
４．グループ別活動報告 

リーダー塾企画グループ 

【グループメンバー】 

梶川 麻美，佐々木 智子，渡部 千都，福井 晴子，三代 香衣，福島 祐子 

【活動目的・活動概要】 

この先 5年後につながるウィメンズプロジェクトの活動めざして人財（リーダー）を

発掘しつつ，プロジェクトメンバーの可能性を掘り起こすため『学びの場』を設定する。 

具体的に会議の方法，話し方，コミュニケーションの方法等，女性が自信を持って社

会で活躍するために必要な技術の習得をめざしてリーダー塾の企画・運営をする。 

【活動実績】 

☆平成 28年度グループ会議日程等 

第 1回グループ会議：5月 12 日（木）19 時～20時 40 分 

・今年度のグループ活動について ・第 1回リーダー塾について 

第 2回グループ会議：6月 6日（月）18時 40 分～20 時 20 分 

・今年度リーダー塾の各講座のテーマについて 

第 3回グループ会議：7月 9日（土）16時 15 分～17 時 15 分 

・市長との意見交換会について ・第 3回リーダー塾について 

第 4回グループ会議：8月 4日（木）18時 30 分～20 時 

・市長との意見交換会について 

第 5回グループ会議：9月 4日（日）17時～18時 

・第 4回リーダー塾講師宮﨑結花さんと打合せ 

第 6回グループ会議：9月 13 日（火）18 時 30 分～20 時 30 分 

・市長との意見交換会について ・第 3，4回リーダー塾について 

第 7回グループ会議：9月 24 日（土）16 時 30 分～18 時 

・市長との意見交換会について 

第 8回グループ会議：11 月 4 日（金）18 時 30分～ 

・第 4回リーダー塾について 

第 9回グループ会議：1月 10 日（火）18 時 40 分～20 時 30 分 

・第 5，6回リーダー塾について ・女子まつりについて 

第 10 回第グループ会議：3月 14 日（火）18時 30 分～20 時 30 分 

・今年度の振り返りミーティング 

☆各リーダー塾 講座タイトル・講師名 

第 1回リーダー塾  

「男女共同参画、それはウーマンパワーを活かすための必須課題」宇都宮 真理 

第 2回リーダー塾「ＷＰ式 会議の技法」  三代 香衣 

第 3回リーダー塾「ＷＰ式 聴き方の秘訣」 佐々木 智子 

「ＷＰ式 話し方の秘訣～声を磨いてキラキラ女子に～」河野 美知 
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第 4回リーダー塾 

「ＷＰ式 キャリアの極意～究極のワーク・ライフ・バランスとは～」宮﨑 結花  

第 5 回リーダー塾「ＷＰ式 人生を楽しむマネープラン」 梶川 麻美 

第 6回リーダー塾・女子まつり 

「納得！コミュニケーション～地域と私を動かすチカラ～」金築 理恵  

【最後に☆今年度リーダー塾企画グループの思い】 

こんにちは！リーダー塾企画グループです。 

松江市 21 世紀ウィメンズプロジェクトの立ち上げか

ら 5年，私たちは今年度から新しく始動したグルー

プのひとつです。毎年，次年度はどんな“ねらい”

を持ってプロジェクトの活動を継続させるのか，メ

ンバーは頭を悩ませるのですが，そんな時にでたの

が・・・ 

「やっぱり初心に戻ってリーダー塾に力を入れたいね。」 

「それなら今年度からは，メンバーで学びたいことを企画して講師も探しちゃおう！」 

という頼もしい言葉でした。 

リーダー塾企画グループメンバーは、1年目から 5年目までのメンバー6名プラス事

務局のまりちゃんにもお手伝いしてもらって，みんながワクワクできる『学びの場』を

設定しました。 

具体的には，7月・9月・11 月・1月に開催される全 4回のリーダー塾の企画運営を

担当します。リーダー塾の内容は，会議の技法・話し方や聴き方講座・女性のキャリア

について etc. 本当にやりたいことがたくさんあって，テーマを絞るのが大変です。そ

れでも，1年を通してプロジェクトメンバー全員に学んで欲しい内容を計画的に決定し

ていく作業は，非常にやりがいがあります。みんなとアイディアを出しあって，ひとつ

ひとつのリーダー塾を創造していく時間は本当に充実していて楽しいです。 

7 月に開催されたリーダー塾では，グループのグランドルール（話し合いにおける約

束事）を決めましたが，笑顔で良い雰囲気を維持する

ためには上下関係がなくメンバーそれぞれが対等であ

ることが大切だという意見がありました。そして，合

言葉は 『いいね，それ！』 

笑顔で言われたら，なんでも実現できそうな気持ちに

なります！！ 

多様な価値観で話し合うメリットを最大限に活かす

ために，良好な人間関係を築くことはとても重要な要素です。 

さて。リーダー塾企画グループの今後についてですが― 

この先 5年後につながる人財（リーダー）の発掘を目標に，このプロジェクトに参加し

ているメンバーそれぞれの可能性を掘り起こしつつ，松江市 21 世ウィメンズプロジェ

クトの活動の場を拡げていきたいと思います。 松江市から日本、そして世界へ☆☆☆ 
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【メンバー】 

中澤ゆかり 河野美知 ターシー洋子

石原莉子 

（１） 活動の目的 

松江 21 世紀ウィメンズプロジェクトの

営を行うグループです。 

ホームページを通じて、松江の素敵なヒト・モノ・コトをたくさんの方に伝える活動をし

ています。 

（２） 活動概要 

【主な活動内容】 

・ホームページ「松江☆暮らしパーフェクトナビ」の運営

・松江の素敵ないキラキラ女子、すくすくレポートの

（３） 活動実績 

  松江のキラキラ女子 

2016.08.19 第 18 回 （担当：石原莉子）

「自分磨きのスタートは人とのつながり」小山香織さん×ネイルアフルール

2016.10.28 第 19 回 （担当：ターシー洋子）

「すきなものを自由きままに」曽田千裕さん×

2017.02.25 第 20 回 （担当：ターシー洋子）

「真心を込めて作る世界でひとつの大切なもの」山崎美絵さん×

情報発信グループ 

ターシー洋子 人見由佳 森脇香奈江 原 奈々恵 高橋直子

世紀ウィメンズプロジェクトの Web サイト「松江☆暮らしパーフェクトナビ」の運

ホームページを通じて、松江の素敵なヒト・モノ・コトをたくさんの方に伝える活動をし

・ホームページ「松江☆暮らしパーフェクトナビ」の運営

・松江の素敵ないキラキラ女子、すくすくレポートの取材と記事の作成

（担当：石原莉子）

「自分磨きのスタートは人とのつながり」小山香織さん×ネイルアフルール

（担当：ターシー洋子）

「すきなものを自由きままに」曽田千裕さん×COCHICA 

（担当：ターシー洋子）

「真心を込めて作る世界でひとつの大切なもの」山崎美絵さん×warmie． 

高橋直子

サイト「松江☆暮らしパーフェクトナビ」の運

ホームページを通じて、松江の素敵なヒト・モノ・コトをたくさんの方に伝える活動をし

取材と記事の作成
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  すくすくレポート 

2016.07.20 vol．6 （担当：人見由佳）

「いっしょに子育て研究所」 

2016.09.05  vol．7 （担当：人見由佳）

「島根県立美術館 かぞくの時間」

2016.12.16  vol．8 （担当：人見由佳）

「こどもと、松江市立図書館」

2017.02.10  vol．9 （担当：人見由佳）

「津田公民館の図書室＊図書まつり」

【まとめ】 

松江に住むキラキラ輝く女性を取材し、話をきくことはとても刺激になりました。

性リーダーの育成を掲げています。このようなモデルに会えることで、学べることが沢山

ありました。 

そして、すくすくレポートでは、子供を持つ女性にも必要な情報を発信してきました。

内でも子供を持つメンバーが沢山います。子供を持っていても、輝きながら活躍できる

で今後もあり続けていきたいと思っています。

（担当：人見由佳）

（担当：人見由佳）

かぞくの時間」

（担当：人見由佳）

（担当：人見由佳）

「津田公民館の図書室＊図書まつり」

松江に住むキラキラ輝く女性を取材し、話をきくことはとても刺激になりました。

性リーダーの育成を掲げています。このようなモデルに会えることで、学べることが沢山

そして、すくすくレポートでは、子供を持つ女性にも必要な情報を発信してきました。

内でも子供を持つメンバーが沢山います。子供を持っていても、輝きながら活躍できる

で今後もあり続けていきたいと思っています。

松江に住むキラキラ輝く女性を取材し、話をきくことはとても刺激になりました。WP も女

性リーダーの育成を掲げています。このようなモデルに会えることで、学べることが沢山

そして、すくすくレポートでは、子供を持つ女性にも必要な情報を発信してきました。WP

内でも子供を持つメンバーが沢山います。子供を持っていても、輝きながら活躍できる WP
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地域活性化グループ 

【メンバー】 

尼ケ崎あゆみ、香川優子、金山由衣、品川はるか、仙田真弓、高木麻友美、千原美咲、 

長岡彩乃、野々村順子、朴智慧、福本範子 

【活動目的・概要】 

「地域活性化のために必要な活動は何か？」をメンバー自らが考え、企画・実践。今

年度は、「地域活性化のためには、まずは自分たちが楽しんでできる活動が必要」と

いうことで「まちあるき」と「美活」を活動の柱に企画・実践しました。 

【活動実績】 

まちあるき

 ○「浴衣 deまちあるき２０１６」 7 月 10 日 

  堀川小町～塩見縄手～興雲閣・松江城～堀川遊覧船～「雲悠茶房」・「Little Court 

Coffee」・「日本茶 Caf  Scarab 別邸」～カラコロ工房・ピンクのポスト 

 ○「島大生に人気のあるお店めぐり IN学園まちあるき」 10 月 23 日 

  島根大学～「浜ちゃん食堂」・「はちだい丸」～「Patisserie Galette」他 
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美活

 ○「美肌女子会『スキンケア』編」

○「秋野菜でクッキング『カラダの中からキレイ提案』編」

○「美肌女子会『ポイントメイク』編」

【まとめ】 

メンバーのほとんど全員が新規メンバーということで、まず「何をやるか？」という

ことからのスタートでした。右も左も分からず、やりたいことを実践に移すことが難し

く、幻となった企画もありましたが、その分実践に移せた

となりました。 

 あっという間の 1 年でしたが、この「楽しい」が地域活性化に結びつけられるよう、

次年度は、メンバー内だけでなく、外に向けても企画・実践していけたらと思います。

「美肌女子会『スキンケア』編」8月 6日 IN 日本メナード化粧品㈱松江ブランチ

「秋野菜でクッキング『カラダの中からキレイ提案』編」11 月 26 IN 国際交流会館

「美肌女子会『ポイントメイク』編」1月 14 日 IN 日本メナード化粧品㈱松江ブランチ

メンバーのほとんど全員が新規メンバーということで、まず「何をやるか？」という

ことからのスタートでした。右も左も分からず、やりたいことを実践に移すことが難し

く、幻となった企画もありましたが、その分実践に移せたものはどれも「楽しい」企画

年でしたが、この「楽しい」が地域活性化に結びつけられるよう、

次年度は、メンバー内だけでなく、外に向けても企画・実践していけたらと思います。

松江ブランチ

国際交流会館

日本メナード化粧品㈱松江ブランチ

メンバーのほとんど全員が新規メンバーということで、まず「何をやるか？」という

ことからのスタートでした。右も左も分からず、やりたいことを実践に移すことが難し

「楽しい」企画

年でしたが、この「楽しい」が地域活性化に結びつけられるよう、

次年度は、メンバー内だけでなく、外に向けても企画・実践していけたらと思います。
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