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マインドアップ編開催！ 

平成 30 年度 しまね起業家スクールがスタートしました！ 

前号で募集のご案内を掲載しました、「しまね起業家

スクール」は、お陰様で、定員の 20 名ちょうどで〈マイ

ンドアップ編〉が開催されました！ 

誠にありがとうございます。 

http://www.womans.co.jp/column/ ～代表コラム 毎日更新中♪～ 

◆第 2 期津和野町女性会議コーディネーター ◆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師 

◆益田東高等学校 進学・就職のためのマナー研修講師 

 吉賀高等学校   企業訪問のためのマナー研修講師 

◆新入社員研修講師 （島根県大田市） 

◆浅利観光株式会社様のホスピタリティ研修（島根県江津市） 

◆医療法人向けの人生設計サービスキャリアコンサルタント ◆公共職業訓練 社会人基礎力研修講師 （パートナー講師） 
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マインドアップ編 

（全 3 回） 

第１回 6/19(火) オリエンテーション起業体験者による体験談交流会 

第２回 6/26(火) 自分の棚卸し 

第３回 ７/3(火) なりたい自分を描く 

 

≪Woman’s １ヶ月の主な動き≫ この１ヶ月もたくさんの方にお会いできました 

Woman’sホームページ  http://www.womans.co.jp 

会場は浜田市の石央文化ホールで夜の開催ですが、遠くは松江市から、西部地方も江津市、邑智郡、益田市、浜田市と各地から受講者

様がお集まりになり、皆さまの熱い思いが伝わってきます。 

第 1 回目では、江津市で起業されている株式会社 GPA 原田真宜様と前回の意起業家スクール修了生の齋藤雅寛様から体験談をお話し

ていただきました。お二人とも過去にしていた仕事が今の仕事とは全然違っていても、今のキャリアに役立っている事、そして、地域の人と積極

的にお話したり関わり繋がることで、周りの人から情報が集まったり、協力者とイベントを開催、ご縁がきっかけで事業が拡大等、引き寄せられる

ようにいろいろなことが回っているというお話がありました。その後あったパネルディスカッション形式の質疑応答で、より深くお二人からお話を聞

き、受講者さんからは「自分もできるかも」と思えたと嬉しいお声がありました。第 2 回目は「自分の棚卸し」ご自身の経験を振り返り、ご自身の強

みを見つけ、今後の具体的な行動計画を考え発表しました。「改めて書いて、それを言葉にすることでより具体的になった」「経験を語ることで、

グループの方に自分が気が付いていない自身の強みを教えてもらえてうれしかった」等、時間が来ても終わらないほど盛り上がった回でした。 

「毎回、受講後はハートが熱くなるのを感じた」受講者アンケートより 

3 回目はドリームマップを作りました。ご自身の目標を文

字でおこし、それをもとに、いろいろな雑誌から好きな写

真などを切り取り、夢は大きな方がいいということで、大き

な紙に貼っていきました。「自分を見つめなおす時間にな

った」「視覚で自分の夢をとらえることの重要性を再認識

した」とアンケートのお声を頂戴しました。毎回受講するご

とに皆さまは笑顔に、そして、受講者様同士繋がりが広

がっていった、マインドアップ編でした。 

パネルディスカッション！ 

ドリームマップを作りました！ 



 

 

 

 

 

  

 

           期津和野町女性会議 

           

  

                                     

※ワークライフシナジー賞について 

新たな社会的価値（イノベーション）を生み出す企業には、日常の活動から知見を広げワークに活かす、「ワーク・ライフ・シナジー」が重要です。働き方のひとつである起業

により、仕事とプライベートのバランスが取れた充実した日々を手に入れた方、仕事と生活で相乗効果が生まれている方、暮らしに密接した企業を目指している方などを別

途審査基準を設け表彰します。 

 

今回ご紹介するのは、浜田市の「楓ジェラート」 

国道沿いにあるおしゃれな白いお店。メイプル牧場の生乳を原料としたジ
ェラート専門店です。季節に応じて収穫される島根の素材をふんだんに使
い、島根ならではの味を楽しめます。例えば、地元で栽培されているお茶、
コーヒー専門店のコーヒーなどのジェラートがあり、「えーあのおいしいお
茶を!?あの大好きなコーヒーを使ってるの!?」と驚きと共に普段馴染みのあ
る食材がどのように使われているのか、地元の私も食べてみたくなります。
季節限定メニューもあり、お勧めしたいジェラートが盛りだくさんです♡
着色料、香料、防腐剤を一切使用していないのもお勧めポイントです！ 

 

株式会社楓ジェラート 

〒699-3212 島根県浜田市三隅町向野田 721-7 

TEL:0855-32-5200 

 

Woman’s の好きなお店やおすすめをご紹介します！ 

 

Women of the Woman’s 

 

株式会社エネルギア・コミュニケーションズの取締役社長熊谷鋭様

が島根県益田市出身のご縁もあり、この度共催で、島根県西部地

方の浜田会場と益田会場でクラウドファンディングの勉強会・相談

会を開催します！起業やイベントをお考えの方はもちろん、しくみを知り

たい方など、この機会をお見逃しなくお気軽にお申込ください。色々

な可能性が広がります❣詳しくはエネコム様 HP をご覧ください。     

http://www.enecom.co.jp/newservice/faavo/shimane/ 

代表ひとこと 

 

益田東高等学校、吉賀高等学校でマナー研修を開催しました。 

島根県内のふたつの高等学校からのご依頼で、それぞれ「進学・就職活動マナー講座」と

「企業・役場訪問に向けてマナー講座」を開催しました。マナーは知っているだけではなく、で

きるということが大切です。50 分授業の短い中で、高校生に一回でも多く実践することを大

切にし、できるを目指しました。姿勢を正し続けるということをついつい忘れてします時もありまし

たが、どちらの学校の生徒さんも素晴らしく、美しい姿勢でお辞儀、挨拶、声出し等、講座の

終わりごろには意識してできるようになりました。「この学校のこの子は素晴らしい」と、面接や企

業訪問で、目を引くような、おひとりおひとりの輝きが伝わるような面接、企業訪問になりますよ

うに応援しております。 

<写真は島根県立吉賀高等学校の研修の様子です〉 

第 1 回に引き続き、第 2 回中国地域女性ビジネスプランコンテストで、弊社代表宮﨑がワークライフシナジー

表彰審査員を担っております。この賞は日本初の賞で、宮﨑はこの賞の設定から関わらせていただきました。 

今年はどんな素晴らしい女性起業家さんにお会いできるか今からワクワクします。 

 

毎週火曜日は 4 時 30 分に起床し、経営者モーニングセミナー
（6 時～7時）に出席しています。だんだん、日の出時間が早くな
るのが楽しみになっています。日照時間が長いと、気持ちも高まり
新しいことにチャレンジしたくなります。 
起業家スクールを運営させていただきながら、自分自身も、新し 
い事業をイメージしたり、あたためていた思いをカタチにしてみようと
いう意欲が湧いてきています。 
夏の太陽に向かって咲くひまわりのように、この夏、キャリアに花を
咲かせましょう！  
 

スタッフ・パートナー講師の

ひとこと 

●Izumi Ono 

先日、江津市で新たにスタートしたソー
シャル大学「GO つくる大学」に参加し
ました。気持ちを形にする表現学を学び
合い、自分の殻が少し破れた感覚を味わ
いました。都会でなくても、アンテナを
立てれば学びの機会は沢山あることに
気づきます。そして、学びの場を通して
新たな人脈が築けたことは大きな収穫
となりました。 

●Yuka Yamada 

先日、夜に急に顎が外れてしましまし
た。何をしたわけでもないのに...。家に
は誰もおらず、病院に行くとしたら救急
外来！？タクシーを呼んで行く！？で
もしゃべれない！！救急車もしゃべれ
ないからダメだ！！と軽くパニックに
なってしまいました。結局自分で元に戻
すことができたので良かったのですが、
普段何気なくしていることが出来なく
なることの大変さと、当たり前のように
していることが特別なことなんだなと
思い、とても感謝をした経験をしまし
た。 

●Sachiko Iwata 

先日、施設で七夕飾りを作りました。お
一人ずつ短冊に願い事を書いてもらい
ました。何を書こうかと悩まれながら真
剣に書いておられました。多くの方は
「元気に長生きできますように」と書か
れてました。中には俳句を書かれたり、
童謡の歌詞を書かれた方も。その発想
力、私も見習わなくては！そして「いつ
までも美しく楽しく青春✨」とも。そう
ですよね。年齢なんて関係ない。若々し
さを保ち人生楽しむには気持ちが大事
と改めて思いました😄 

●Mari Karino 

急きょ仙台に行く用事があり、関西空港
から仙台まで、格安といわれる航空会社
のチケットを初めて買いました。他社と
は比較にならないほど安いけれど、荷物
を預けるのにお金がかかり、すべてクレ
ジット決済。係員のかたも軽装で、なに
もかも簡易的。しかし目的につきさえす
ればいいのだからと、とても得した気分
で搭乗しました。若者も多く利用してお
り、時代に乗り遅れると損をするのだな
とネットでもなんでも新しいことも学
んだり実践する大切さを感じました。 

●Kiyoko Matsuyama 

子供たちは大学生となり、人生初のアル
バイトを経験させてもらっている。経営
者の方も面倒見がよく、都会なので学生
の扱いに慣れている。帰省した時にお土
産は買って来ないようにと言われてい
るが、赤てんと石見空港はちみつラスク
を持たせた。成長させていただいて、感
謝している。 

クラウドファンディング勉強会・相談会を開催！前回に引き続き募集中！  

 〈主催〉FAAVO 島根〈共催〉株式会社 Woman’s   

 

【申込 QR コード】 

ホスピタリティ研修を開催しました。 

 Hello! 

益 田 東 高 等 学 校 は 宮 﨑 、 吉 賀 高 等 学 校 は 狩 野 が 講 師 を 務 め ま し た 。 

 

「第 2回中国地域女性ビジネスプランコンテスト SOERU」が開催されます！ 

狩 野 が 講 師 を 務 め ま し た 。  

 

浅利観光株式会社様にて、「心を震わせ感動を与えるマナー・接遇

研修」と題し、ホスピタリティ研修を行いました。部署は違えども、同じ会

社でチームワークを意識した挨拶実習や、ご自身の経験を振り返り、

身についているスキルに気づき、それをどう捉え、仕事にどう生かせる

か、また、皆さんのお客様に対する素晴らしい思いを日々の業務でど

のように接遇表現されているか改めて振り返りました。 

 以前も浅利観光株式会社様に、ホスピタリティ研修（おもてなし）のご依頼をいただき研修をさせ

ていただきました。このように定期的に社員研修を実施される会社の考えは従業員の皆さまにも

大切にされているという実感として伝わり、満足間や仕事への意欲へもつながると思います。

実際、ご受講の皆さまはお一人お一人がお客様の為にというホスピタリティが素晴らしく、私も

勉強させていただきました。ありがとうございました。（狩野） 

  Woman’s Favorite♡  「楓ジェラート（浜田市）」 

素晴らしく美しい見本！ 向き合って笑顔を意識し発声練習 

■ワークライフシナジー賞  

株式会社 KAORI LOGO 

代表 森 かおり  氏 

Ci 構成要素に香りの定義「セントアイデンティティ」を加え、 

企業の為の新しいブランド戦略として、 

第 3 のロゴ「KAORI Logo」の制作と活用 

■ワークライフシナジー賞  

Sweet Time 

主宰 石川 さおり  氏 

日本初の「なでしこキャンドル」講座で 

家庭と仕事を両立する女性の支援 

■中国経済産業局長賞（大賞）  

N.K.C ナーシングコアコーポレーション合同会社 

代表 神戸 貴子  氏 

『わたしの看護婦さん』 

～潜在看護師らの力を活用した「遠距離介護」のお手伝い～ 

第 1 回中国地域女性ビジネスプランコンテスト大賞は N.K.C ナーシングコアコーポレーション合同会社 神戸貴子代表。 

受賞後、6 月 17 日放送『そ～だったのかンパニー』に登場しました。また、この度、内閣府主催の平成 30 年度「女性のチャレンジ賞」を

受賞されました。 

募集期間：7 月 17 日（火）～9 月 10 日（月）必着 

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きたいできるもの。 
 

受賞者は、サポーターから多彩なサポートが受けられます。その他、メディア取材による知名度向上、起業マッチング、等の 

効果が期待できます。 

お申し込みは SOERU 公式サイトにて最新情報をご確認ください。 

【SOERU 公式サイト】http://soeru.cnbc.or.jp 
【主催】中国経済産業省、（一社）中国地域ニュービジネス協議会、（一社）中国経済連合会、㈱日本政策投資銀行 

弊社 Facebook 1月 29日掲載より      
【日本で初めての起業家表彰                             

〜ワークライフシナジー賞の審査員をいたしました！】    

第１回中国地域女性ビジネスプランコンテスト SOERU の表彰

式が先週 1 月 25 日木曜日、広島で開催され、日本初の

「ワークライフシナジー賞」の審査員をいたしました。木谷 宏

先生と藤原輝さんとご一緒に、この表彰の定義づけ、審査項

目検討、審査とトータルで関わらせていただくという貴重な機

会をいただきました！最終審査に残られた皆さん、すべての方

が素晴らしかったです。そして受賞されたお二人。表彰式で

は、一段と輝いていらっしゃいました。              

私生活から生まれたアイディアがビジネスにつながり、起業とい

うスタイルで社会とつながり、人生まるごと豊かに生きている方

のご応募がありました。Sweet_Time 代表石川さおりさん、アロマ

クルール（現株式会社 KAORI LOGO）代表森かおりさんが受賞

されました。お二人は、ライフイベントを迎え、目の前の役割を

せいいっぱい全うしようとし、生きることに全力を傾けて、出会っ

た仕事で起業を。自分だけはなく、周りの人にも喜んでもらい

たい、それがやがて社会とつながり、ビジネスに。しなやかで、

軽やか。肩ひじ張らず、ナチュラルに起業へ。ワークライフシナ

ジー効果を醸し出す女性たちがもっともっと増える社会へ！ 

弊社の使命感をさらに感じております。 

【中国経済産業局長賞（大賞）、ワークライフシナジー賞受賞者】 

 


