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Woman’s ホームページ ～代表コラム 毎日更新中♪～

≪Woman’s 1 ヶ月の主な動き≫
◆企業研修～交流分析を使ったマネジメント研修～
◆和歌山県自主セミナー：経営課題としての「組織内キャリア支援」
◆広島県「働き方改革企業コンサルティング事業」専任コンサルタント
◆医療向けの人生設計サービス「CaLip」キャリアコンサルタント
◆株式会社日本マンパワー
国家資格キャリアコンサルタント養成講座 講師
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◆「コネクション・プラクティス」＆「講師養成講座」

vol.4

http://www.womans.co.jp/

たくさんの方にお会いできました

◆島根県立大学目標検討有識者会議
◆島根県しまね女性の活躍応援企業アドバイザー
◆津和野町女性会議 コーディネーター
◆交流分析士 1 級講座講師
◆公共職業訓練（キャリア形成、社会人基礎力研修、パートナー講師
が関わらせていただきました。）

詳細は http://www.womans.co.jp/column/

弊社セミナールームで二つの講座を開講しました！

弊社セミナールームにて 9/16～18 の 3 日間で「コネクション・プラクティスパート１、パート２」を開催しました。また 9/23～24 の 2 日間で「講
師養成講座」を」開催し、香川県、広島県、出雲市、浜田市、益田市より 7 名のご参加を賜りました。
コネクションプ・ラクティスは米国人女性、リタ・マリー・ジョンソンによって生み出されました。現代社会に生きる私たち一人一人が、いつで
も、どこでも、簡単につながりを取り戻し、互いの個性や人間関係を活かしながら、必要なものを共に満たす道を創造するための「つながりの
スキル（技法）」です。当講座の認定トレーナーの弊社代表宮﨑と一緒に内容の濃い 3 日間を過ごしました。
また、翌週開催された「講師養成講座」では、「伝える」ということをテーマに伝える目的を明確化し相手に伝えるスキルを磨き実演していきま
した。宮﨑のこれまで培った講師としてのスキルを惜しみなく受講生に伝えた 1 日目、翌日のスピーチ本番に向けての課題を受け取り、ほと
んど寝ずに準備してきた方もいて、まるで合宿。2 日目は受講生 7 名がひとりずつスピーチをし、宮﨑から個別のフィードバックを受けるととも
に、会場に生まれた受講生同士の信頼関係のもと、受講生からもレベルの高いフィードバックを受けました。自分では気がつかない話し方
のクセ、間の取り方、内容のわかりやすさ、表情、アイコンタクト・・・細かくチェックし、ひとりひとりが自信と向き合い課題が明確になり確実に
成長した 2 日間となりました。
どちらの講座でも、昼と夜は会場となった益田市でおいしいお店の料理を堪能し、受講生同士の交流を深めるとともに、益田市の交流人
口も増えた両講座となったのではないかと思います（笑）
ご参加いただきました皆様心よりありがとうございました。（スタッフ狩野）

◆弊社代表がコーディネーターを務める津和野町女性会議で意見交換会を開催
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詳細は http://www.womans.co.jp/info

Women of Women’s

Woman of the Woman’s!

●しまね起業家スクール

山陰の小京都と呼ばれる津和野町で、平成 28 年 1 月に「まち・ひと・しごと創生津和野町総合戦略」が
策定されました。この総合戦略では「若い女性が住みたいまちづくり」を基本的視点とし、魅力的な「しご
と」、理想のパートナーとの出会いの場、さらに安心して子供を産み育てることができる環境づくりに取り組む
こととしています。そこで、女性の視点で結婚から妊娠・出産・子育て支援等のないようについて話し合い、
具体的な提案を行っていただくための女性会議の委員を募集し、昨年 10 月から弊社代表がコーディネー
ターとして関わらせていただいています。
公募で集まった 9 名は、何か見えない糸でつながっていたのではないかと思うほど、引き寄せられ集まった
ようなメンバーでした。女性会議ではひとりひとりが問題を自分事として捉えることの醸成をし、また、意見交
換会を目標にプレゼンテーションスキルを磨いていき、また、テーマを細かくこちらから指定しないことで、委
員の個性を引き出し、発表の場でそれぞれの強みをお互いに理解し合う場となることを皆で意識してまいり
ました。そして、「女性活躍を掲げ、輝く女性が多い土地」、福岡市に視察に行き、自身の生き方を確立
し、ビジョンを描いて生きている 3 名の女性の話を伺うこともできました。回を重ねていくにつれ、委員の皆さ
んの表情が生き生きし、真摯な姿勢で一瞬一瞬の出来事も自分の糧にしたいという学びへの意欲が感じ
られるようになり、また委員同士の結束も強くなるのを感じております。
そして 8 月 30 日。意見交換会が開催されました。
町長、各課長との意見交換会。まるで町議会のように、質問書を事前に出し、それに対して回答書を得ました。さらに再質問を検討し、臨ん
だ委員のみなさん。事前に集まり全員で検討し、開始の 4 時間近く前から集まり、入念にリハーサルをして内容も財源の有効活用をしっかり
考えたものになっていました。
若い女性が住みやすい町づくり。自分たちのためだけではなく、今、住んでいる若い女性のために。そして、これから住みたい女性のために。
声を届けました。
約 4 時間近くの会が終わるとき、すべての課長の皆さまにフィードバックをいただきました。委員たちの声は確実に行政に届いたと確信しまし
た。そして、「迫力を感じた」「参考になる意見ばかりだった」「こんな女性がいることに驚いた」など、改めて女性会議の意義を認識いただけた
と感じております。
メンバーは視察に行く立場から、今度は、視察団を迎えたいという気持ちに変わっています。田舎だから体験できたことと、この出来事自体に
価値を見出し、全員がさらにひとつになりました。

島根県西部地区の「しまね起業家スクール」事業を弊社
が受託しました。
20 名の定員で募集いたしましたが、おかげさまで、申込締
め切り日より前に定員に達しました。募集が始まる前は、初
めて受託した事業だけに、いろいろ心配していましたが、多
くの場所にポスターとチラシをおいていただいたり、浜田市
が新聞折り込みをいれてくださったりとたくさんのご協力を賜
りました。誠にありがとうございます！
このスクールでは、10 月 6 日～30 年 2 月 4 日までの 12
回シリーズで講義を通じて自身の夢を叶えるために、小さく
ても骨太な会社創りの方法を学び、操業を実現するため
のスキルと知識を習得し、マインドを育成することを目的とし
ます。どんなスクールになるかワクワクしています。

●中国地域女性（SOERU）ビジネスプランコンテスト
～女性起業家による新しいビジネスの芽で地域に変革をもたらします～
コンテストの審査員（ワーク・ライフ・シナジー表彰）を、弊社代表宮﨑がいたします！
【コンテスト概要】
中国地域で初となる、中国５県を対象とした女性のビジネスプランコンテストを開催します。女性
起業家（創業予定者含む）にとって、今後の活動の動機となる目標、地域起業や支援者との出
会い PR の機会としていただきことを目指しています。
【募集対象】
女性経営者によるすでにスタートしている事業、もしくは女性創業予定者によるこれからスタートし
よう とする事業計画で、今後の成長が期待でき、かつ技術・サービス・ビジネスモデル等において
新規性ある いは付加価値が期待できるもの。

まちは、人で変わる。

【募集期間】
９/１（金）～１０/３１（火）必着

平成 29 年 8 月 31 日
山陰中央新報社記事

メディア掲載

【表彰】
大賞 中国経済産業局長賞（１件）
優秀賞 （２件程度）
特別賞 ワーク・ライフ・シナジー賞（２件程度）
その他、ビジネスプランの内容によって、各賞を設置することもある。
※ファイナリスト（１０名程度）は、サポーター（地域企業や団体等）
から、多様なサポートが受けられます。
【コンテストに関する問い合わせ先】

2017/8/22 山陰中央新報 コラム「いわみスタイル」
「人財力で石見を活性化」と題し、働き方改革、人材育成、複（副）業について、宮﨑が語っています。
2017/8/31 山陰中央新報 「出産子育て女性に優しく」
コーディネーターをさせていただいている津和野町女性会議と町の意見交換会について掲載されました。

事務局：企業女子応援ナビ＠中国地域ネットワーク運営事務局
・・・（一般社団法人 中国地域ニュービジネス協議会）担当：山根・畝原・梅原
・・・・〒730-0017 広島市中区鉄砲町 1-20 ウエノヤビル 7F TEL：082-221-2929
・・・・E-mail：woman-nabi＠cnbc.or.jp
・・・・URL：woman.cnbc.or.jp

CaLiP サ ー ビ ス サ イト： http://calip.jp /

医師向けの人生設計サービス「CaLiP」
多忙なドクターが「働き方」の選択肢を広げられるようサポート
～自己犠牲的な働き方を改善し、持続可能な医療システムを目指す～
7 月 18 日よりサービス開始！約 2 年前から開発に弊社宮﨑が関わらせていただきました。

代表ひとこと
10 年前の手帳が出てきました。組織の中で個人の力がどうあれば発
揮できるのかについて、ぎっしり書かれていました。当時、東京で参加し
たキャリアコンサルタントの会合においてのメモでした。
人づくり、生産性向上に日本は本気で取り組み始めています。
企業を作るのは人、働き方改革は働かせ方改革であることを実感する
毎日です。

スタッフ・パートナー講師の
ひとこと
●Izumi Ono

Women♡

先日、ゆっくりとできる時間があり、今
の私のライフキャリアレインボーを描
いてみた。仕事、ホームメーカー、母の
役割に多くの時間と思いを費やしてい
る。これは私が１０年前に心の中で描い
ていたものに近いことに改めて気づい
た。キャリアは環境との相互作用により
変わってくる。子供が小さい頃には今の
自分の働き方は想像ができなかったこ
とだ。これから思い描く役割も強い思い
で成し遂げたい。そして、協力してくれ
る家族に感謝。
●Yuka Yamada
最近、使っていない部屋を大改造しよ
う！と言うことで一部屋リフォームを
しています。工務店に頼まないと無理な
所以外は自分たちでやろうと決めて（友
達にも手伝ってもらって）床の塗り替え
やミニキッチンのタイル貼り、一部壁に
レンガを貼ったりする予定にしていま
す。あまりアイディアが出てこない私な
のですが、とにかく楽しい‼新たな分野
にちょっと目覚めそうです。
●Sachiko Iwata
都会から島根の生活へ。I ターンの方と
お話する機会がありました。とっても笑
顔が素敵な女性。地域の方とも溶け込
み、何事も積極的でみんなを巻き込み、
周りにたくさんの笑顔と元気を与えて
いるパワフルウーマン😄私もそんな輝
いている女性でありたいと、強く思いま
した。
●Mari Karino
先日（株）ビジネスプラン様主催の「第
27 回ビジネスプラン特別講演会」が益
田市で開催され、海洋冒険家の白石幸次
郎様の講演会を拝聴しました。どのよう
な講演か想像もつかず出席したのです
が、単独無寄港で世界一周を目指す過酷
なヨットレースへ挑戦されているお話
しから、人として、親としての白石様の
生き様は、私の人生観が変わるような感
動がありました。何気ない入口が学びの
機会になると心から実感！また白石様
のお話を地元で聞けたことにも感謝！
●Kiyoko Matsuyama
長女は今年成人式なので、夏休みに写真
の前撮りをした。そして、待ちに待った
写真が出来上がった。写真屋さんが、綺
麗に写っていたから、見本にさせてほし
いと言ってくださり、調子に乗って、も
ちろん！と答えた。家に帰り、どんなに
可愛く写っているんだろうと開けると、
微妙な写り…。そういえば、着付けが良
かったから使いたいと言っていたなぁ。

