもくと作業

をしている。ただそれだけなのですが、メンバーの様⼦を⽬にする

ことで⾃分も頑張ろうと⾃然に思えて集中⼒が上がり、作業効率も

上がり、その後もモチベーションが続きました。頑張っている⼈が

そこにいる。それだけで⾃分も頑張ろうと思える、やる気になる、

⼿軽だけどそんな素敵な環境がありました。

こうして世界中の仲間と繋がる時間が増えていくことで⼼が温かく

なり、救われて⾏きました。⾃分の⽬標や叶えたい未来へ意識が向

かい、そのための⾏動を後押ししてくれる⼒となっていきました。

一人では苦しい状況が仲間との
�がりによって救われていく



コミュニティメンバーとのオンラインでの繋がりは、⼤きな⼼の⽀

えとなっていきました。悩んでいるときはお互いにアドバイスをし

たり、してもらったりして進んできたこともあったんですね。

みなさん住んでいる場所も⽣活スタイルも、やりたいこともバラバ

ラなのですが、それぞれの活動を応援したい、それぞれに夢を叶え

て社会を明るくしていってほしい、そんな気持ちが⽣まれ、絆とな

っていきました。

いつしかお互いを応援する�が生まれた



⼀⼈では続かなかったり⼼が折れそうになる時も、誰かと⼀緒なら

前に進める、もう少し頑張れることもある。これはみなさんも感じ

たことがあるのではないでしょうか。

この⼼強さを、わたしたちが救われたように、あなたにも感じても

らいたい。世の中の⼈に知って感じてもらいたい。孤独や不安を解

消できる居⼼地のいい場を⾃分たちで作りたい。

コミュニティの期間が終わっても、この先も出会ったメンバー同⼠

⽀え合いたいという気持ちが芽⽣えていたわたしたちにとって、こ

う思うようになったのも⾃然な流れでした。それは⽴ち上げメンバ

ーの⼀⼈、愛さんからの提案だったのですが、みな同じ気持ちだっ

たようです。

Zoomでつないだ先にはコミュニティメンバーがいて、もくもくと作業

をしている。ただそれだけなのですが、メンバーの様⼦を⽬にする

ことで⾃分も頑張ろうと⾃然に思えて集中⼒が上がり、作業効率も

上がり、その後もモチベーションが続きました。

この安心感と心強さを
世の中に届けたい



頑張っている⼈がそこにいる。それだけで⾃分も頑張ろうと思え

る、やる気になる、⼿軽だけどそんな素敵な環境がありました。

こうして世界中の仲間と繋がる時間が増えていくことで⼼が温かく

なり、救われて⾏きました。⾃分の⽬標や叶えたい未来へ意識が向

かい、そのための⾏動を後押ししてくれる⼒となっていきました。

https://www.youtube.com/watch?v=Q5jyj7GWSvg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Q5jyj7GWSvg
https://www.youtube.com/watch?v=Q5jyj7GWSvg


わたしたちが⽬指すのは、⼀⼈ひとりが⾃分の⼒を最⼤限発揮し、

それぞれの未来へ向かって夢中になれる環境、そして繋がりがそれ

を後押ししてくれる環境です。良い意味で⾃分も頑張らなきゃと思

えて、安⼼して⾃分の⽬標に挑戦できる空間を多くの⼈に経験して

もらいたい、感じてもらいたいと考えているんですね。そしてそれ

が、⽬標達成や⾃⼰実現のきっかけの⼀つになったら嬉しいなと思

っています。

コロナの影響はまだありますし、残念ながらこれからも未知数で

す。世の中にはこれまで以上に不安を感じている⼈がたくさんいま

す。この先、明るい未来を築いていくにはそれぞれが⾃分の⼒を発

揮できる環境が必要ですし、仲間との繋がりがあると⼼強いもので

す。

⼀⼈でもできないことはないけど、メンバーが近くにいるのを感じ

ることで孤独が緩和される、励みになる、前に進める、そんな環境

があったらいいなという想いから、オリュンポスというコミュニテ

ィを⽴ち上げました。

個を尊重しながら共存し
つながりが力になる環境を



「あなたの世界を広げてみませんか」

ただの知り合いではない、⼼のよりどころのようなちょっと特別なつながり。

ここには⽇常では出逢えないメンバーがいます。

叶えたい未来に向けてそれぞれが前に進みながら、時には励まし合い、

お互いの成⻑を喜べる。

そんな相乗効果の⽣まれる場、空間で⼀緒にすごすのは想像以上に⼼地良いものです。

1⼈でも頑張れないことはない。でも仲間がいるともっと頑張れる。

思わぬアイデアも湧いてくるかもしれない。

ポジティブなエネルギーが循環するコミュニティで

⼈⽣を豊かにするきっかけを⼿にしてください。

���������������スピリチュアルカウンセラー�理江

僕には実現したい事があります。そのためにも作業をしなくてはなりません。

でもサボりぐせがすごくて捗らないし、眠いと寝ます←

ただ頑張っている仲間が近くにいると不思議とできちゃいます。

誰かが⾒ているという強制⼒はもちろんなのですが、

「志が同じ」だと⼼強くて⾃然と活⼒が湧いてくるんですよね。

もしご興味があり、何かに打ち込むための環境をお探しの⽅、

よろしければお越しくださいませ^^

愛妻家ファッションバイヤー�宇野友雄

それぞれが違う道を⽬指しているが、お互いが全⼒で仲間を応援する。

いつの間にかこの仲間たちのためにも⾃分の⽬標を達成したいと思うようになる。

これは僕がコミュニティに⼊って強く感じたことです。

仲間と同じ空間にいるだけで仲間からエネルギーをもらうことができ前に進めます。

オリュンポスにいる仲間は、⽬指す道はそれぞれ違いますが、

根底にある想いは同じ。

そんな仲間と⼀緒に⾃分の⽬指したい道を⽬指せる場所が、ここオリュンポスです。

Creative�DIYer�@Rise�and�Shine�Studio�Ryo



⾃分の思い描く理想と現実の狭間にいる時、落ち込んで⾃分をせめたり、

負のループに陥ったりしませんか？

まさに今の私は、この状況を⾏ったり来たりしています。

「オリュンポス」に集う仲間は、それぞれの理想に向かってもがきながらも前を向き、

仲間と⼀緒に歩んでいこう⼈たちが揃っていて、

私も仲間の⾏動に励まされ勇気をもらっている⽇々です。

ひとりでは不安で⾃信がない時でも、仲間と繋がること、仲間と話すことで解決し、

エネルギーまでチャージできちゃう環境が「オリュンポス」。

ぜひみなさんも私たちと⼀緒に、

       ご⾃⾝の理想に向かって⽇々を歩んでいきませんか？？���������

                                    詩織

東⽇本⼤震災のあの時、⼀⼈で起業している事がどこまでも孤独でした。

でも今は違います。環境を変えて、同じ志を持つ仲間と出会えました。

何かを始めたいと思った時、遅いことなんて何⼀つありません。

ジャンルの違う仲間の感性や視点からの気づきを得て広がる可能性は無限です。

世界中の仲間とともに、今ここから、あなたの未来を共に創りませんか。

作業の先の未来のために「オリュンポスへようこそ」

                 Cheer�you�up！ペアレントコーチ 有美

1⼈でもできることもあるけれど、やっぱり1⼈でやるよりみんながいたほうがいい。

⾯倒臭がり屋でズボラの私が⾊々前向きに頑張れるのは、

⾃分の理想世界⽬指して楽しんで頑張っている仲間がいるから。

素敵な仲間は⼀⽣の財産。

そんな財産、あなたと作っていけたら最⾼です！

「にこにこ会」のママ先⽣�Mieko�Dales�デイルズ美恵⼦



今はインターネットで有益な情報が無料でたくさん⼿に⼊る時代です。

何かをやってみよう、現状を変えてみよう

と思えばきっかけはたくさん転がっています。

でも、ノウハウは簡単に⼿に⼊っても、

夢を実現できる環境や仲間はなかなか簡単には⼿に⼊りません。

これからの時代を前に進むために、個の⼒をもっと⾼めて、

同じ志を持った仲間を⾒つけ、そして前に進んでいくために、

このオリュンポスがあなたの背中を押す場所になればとても嬉しく思います。

転妻ママバイヤー まき

つながるから、安⼼できる。

「⼈⽣をシェアする」ともいえる仲間と織りなす空間。

オリュンポスはひとりでは⽌まってしまうときも、前に進める場所。

調べれば⼿法はいくらでも出てくるけれど、

⾃分を前に進めるための環境はそう多くはありません。

ここには、すべてを⾒守りあえる仲間がいます。

共に成⻑していけるこの環境で、あなたと⼈⽣をシェアできれば嬉しいです。

アイデンティティファインダー�結季⼦

              

「新しい世界に⾶び込みたい」

そんな思いがあるならば、ぜひ⾶び込んでほしい。

ここにはあなたの思いや価値観を受け⼊れてくれる仲間がいます。

⼀⼈ではできないことも、仲間がいることで挑戦できる。

私は、⾃分以外の価値観•思考•ビジネスに触れることで

毎回新たな気づきとアイデアが浮かびます＾＾

これ以上にない、素敵な空間。⼀緒に体感してみませんか？

ナースの愛されお志事コンサルティング 優かおる



ここには、あなたの挑戦を否定する⼈はいません。

迷いながら、もがきながら、不安と戦いながら進もうとするとき、

「この道で正しいのかな」そんな⾵に悩んでしまうのはみんな同じ。

その先で得られるものは⾛り出した⼈にしか分からないけれど、

その⼀歩を⾒守る⼈たちがここにはいます。

同じ志をもつ仲間たちと繋がる世界。

あなただけの新しいストーリーを、今ここから始めましょう。

ボストン在住BUYMAコンサルタント�由奈

オリュンポスは起業してからずっと考えていたことなのですが、

もうとにかく愛すべき、素敵なメンバーとスタートを切ることができました！

同じ理念を持つ仲間と過ごせばどういうわけか話しているうちにはっとする気付き

があるもので、どんなに悩んでいても正しい解決策は必ず⾒えてきます。

そしてそういった安⼼感は必ず⾏動を促してくれます。

スキルはがんばれば習得できますが、推進⼒はどうにもならない場合があります。

オリュンポスはきっと、そのきっかけとなるはずです。

ドゥコンシェルジュ/アイスタジオ編集⻑ 鷲美愛

              

「繋がりがあれば、どんなに⼼強いだろうか」

僕が起業当初悩み続けていたことです。

ノウハウは買えば⼿に⼊った。

でもこのどうしようもない孤独感だけは解消できない。結果が出ない不安と、

周りに誰もいない不安に押し負け、下を向く⽇々が続きました。

もしあの時の僕に「繋がりが感じられる場所」があれば、

どれだけ⼼強かっただろうかと思います。

⽀えてくれなくていい。ただ隣を⾛ってくれるだけで、勇気をもらえる。

それだけで⼗分だというあなたへ。

なにわのWEB屋�和⽥直也



オリュンポスってどんなコミュニティ？

『やりたい』気持ちが溢れだすオンラインコミュニティ

あなたが普段過ごしている場所で、世界中のどこからでもアクセスできて、作業
効率が上がるコミュニティ。PCやスマートフォンでアクセスすれば、画面の向
こう側にいる世界中の仲間と繋がれる、意識の切り替えができて活動スイッチが
ONになる、そんな場所です。

Zoom作業部屋を毎日Open

日々の作業や勉強の時間、集中できていますか？Zoom作業部屋を活用しよう。

家という誘惑要素の多い空間にいながら、まるで図書館や静かなコワーキングス
ペース、自習室にいるような、目の前の作業に集中しやすい状態になることがで
きるのがZoom作業部屋の良いところです。



コロナが広まり、気軽に外出がしづらくなった今、コワーキングスペースやカフ
ェでゆっくり作業したり勉強したりするのがなかなか難しくなっていますよね。
コワーキングスペースやカフェに出かけたにもかかわらず、落ち着いて過ごせな
かったり、混雑していて集中できなかったというのもよく聞く話です。

ホテルのラウンジなど落ち着ける場所はあるかもしれませんが、それなりに費用
がかかるため、しょっちゅう通うのはコストがかかってしまいます。ご家庭の事
情やお仕事の関係で家から出ること自体、そもそも難しい方もいらっしゃるでし
ょう。

結果として自宅でコツコツ進めることになるケースがあると思いますが、自宅で
集中できているでしょうか。残念ながら、思うように捗らない日もあるのではな
いでしょうか。

Zoom作業部屋はそのような状況を解決する助けになるでしょう。Zoomに繋い
だ画面の向こう側にはオリュンポスの仲間がいます。集中している仲間の様子を
目にすることで、あなたも集中モードに入りやすくなるというメリットがありま
す。距離を越えて繋がることができる心強さを体感してください。

zoom作業部屋のルール

Zoomに繋いでいただく際は、カメラON（顔出し）、ミュート（音声OFF）にて
お願いいたします。その他のルールはFacebookグループに説明がありますの
で、お読みになってからお越しください。



Facebookグループにご招待

オリュンポスにご参加いただいたみなさまをFacebookグループにご招待しま
す。Facebookグループではオリュンポスのメンバーと繋がることができます。
スケジュールやイベントのアナウンスの他、コミュニケーションの場として雑談
スレッドも設置されていますので、Facebookグループ内での交流も楽しみの一
つです。

バラエティーに富んだ主宰メンバーと知り合える、世界が広がる

オリュンポスを立ち上げたメンバーは長けている分野が様々です。今まで触れて
こなかったテーマでも、興味があれば知ることができます。知識が増えると世界
が広がりますし、人生が豊かになりますね。

例えばこんなジャンルが得意です。

コーヒー / 製パン / ネイル / ヘア、メイク / 香水 / デザイン / インテリア / DIY /
リノベーション / キャンピングカー / サッカー / ゲーム実況&考察 / YouTuber /
英会話 / バイリンガル子育て（日本語×英語）/ 補習校常勤講師 / 子育て親育て /
コーチング / 愛妻家 / チアダンスコーチ / 看護師 / ナースの副業支援 / 薬剤師 / プ
ログラミング / データベース / システムエンジニア / サラリーマンからの独立 /
BUYMA（物販）バイヤー / BUYMA（物販）コンサルタント / メルカリ講師 / 中
国輸入講師 / ネットショップの開設・運営・自動化 / ライター / webマーケター
/ webマーケティングコンサルタント / 株式投資 / 資産運用 / クレジットカード
活用 / マイレージ / 旅 / フランスでの暮らし / 瞑想 / 浄化 / 引き寄せ / スピリチュ
アル / 開運 / 人生相談



メンバー特典

体験レッスンや質問会など、オリュンポスメンバー限定のイベントを企画予定で
す。また、立ち上げメンバーのサービスの優先案内・優待を受けることができま
す。仲間と交流したい方はぜひ楽しみにしていてくださいね。

コミュニティへの参加料金は無料です。

わたしたちはこの文章を読み、想いに共感してくださった方と繋がりたいと考え
ているんですね。未来にわくわくし、夢を実現させていく場を作ることができた
ら嬉しいですし、わたしたち自身も日々考え経験し、ともに成長していきたいと
思っています。ですので費用は無料とさせていただいています。何かを押し売り
することはありませんので、安心してご参加ください。

オリュンポスの由来　

ギリシャ神話は世界の始まりとされています。混沌（カオス）から始まり、時を
経て、戦いを制したオリュンポスの神々が中心となって地を治め、安定した世界
が維持されていきます。

人々が集い、安心できる場所でそれぞれの未来や夢に夢中になれますように。メ
ンバーの存在がお互いにいい刺激になり、前に進む大きな力となりますように。
ここから新たな物語が始まり、世界が広がっていきますように。

そんな想いを込めてオリュンポスという名前をつけました。



オリュンポスについて、ここまでお読みいただきありがとうござい

ます。最後にご挨拶いたします、結季⼦です。

コミュニティに⼊るって、どんな⼈がいるのか？どんな雰囲気なの

か？と最初はちょっと緊張する⽅もいるかもしれません。

私⾃⾝、過去はコミュニティにいることで周りの⼈たちに恐縮して

しまったり、⽐較競争に疲れてしまったこともあってうまく馴染め

るか不安を感じていました。

しかしここではその⼼配はいりません。オリュンポスは何か困った

ことがあればそれぞれが知恵を出し合って⼯夫する、そこには⼼地

よいクリエイティブな空間があります。

「悩むのではなく考える、そして実践する」お互いに問いかけるこ

とで様々な要素が共振し、循環する場。ひとりでは進まないとき

も、それを乗り越えられる場。多岐にわたるメンバーが集まるから

こそ、⽐較するのはデータだけ。仲間は⽐較ではなく、対⽐で輝か

せるのがオリュンポス流なのです。



やっていることは違っても、この場を通した過程こそが楽しみ。⼤

⼈になって切磋琢磨する瞬間は⾃分と仲間の未来に希望が溢れ⾃分

の理想への道筋を⾒つけることができます。

『やりたい』気持ちがあふれだし

⾃分の未来に夢中になるコミュニティ

Olympus オリュンポス

仲間と共に、豊かな世界を築いてみませんか？

ここであなたをお待ちしています。

オリュンポスに参加する

http://www.facebook.com/groups/1245737352428260/

