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平成 30 年度第 1 回津和野町女性会議が開催されました

。
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≪Woman’s １ヶ月の主な動き≫
◆第 2 期津和野町女性会議コーディネーター

期津和野町女性会議

http://www.womans.co.jp

この１ヶ月もたくさんの方にお会いできました

◆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

◆ハラスメント研修
（企業様安全大会にて講演）
◆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

◆ホスピタリティ研修
（島根県民間企業様）
◆公共職業訓練 コミュニケーション研修

～代表コラム 毎日更新中♪～

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

平成 30 年度

vol.9

島根県津和野町は平成 30 年 2 月末現在、人口 7577 人、65 歳以上の高齢化率が４７％
と全国トップレベルの状況にあり、人口減少や過疎化が深刻な状況となっています。そこで
「若い女性が住みたいまちづくり」を基本的視点とし、「若い世代の結婚・出産・子育ての夢を
かなえる」という基本目標の中で、平成 28 年 11 月に「津和野町女性会議」を設置し、津和
野町の課題について取り組んでいます。女性会議委員は、町内在住の 18 歳以上の女性
で構成され、コーディネーターとして弊社代表宮﨑がサポートに入っています。そして、5 月 10
日に第 2 期の津和野町女性会議がスタートしました！
まずはメンバー同士の自己紹介。第 1 期のメンバーも立候補し再任用されたかた 6 名と新
規のメンバー5 名の合計 11 名で構成された第 2 期。東京からの I ターンの方、独身の方、
第 1 期とはまた違った新しい風が吹く予感。その後は、第 1 期の成果を紹介し、町長への質
疑応答の時間を持ちました。町長が丁寧に質問にお答えくださるので、メンバーの皆さまの町
への期待も高まり、それぞれの思いを町長に届け、町長も熱心にお答えくださいました。それを
踏まえ、津和野町の課題をメンバーで出し合いました。
皆さまが普段感じていらっしゃることを言葉にし、共有することで、見えてくる課題。10 年、20 年
後の子どもたちのために、そして津和野町のために。皆さまの熱い思いが見ている私にも伝わ
り、次回の女性会議がとても楽しみです。

しまね起業家スクールを開催します！

講義内容（申込締切：6 月 7 日）

【起業家スクール HP の QP コード】

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

第１回

7/17(火)

マーケティング、経営理念を考える

第２回

7/31(火)

営業・販売戦略を考える

第３回

8/7(火)

ビジネスプラン作成①（ワンシート企画書作成）、中間発表

第４回

8/28(火)

数字を考える、個別相談

第５回

9/4(火)

数字を組み立てる（資金計画）、個別相談

第６回

9/18(火)

ビジネスプラン作成②（ワンシート企画書ブラッシュアップ）、セミナー

第７回

10/2(火)

全員発表

プレゼン編

第１回

10/15(月)

プレゼンテーション手法１

（全 2 回）

第２回

10/22(月)

プレゼンテーション手法２・プレ発表

10/30(火)

ビジネスプラン発表会

マインドアップ編
（全 3 回）

ブラッシュアップ編
（全 7 回）

発表会

最近テレビでもよく報道され、政界やスポーツ界でも問題になっています、ハラスメントについて
弊社代表宮﨑が講演をさせていただきました。ハラスメントの種類は様々ですが、他者に対
する発言・行動が本人の意図には関係なく相手を不快にさせたり、尊厳を傷つける等の行為
を指します。社内のハラスメントは上司から部下だけはなく、部下から上司、同僚間、様々な
「職場内での優位性」が背景となっています。他人の人権に十分配慮して行動できるひとり
ひとりの意識が大切であり、信頼関係の構築についてもワークを交えながらお伝えしました。
ご参加された皆さまも、うなずきながら聞かれ関心
の高さがうかがえました。また質疑応答では、部下
に指示を出すときの伝え方のご質問があり皆さまと
一緒に考えていきました。ハラスメント対策に取り組
むことはひとりひとりの力が生かせる職場づくりに直
結します。
≪講師を狩野麻理が勤めました≫

3 月、4 月で、広島県と島根県の民間企業様、島根県と島根県社会福
祉協議会主催の新入社員研修の講師を務めさせていただきました。マナー
は一度だけで身につくものではないので、意識して実践することもお伝えしまし
た。ご受講いただいた皆さまは本当に素晴らしく、何事も真剣に取り組んでく
ださいました。希望に満ち溢れた社員の方との出会いはとても刺激的で私
自身多くのことを学ばせていただき感謝の気持ちでいっぱいです。（狩野）

代表ひとこと

〈 主 催 〉FAAVO 島 根〈 共 催 〉株 式 会 社 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、
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/

民間企業様の安全大会にてハラスメント研修を開催しました。

各機関、企業様の新入社員研修を開催しました。

ク ラ ウ ド フ ァ ン デ ィン グ 勉 強 会・相 談 会を 開 催 ！

【申込 QR コード】

スタッフ・パートナー講師の
ひとこと
●Izumi Ono

Hello!

母の日に娘がカーネーションをプレゼ
ントしてくれました。一生懸命選んでく
れた花は朱色がかった素敵な色でした。
そして、お手紙も添えて。「お仕事頑張
ってね。いつもお母さんを応援してる
よ。美味しいご飯を作ってくれてありが
とう。」と。この言葉に励まされて、母
は頑張れるのです。人に認めてもらえる
ことは、大人なっても嬉しいものです。
ちょっとした感謝の気持ちを伝え合う
ことで生活に潤いを与える効果は大き
いと感じます。私も言葉にして感謝や思
いを伝えようと、改めて思いました。
●Yuka Yamada

起業家スクールの受講生を募集中！
昨年度、弊社が受託し開催しました、しまね起業家スクール事業。今年度は、しまね起業家スク
ールの実行委員会が立ち上がり、マインドアップ編、ブラッシュアップ編、プレゼン編の 3 部構成と
発表会でスクールが開催されます。そして、西部地区（浜田会場）のマインドアップ編（全 3 回）、
プレゼン編（全 2 回）を代表宮﨑が担当いたします。
すでに起業の皆さまも第 2 創業の学びにご利用いただけます！
詳しくは、しまね起業家スクール HP をご覧ください。 http://entrepreneur-school.org/

Women of the Woman’s

昨年に引き続き、起業家スクールの運営団体として関わらせていただ
くことになりました。
起業して 100 年続く企業にしたいという思いで弊社を設立しました。
まだ創業 5 年目ですが、改めて、一人では何もできないと実感する毎
日です。いただいている事業もスタッフやパートナー講師のおかげで
運営できております。これからも、社内のつながりを大切にし、皆さまに質の高いサービス
を提供してまいりたいと思っております。
力を合わせ、さらなる自己研鑽に励んでまいります。
梅雨の季節に入りましたが、雨の日も晴れの日も素敵な毎日にいたしましょう！

先日数年ぶりに大阪&USJ に行きまし
た。天気に恵まれ、映画も見てしっかり
予習もして行ったのでとても楽しめた
のですが、乗り物酔いはするし、歩きす
ぎて足の裏は腫れるし...とても歳を感
じました。平日に行ったということもあ
り、日本人より外国の方が多いことにも
ビックリしました。日本人を探す方が大
変！私は海外旅行に全く興味がないの
で、わざわざ日本に旅行に来る外国の方
をとても尊敬します。そして堂々と母国
語で話しかけてくるガッツ！素晴らし
いなぁと思いながら、楽しい旅行を満喫
しました。
●Sachiko Iwata
久しぶりに風邪をひきました。昔から子
どもがインフルエンザにかかってもう
つらない健康体だったのに、昨年今年と
春に風邪をひいてしまってます。暖かく
なったり寒くなったりの温度差に体が
ついていかなくなってしまった年齢の
せい？？いやいや、春になり油断をして
しまったからでしょう。何にせよ「健康
が一番！」と痛感しました。元気でない
と楽しいことも何も出来ないし、意欲も
わきません。これからも体調管理には気
をつけて、元気に楽しく毎日を過ごした
いと思います😄
●Mari Karino
大好きな親友が、私のイニシャル「M」
が書いてある素敵なボトル（水筒）をプ
レゼントしてくれました。水を飲む習慣
がなかった私ですが、今ではボトルが嬉
しく、外でも家でも積極的に水を飲んで
います。ちょっとしたきっかけや工夫が
行動につながることを実感しています。
●Kiyoko Matsuyama
先日、庭師の 50 代、20 代の方が 2 人
来られ、庭の手入れをしてもらった。休
憩時間に話を聞くと、27 歳でもう 12
年経つとのことで、社長に任されるよう
になったとのことだった。話をしなが
ら、若い人に学ぶことが多い。必要とさ
れ、人の役に立ち、褒められることは人
間を豊かにする。

