
３ 平成２８年度活動報告  
活動概要 

今年度は、プロジェクト会議『リーダー塾』を奇数月、役員会を偶数月に定期

的に開催し、並行して各グループでの活動（P.27～P32）や八頭町との交流や地

方自治体女性職員交流研修会における事例発表などの活動を行いました。 

※「プロジェクト会議」…全体活動の提案・協議やグループの進捗確認等メン

バーの方法交換を行う会議 

※「リーダー塾」…各回異なるテーマのセミナー形式の学びの場 

【プロジェクト会議「リーダー塾」】（P.8～P.16） 

○第 1回 5 月 28 日（土）13:00～16:00  

○第 2回 7 月 9 日（土）13:00～16:00 

○第 3回 9 月 24 日（土）13:00～16:00 

○第 4回 11 月 12 日（土）13:00～16:00 ※オープン講座 

○第 5回 1 月 28 日（土）13:00～16:00 

○第 6回 2 月 25 日（土）13:15～14:00 ※オープン講座 

【役員会】 

○第 1回 6 月 13 日（月）18:30～20:30 

○第 2回 8 月 24 日（水）18:30～20:30 

○第 3回 10 月 21 日（金）18:30～20:30 

○第 4回 12 月 6 日（火）18:30～20:30 

○第 5回 1 月 28 日（土）17:00～18:00 

○第 6回 2 月 17 日（金）18:30～20:30 
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【その他】 

○6月 25 日（土）10:15

   八頭町視察受入 

○8月 5日（金）12:30～

   事例発表 in 地方自治体女性職員交流研修会

○8月 20 日（土）17:30

ウィメンズプロジェクト

○11 月 21 日（月）18:30

  市長との意見交換会 

○11 月 27 日（日）12:00

女子会＠やずとの交流会（女子会＠やず設立会）

○12 月 11 日（日） 11:00

 クリスマス会 

○2月 25 日（土）13:00

体験型活動報告会「まつえ

○3月 6日（月）16:00～

  市長への活動報告 

10:15～14:50（P.25） 

～14:00（P.23～P24） 

地方自治体女性職員交流研修会

17:30～20:00 

ウィメンズプロジェクト OG 会×女子コネ  

18:30～20:30（P.26） 

12:00～13:30（P.25） 

女子会＠やずとの交流会（女子会＠やず設立会）

11:00～13:00  

13:00～16:00（P.17～P22）※OP 企画 

体験型活動報告会「まつえ女子祭り」 

～16:50 
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プロジェクト会議「リーダー塾」 

メンバーの情報交換やグループの進捗、全体活動の提案・協議等を行う『プロ

ジェクト会議』と、スキルアップ等の学びの場としての『リーダー塾』を開催。 

今年度はメンバーが企画から講師選定まで実践し、5回中 3回の講師もメンバー

が担当しました。詳細は、各回報告書のとおり（P.9～P.16） 

第 1 回 平成 28 年 5 月 28 日（土）13:00～16:00 

 ・オリエンテーション 

 ・しゃべり場・ぶっちゃけトーク 

テーマ：「WP に入ったきっかけ、WP でやってみたいこと」 

 ・リーダー塾 

テーマ：「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」  

講師：宇都宮 真理さん（事務局）  

第 2 回 平成 28 年 7 月 9 日（土）13:00～16:00 

 ・リーダー塾 

テーマ：「WP 式 会議の技法」 

  講師：三代 香衣さん（メンバー） 

第 3回 平成 28 年 9 月 24 日（土）13:00～16:00 

・リーダー塾  

テーマ：「WP 式 聴き方・話し方のコツ」 

講師：産業カウンセラー 佐々木 智子さん（メンバー） 

講師：フリーアナウンサー 河野 美知さん（メンバー） 

第 4回 平成 28 年 11 月 12 日（土）13:00～16:00 ※オープン講座 

 ・リーダー塾 

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

講師：株式会社 Woman’s 代表取締役 宮﨑 結花さん  

第 5 回 平成 28 年 1 月 28 日（土）13:00～16:00 

 ・リーダー塾 

テーマ「WP 式 人生を楽しむマネープラン」 

講師：ファイナンシャルプランナー梶川 麻美さん（メンバー） 
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第１回リーダー塾 報告書 

タイトル 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 

講  師 宇都宮 真理 さん （松江市男女共同参画センター） 

日  時 平成 28 年 5 月 28 日(土) 15：00～15：30 

場  所 市民活動センター 201・202 

内  容

今年度第１回目のリーダー塾は、「男女共同参画」について、あらためて考えてみよう、

という講座となりました。講師は、いつもＷＰの活動でお世話になっている松江市男女共

同参画センターの宇都宮さんです。 

｢男女共同参画社会｣・・・ニュースなどで

よく聞きますが、普段の生活ではあまり意識

していないかもしれません。ただ、世界の中

での日本の位置について「国連開発計画」に

よるデータを提示いただくと、まさに目から

ウロコ。経済的・文化的に恵まれた国である一

方で、ジェンダーギャップ指数（ＧＧＩ）とい

う指標からは、女性の活躍度（女性衆議院議員

の割合、生涯賃金等）において、まだまだ世界

に比べ、男女間の格差が大きい国であるという

ことに気づかされました。 

一方で、女性が生み出したヒット商品の事例もたくさん紹介していただきました。日本

でも社会で活躍する女性、輝く女性はたくさんいます。男性・女性に関わらず、1 人ひと

りがどうやったら輝けるのか、そんな社会の実現に向けて、私たちに何ができるだろう・・・

と改めて考えるきっかけとなりました。 

講座のあとは、ＷＰメンバー三代さんの進行による「しゃべり場・ぶっちゃけトーク」。

「ＷＰに入ったきっかけ、ＷＰでやってみたいこと」についてグループトークをしました。

初対面のメンバ

ーも多かったの

ですが、｢松江が

好き！｣という思

いは同じ。すぐに

打ち解け、笑顔い

っぱいのトーク

でとても盛り上がりました。みんながイキイキと輝けるまち「松江」に向け、ＷＰでどん

なことができるだろう、とワクワクする時間となりました。

アンケートより なし 

報告者 福井 晴子 
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第 2回リーダー塾 報告書 

タイトル ＷＰ式 会議の技法 

講  師 三代 香衣 

日  時 平成 28 年 7 月 9 日(土) 13：00～15：00 

場  所 市民活動センター 501・502 

内  容

 ウィメンズプロジェクトにおいて欠かせない“会議”をテーマとし、円滑に、かつ納得

感のある会議の進め方をレクチャーさせていただきました。 

 講座のプログラムは以下の通りです。 

  １．オープニング 

   ①なぜ、会議の技法を学ぶの？ 

   ②ファシリテーションとは？ 

  ２．アイスブレイク（バースデーライン） 

  ３．会議の場づくり 

  ４．議事録の書き方・ホワイトボードの使い方 

  ５．円グラフアジェンダ 

  ６．会議開始時の場づくり 

  ７．ブレスト「最悪のチーム」 

  ８．グループワーク「チームのグランドルールを決めよう」 

  ９．クロージング 

 グループごとに作成したグランドルールは以下の通りです。 

 【地域活性化グループ】 

  ・みんなが対等に積極的に意見を出し合うために、相手を尊重しよう 

  ・時間を大切にメリハリをつけよう 

  ・会議の目的をはっきりさせ内容を全員で共有しよう 

  ・わくわく楽しい雰囲気をつくりましょう 

  ・みんなのために自分にできることをしよう 

 【リーダー塾グループ】 

  ・「いいね、それ！」を笑顔で言おう 

  ・笑顔で良い雰囲気 

  ・対等！上下関係なし 

  ・協力して助け合おう 

  ・レクリエーション GoGo！ 

【情報発信グループ】 

  ・みんなに感謝しましょう 
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  ・新しいことにチャレンジしましょう 

  ・自ら笑顔で楽しみましょう 

 私自身、このような講座の講師を務めることは初めてで不安もありましたが、アンケー

トでは、「職場で活用したい」、「グループのグランドルールを決めることができ、連帯感が

高まった」という声を多くいただき、本当に嬉しかったです。自信につながりました。一

方で、グランドルールを会議の度にグループで確認するなどして、もっと積極的に活用す

べきだったと感じました。 

アンケートより  

報告者 三代 香衣 

11



第３回リーダー塾 報告書 

タイトル ＷＰ式 聴き方・話し方の秘訣  

講  師 前半：佐々木 智子さん （産業カウンセラー） 

後半：河野 美知 さん （フリーアナウンサー） 

日  時 平成 28 年 9 月 24 日(土) 13：10～15：10 

場  所 市民活動センター 201・202 

内  容 

第３回リーダー塾は「ＷＰ式 聴き方・話し方の秘訣」

を学ぶために，お二人の講師に講座をお願いしました。 

先ずは，佐々木さんの「聴き方の秘訣」から伺いまし

た。 

【聴き方の秘訣】 

「きく」には「聞く，聴く，訊く」のように３つの意

味があり，また「きく」時の「姿勢」がとても重要だと 

言われました。特に『傾聴』とは， 

① 「受容」→  相手をそのまま受け入れること 

② 「共感」→  話し手の主観的な見方・感じ方・考え方を同じように感じること 

③ 「自己一致」→相手をとおして自分の内面に気づくこと 

この３つの要素でできており，お互いに良い関係を築くためにも相手に寄り添って話を

「きく」努力が必要であることを学びました。 

 後半のワークでは，ペアを組んで相手の話を“無視する”というワークをしました。

相手に目を合わせないようにする，頷かないようにする等，否定的な態度をとることで，

お互いにとても苦痛な時間を過ごしました。普段見過ごしがちな「きく」という行為です

が，お互いに「ちゃんときいてるよ」と言葉や態度で伝えることは，良好な人間関係を築

くうえでとても重要であることを実感できました。 

 「話をきき，信用・信頼することで人は自己成長できる―」佐々木さんの落ち着いた声

のトーンが印象に残っています。 

聞き上手は話し上手！という言葉があるように，相手の言葉をしっかり受けとめて話す

ことが重要ですね。                   

さて。後半は河野さんの「話し方の秘訣～声を磨

いてキラキラ女子に～」を伺いました。 

【話し方の秘訣】 

きれいな魅力的な声にして，自分の魅力をアップし

ていこう！そのためには・・・ 

☆ポイント１☆ 身体を鍛える 

（身体の調子を整える） 
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話す行為はスポーツと同じということで，ボイストレーニングをして笑顔を作る筋肉と

腹筋を鍛えました。笑顔の筋肉を鍛えよう！とはなかなか思いつきませんが，河野さんに

指摘されて口の周りの筋肉や舌の筋肉を意識しました。欧米人にとっての笑顔は相手を安

心させるためのものですが，私たちも表情筋を鍛えてとっておきの「笑顔」を身に着けた

ら，第一印象もアップ間違いなしですね！ 

☆ポイント２☆ メンタルを鍛える（心の調子を整える） 

考え方（思考）を変えて周りを HAPPY にさせよう！ 

 楽しむ・感謝する・愛する・・・そういった思考に持っていくことが大切！！ 

つまり，言葉とは思考が表に出たものであり，最終的に思考は結果につながるので未来

を選択していることと同じことです。起きてしまった出来事は変えられないけれど，自分

の考え方はいかようにも変えられる，そしてより良い未来を自分で選択できるという河野

さんの言葉がとても力強くて，いつまでも心に響いています。 

【まとめ】 

「聴き方・話し方の秘訣」をギュッと凝縮して伺い，

参加者それぞれが人との関係をより豊かなものにする

ための具体的なヒントを掴むことができた講座でし

た。参加者からは「聴き方も話し方も日常的に使う重

要なスキルなので，改めて勉強できて良かったです」

という感想がありました。掴んだヒントを，ぜひ日々

の生活で実践してほしいと思います。 

アンケートより 

（感想） 

・「きく」ということを家族に先ず実践したい。 

・家族の話を聞けていなかったので，きちんと聞こうと思う。 

・聴くのが苦手なので、積極的傾聴に心がけたい 

・声の出し方のアドバイスを聞いて(こもる人は歯をあけて話してい 

ないなど)実践したい。 

・日常的に使う重要なスキルなので，改めて勉強できて良かった。 

・話すことも聴くことも，ちょっとしたコツで楽になったり相手を

HAPPY にさせたりすることがわかった。 

・WP 内に素晴らしい経験・スキルを持った方がおられ，その方が講師

になっていること自体が素晴らしいと思う。 

・とても楽しい時間で，また１つ素敵な女性に近付けた気がする。 

ありがとうございました。 

報告者 福島 祐子 
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第４回リーダー塾 報告書 

タイトル ＷＰ式キャリアの極意～究極のワーク・ライフ・バランスとは～ 

講  師 宮﨑 結花 さん （株式会社 Woman’s代表取締役） 

日  時 平成 28 年 11 月 12 日(土) 14：00～16：00 

場  所 市民活動センター 201・202 

内  容    《オープン講座》

・女性活躍推進について

（女性活躍推進法、しまね女性の活躍応援企業の紹介等） 

・ワーク・ライフバランスとは

仕事と家庭や私生活の相乗効果により、双方がより充実 

したものになるという考え方。 

→時間の余裕はもちろん、心の余裕ができる。 

・キャリアの考え方の変化

ただ環境に左右されて変化していくだけでは自分を見失 

なってしまう＝仕事に追われながらも成長していく。 

環境のせいにして諦めてしまうことは多いが、具体的な 

動きがあれば、具体的な答えがでる。 

よりよく生きたいと思った瞬間から、夢は目標に変わり、 

行動が変わる！ 

・自己効力感を高める要素（→自己効力感を高めて、モチベーションを上げる！） 

(1)個人的達成（経験値を積むことで得る自信）(2)代理学習（あの人にできるなら、 

                 わたしにもできるだろうという自信） 

                 (3)社会的説得（プラスの言葉による自信） 

                 (4)情緒的覚醒（不安を感じない心情を持つ） 

・ダイバーシティ（多様性）の必要性 

                 一人ひとりが持つ様々な違いを受け入れ、多様性を 

活かすことで組織の力を高めていくことが大切。 

                 ・経営効果の類型化 

業務効率化、顧客満足度の向上、職場内の効果等 

アンケートより 

（学んだ内容を具

体的にどのような

場面で実践したい

と思いますか？と

いう問いに対し

て） 

・最も身近な協力者である夫へのモチベーションアップの為に。 

・将来再就職を考える際に、また人生全体を考えていく際に。 

・職場で楽しめない仲間に、どうしたら自分がいい影響を作れるのか

勉強したい。 

・部下、後輩へ自分の考え方を伝え、成長を促したい場面、日々のマ

ネージメントで活用したい。 

・反省ではなく、内省。内省を毎日やってみる。 

報告者 渡部 千都 
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第５回リーダー塾 報告書 

タイトル ＷＰ式 人生を楽しむマネープラン 

講  師 梶川 麻美 さん （ＷＰメンバー） 

日  時 平成 29 年 1 月 28 日(土) 14：00～15：30 

場  所 市民活動センター 201・202 

内  容

アンケートより 【学んだ内容を実践（活用）したいと思いますか？】 

強くそう思う 11 人  まあそう思う 2人  ふつう 0人 

   あまりそう思わない 0人  全く思わない 0 人 

【ご意見・ご感想等】 

  ・お金について、ちゃんと考えたいと思っているのですが、普段は慌ただ

しくて、つい後回しにしてしまう。今日は、具体的な数字もあり、真剣

に集中して家計について考えられた。また、勉強したいと思った。 

  ・お金について日々見ない生活をしていたので、しっかりと向き合おうと

思いました。ありがとうございます。 

報告者 梶川 麻美 

講座の中では、架空の家族のお金の使い道を

記した家計のプロフィールを用いて、将来を見

通しながら家計管理をしていくことの必要性

や、楽しみに使うお金を削減する前にできる家

計の見直し方法を紹介しました。また、グルー

プワークでは、お金に対する考え方や価値観の

違いを知ってもらうクイズを出題し、お金の話

を通したコミュニケーションも図れました。 

一度きりの人生を楽しむためにも、これから

やってみたいことなどを盛り込んだ将来の計画

を立てて、今後のマネープランに役立てていく

ことは大切です。まずは、できることから始め

てみる！今後のお金の使い方の参考にしてもら

えたら嬉しいです。 

第５回のリーダー塾では、人生を楽しむマネープランについて、グループワークを交

えながら、お金に良い習慣を身につけるために必要な家計管理のポイントとライフプラ

ンの活用方法について講義をしました。 

ウォーミングアップでは、この３年間のお金の使い方で「良かったお金の使い方」と

「良くなかったお金の使い方」についてグループで話し合い、これまでのお金の使い方

を振り返るところから始まりました。
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第６回リーダー塾 報告書 

タイトル 納得！コミュニケーション～地域と私を動かすチカラ～ 

講  師 金築 理惠さん（有限会社 Will さんいん 代表取締役） 

日  時 平成 29 年 2 月 25 日(土)  13：15～14：00 

場  所 市民活動センター 201・202 

内  容（オープン講座）

・コミュニケーションとは？！ 

人と人とがつながる最初のきっかけ 

「笑顔」＋「あいさつ」＋「キドニタチカケセシ衣食住」 

なぜコミュニケーション能力が求められるのか？ 

→人と人との関わりが少なくなっているがゆえに、 

今求められているのではないか。 

効果的なコミュニケーションは、「言語」と「非言語」の組み合わせで出来ている。 

併せて、「訊く」＝「尋ねるチカラ」も同時に求められている。

・大切な第一印象 

第一印象は「心のシャッターを開いてくれる」 

開いてくれる「３つの要素」は、「視覚」・「聴覚」・「言語」と 

きく姿勢

・コミュニケーションのポイント 

「きき上手」「伝え上手」になろう！ 

「あいづち」は相手の心を開くチカラ

・相手の変化に気づく～気付き力（疑問意識）を高めよう 

人の心の変化は身体にあらわれる、「静」と「動」の気付き力を身に付けよう 

小さな変化や些細なことに気付くチカラは、大きな流れを引き寄せるチカラになる

・プラスの言葉をたくさん使おう 

言葉の魔法をたくさん使うことによって、プラスの言葉に囲まれた暮らしは、皆を HAPPY

にしてくれる 

最近は「褒められなれていない人（特に若い人）」が多く、プラスの言葉を使っていない 

・私たちのチカラで地域が動く！ 

一人のチカラで出来ている事の裏側には、たくさんの人のチカラが重なりあって出来てい

る事を理解する 仲間がいる人はパワーアップできる！ 

自己実現・目標達成のために「GROW モデル」を一人一人が持つことも必要 

GROW→「GOAL（目標の明確化）REALITY（現状把握）RESOURCE（資源の発見） 

OPTION（選択肢の想像）WILL（目標達成の意志））」

アンケートより コミュニケーション講座、とても楽しかったです。 

もっと聞きたくなりました。 

報告者 佐々木 智子 
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活動報告会【まつえ女子（による）祭り】 

日時｜平成 29 年 2 月 25 日（土）13:00～16:00 

場所｜松江市市民活動センター201・202 研修室 

目的｜松江市21世紀ウィメンズプロジェクト活動を参加者に体験していただき、

平成 28 年度の活動を報告する会 

内容｜◎WP 活動紹介（副代表：ターシー洋子さん＆福井晴子さん） 

    WP の活動について、プロジェクターを使って参加者全員に楽しく報告

してくれました。 

◎リーダー塾企画グループ 

☆リーダー塾体験 

タイトル：「納得！コミュニケーション～地域と私を動かすチカラ～」 

講師： 金築 理惠さん（有限会社 Will さんいん 代表取締役） 

人と人とがつながるきっかけになるコミュニケーションって、どんな

風に取っていけばいいのか？やその他ポイント、自分だけでなく相手

はどう思っているのかを気付く力など、普段の何気ないことが本当は

大事なんだと気付く講義でした。 

最後は何と言っても、「私たちのチカラで地域が輝くんだ！」というこ

とを認識しました。 

◎地域活性化グループ 

☆活動報告（まちあるき・美活） 

☆プチメイクアップ体験「ポイントメイク」（講師：香川優子さん） 

参加者の方にモデルをお願いし、素敵に変身。 

美活に取り組んだメンバーもセルフメイクを披露しました。 

◎情報発信グループ 

☆地域おこし協力隊と対談 

ゲスト：近藤朝子さん、豊田美智子さん、森脇香奈江さん 

MC：河野美知さん 

UI ターンで松江に来られた地域おこし協力隊の皆さんから、松江の魅
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力、松江への思い、現在の取組など語っていたただきました。また、

玉造に 3月 22 日オープンした「八百万マーケット」についてご紹介い

ただきました。 

☆松江の情報検索方法～これであなたも松江の情報通かも～ 

発表者：人見由佳さん 

自身の体験などを交えながら、日常的なお役立ち情報、おでかけ情報

や子育てに関するお役立ち情報を紹介していただきました。 

☆グループディスカッションという名のカフェ 

COCHICA さんの美味しいお菓子をいただきながら、4テーブルでニコニ

コ交流会。参加者・メンバーからの告知タイムもあり、さらに交流が

深まりました。 

告知タイム：株式会社笑いと幸せ研究所、武者行列、 

鳥取県八頭町、ゆる女子会 

◎活動展示 

    各グループがそれぞれ今年度の活動を紹介するパネルを展示しました。 

参加者数｜22 名（地域おこし協力隊 3名除く） 

ＷＰメンバー｜18 名 
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「まつえ女子祭り」アンケート結果 

  回答者 22 名 

（メンバー含む。但し無記名の方多数、かつ未回収もあるためメンバーと 

一般参加者の内訳は不明） 

１） まつえ女子祭りに参加されていかがでしたか？ 

＜内容について＞ 

 満足 12 名 やや満足 4 どちらともいえない 1 やや不満 0 不満０ 

＜時間について＞ 

 満足 13 名 やや満足 6 どちらともいえない０ やや不満 2 不満０ 

<自由記載> 

・あまりゆっくりできませんでしたが楽しかったです。 

・コミュニケーション講座、とても楽しかったです。もっと聞きたくな

りました。 

・休憩時間やすきまに BGM を流すともっとわくわくするのかな？と思い

ました。時間のめりはりもでるので次回は是非！！（笑） 

・タイトになった。調整がきかなかった。 

・女子のパワーを感じました。 

・リハーサルはしないとしても、もう少し時間配分を考えた方がよかっ

たかもしれません。 

・頑張っている人がたくさんおられると思いました。 

・3時間は長いような気もしたけど、内容盛りだくさんで楽しめた 3時間

でした！休憩時間がもっとしっかり取れたら、ゆっくりお茶も飲めて

よかったです。（押してしまったので仕方ないのですが…。） 

・初めての参加でしたが、とても楽しかったです。もっと一般の方の参

加が多いといいなと感じました。 

・WP がどんな活動で松江市を盛り上げようとしているのかがよく分かり

ました。女子力を高める素敵な場だと思いました。八百万マーケット

のオープンのプロジェクトはとてもすごいことだと思います。 

・メイクアップの時間から参加させていただきました。子どもを産んで

からデパートのメイクボックスに入ることもなくなり、メイクの仕方

も忘れかけていたので聞けて良かったです。松江のイベント情報の検
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索方法も分かっているようで知らないこともあって勉強になりました。

とっても楽しかったです。おいしいケーキごちそうさまでした。 

・色んな方とお話しができて有意義な時間でした。ありがとうございま

す。 

・あっという間でした。昨年、前任が参加させてもらい、「よかった～」

と言っていたのに心から納得です。１つ１つの活動を丁寧にされてい

る事に感銘しました。 

２） 松江市 21 世紀ウィメンズプロジェクト（以下、ＷＰ）についてどう思い

ますか？ 

必要だと思う 22 名 どちらともいえない 0 必要ないと思う 0 

<具体的に> 

・女性が元気に活動できることは必要だと思います。 

・基盤がしっかりした（人財育成事業というねらい）プロジェクトがあ

るからこそ、これからプロジェクトをたちあげる人たちのロールモデ

ルになれる。やっぱり見本があるとアクションをおこしやすいと思っ

た。チャレンジャーはできることから、まねをする。経験者はさらな

る学びを得るため、謙虚な姿勢であらゆることを吸収し発信し続けた

い。 

・女性の視点での地域活性化が必要。 

・女性ならではの視点がいいと思いました。 

・女性が発信される情報を上手に活かせるいい場所だと思う。 

・明るくて、松江にいる女性でこんなに頑張っている人がいる、という

ことをもっと伝えていけたらいいなあと思う。 

・活躍したいけどどういうふうに？どこで？という人にとって必要な場

だと思います。 

・女性の積極的な地域活動は必要であると考えます。 

・1歩を踏み出す場として必要。But、この先どうつながっていくのかが

明確になるといいです。 

・女性ならではの発想での地域活性化は必要な事だと思う。 

・私も、松江市出身でもないので、松江に関する情報があるとありがた

いです。これからもどんどん盛り上がってほしいです。 

・1人ひとりがそれぞれの良さを活かしてキラキラされていてすごい！！

と思いました。 
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３） ＷＰの活動に参加したいと思いますか？ 

したい 7名 どちらともいえない 6 したくない０ 無回答９ 

※「したい」のうち参加申込者は 3名 

４） ＷＰへのご意見、応援等メッセージをお願いします 

・いつも応援しています。 

・最後まで参加できなかったのが残念でしたが、女子祭り楽しかった 

です。 

・来年もがんばります。 

・女性のパワーは松江にすごく必要だと思いますので、この活動を是非

続けていってください。 

・今年 1年間参加させていただいて、私自身の新しい発見もあり、とて

も楽しい一年間だったと思います。 

・松江市民でも活動を知らない人が多いと思うので、もっと認知度を広

めて頑張っている姿を見てほしいです。 

・とてもいい活動をされているなと思いました。頑張ってください。 

・前向きな女性のパワーに元気をいただいています。 

・皆さんとても輝いていました。興味があるのでぜひ参加したいと思い

ます。 

・八頭もやるわよ～♪と思いました。キラキラ女子、素敵女子を松江で

も八頭でも増やしましょう。 
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による

まつえ女 子 祭 り の様子

松江市 21世紀ウィメンズプロジェクト<体験型活動報告会>

ターシー＆福井による

WP紹介
リーダー塾体験

「納得！コミュニケーション

～地域と私を動かすチカラ～」

講師：金築理惠さん

プチメイクアップ体験「ポイントメイク」

リーダー塾体験の様子

地域おこし協力隊と対談

松江の情報検索方法 

～これであなたも松江の情報通かも～ 

COCHICAさんの
美味しいタルト

リーダー塾体験の様子

忘れないようにカメラでパシャリ！！
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事例発表 in

日にち：平成 28 年 8 月 4 日、

場所：日本経営協会 NOMA ホール

主催：一般社団法人 日本経営協会

参加者：メンバー（福本範子

発表テーマ：女性
わたしたち

がキラリと

～松江市21世紀ウィメンズプロジェクトの活動と

WPの活動、そして目指す姿を語る
【代表 福本範子さん】

祝！東京進出！！

チラシ

地方自治体女性職員交流研究会 

日、5日（うち事例発表 5 日 12:30～14:00

ホール

日本経営協会

（福本範子さん、河野美知さん）、事務局 

キラリと輝けるまちを目指して 

世紀ウィメンズプロジェクトの活動と行政に求めること

の活動、そして目指す姿を語る
これまでの紆余曲折、

行政に求めることを語る

【メンバー 河野美知さん】

祝！東京進出！！

発表資料(表紙)

14:00） 

行政に求めること～ 

行政に求めることを語る

河野美知さん】

)
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【参加メンバー感想】 

今回の活動事例発表

の具体的な活動内容

させていただきました

員の方々に私

なったと思います

からの活動の

した。私は人前

のですが、このプロジェクトに

み、今回は大勢

た。こうしたチャレンジの

ズプロジェクトの

の交流の中で

こともでき、

事例発表ではウィメンズプロジェクト

の活動の感想や学んだことを

自治体職員でしたので主に事務局

ーとして求めることが話の中心

がったのですが、ほかの自治体

チームの事務局を職員が務めるケースがあるのですが

所在」「メンバー間の温度差

ことがあるようです。松江での

メンバーと継続メンバーが刺激

ちづくりへの参画等活発に活動

す。そこを事務局が陰ながら

いること、プロジェクトにかかわる

の活動を支えていると話してきました

分も熱く仕事に向かいたいと

たです。

代表 

福本範子さん

活動事例発表では、私からはウィメンズプロジェクト

活動内容や、私たちの目指している姿について

させていただきました。島根県外で、それも様々な自治体

私たちの活動を知っていただく、またとない

います。また自分にとっても、活動のあり

の方向性について再確認する良いきっかけとなりま

人前で話をすることに非常に苦手意識を持

このプロジェクトに参加して以来少しずつ

大勢の方の前でお話させていただくことができまし

たチャレンジの場を持つことができるのもウィメン

ズプロジェクトの大きな強みだと思います。参加者の

で、行政と市民との共同の活動に対する想

、私たちにとっても大きな刺激になりました

ではウィメンズプロジェクト立ち上げ時から５年間

んだことを発表させて頂きました。受講者が

事務局(行政側)との関わり方、メンバ

中心です。前日の交流会でも話にあ

自治体でも市民を集めたプロジェクト

めるケースがあるのですが「責任の

温度差の調整」など継続には課題が多い

での事業は５年間継続し、毎年新規

刺激をしあいながら個々の成長、ま

活動しているところが一番の魅力で

ながら、時には表に立って支えてくれて

プロジェクトにかかわる人たちの「愛」がこれまで

してきました。「元気が出ました！自

かいたいと思います」という感想が嬉しかっ

メンバー

河野美知さん

からはウィメンズプロジェクト

について話を

自治体の職

またとない機会に

のあり方やこれ

いきっかけとなりま

持っていた

しずつ経験を積

させていただくことができまし

つことができるのもウィメン

の皆さまと

想いも聞く

になりました。

メンバー

河野美知さん
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鳥取県八頭町との交流～「女子会＠やず」誕生

【H28.3.12 まつえ女子祭り】

八頭町男女共同参画センター職員

という想いを持って帰郷。以降の交流のきっかけになりました

【6.25 八頭町視察受入】 

○研修 （場所：市民活動センター

・WPプレゼン 

   事務局…松江市の男女共同参画の現状、事業、行政から見た

   三代…WP の活動概要、H28

   福島…WP に参加したきっかけ、設立時から参加しての

  ・質問タイム

○プチ朝活体験・交流会 （場所：松江月ヶ瀬

【11.27 女子会＠やず誕生～設立会にて交流～

○交流会 （場所：市民活動センター

いよいよ「女子会＠やず」始動。設立会に招いていただき、交流しました。

鳥取県八頭町との交流～「女子会＠やず」誕生へ

職員の方が参加。「八頭町でも WPのような団体を作りたい」

という想いを持って帰郷。以降の交流のきっかけになりました。 

市民活動センター401 研修室  時間：10:15～11:50） 

…松江市の男女共同参画の現状、事業、行政から見た WP について紹介

H28 年度の活動概要、三代さんから見た WPの強み等を紹介

に参加したきっかけ、設立時から参加しての WPへの思い等を紹介

（場所：松江月ヶ瀬  時間：14:00～14:50） 

女子会＠やず誕生～設立会にて交流～ 】 

（場所：市民活動センター506 研修室 時間：12:00～13:30 ）

いよいよ「女子会＠やず」始動。設立会に招いていただき、交流しました。

のような団体を作りたい」

について紹介

の強み等を紹介

への思い等を紹介
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市長との意見交換会

【日時】11 月 21 日（月）18

【場所】市民活動センター201

【参加者】福本、ターシー、河野、高橋、中澤、福島、梶川、福井、三代

【内容】 

 今年度の活動を紹介し、意見交換したい内容について各グループから

意見交換をスタート。 

「松江を皆で盛り上げていくには？」、「松江の魅力を

うには？」、「理想の人づくり・場づくりをするためには？」など日ごろから

感じていることを市長と自由に意見交換しました。

また、意見交換にとどまらず、「市長にとって印象に残っている女性リーダー」

や「市長オススメのパワースポット」、「

など普段なかなか聞けないことも

への激励だけでなく、様々な想いを聞くことができ

の中で、楽しい時間となりました。今後の活動に対するモチベーションの高

まるいい機会となりました。

市長との意見交換会

18：30～20：30 

201 研修室 

福本、ターシー、河野、高橋、中澤、福島、梶川、福井、三代

意見交換したい内容について各グループから

「松江を皆で盛り上げていくには？」、「松江の魅力を地元の人に知ってもら

、「理想の人づくり・場づくりをするためには？」など日ごろから

感じていることを市長と自由に意見交換しました。

また、意見交換にとどまらず、「市長にとって印象に残っている女性リーダー」

や「市長オススメのパワースポット」、「市長が出張の際持っていくお土産」

など普段なかなか聞けないことも聞くことができました。市長からも、活動

への激励だけでなく、様々な想いを聞くことができ、リラックスした雰囲気

の中で、楽しい時間となりました。今後の活動に対するモチベーションの高

まるいい機会となりました。

当日の様子 

福本、ターシー、河野、高橋、中澤、福島、梶川、福井、三代

意見交換したい内容について各グループから発表後、

地元の人に知ってもら

、「理想の人づくり・場づくりをするためには？」など日ごろから

また、意見交換にとどまらず、「市長にとって印象に残っている女性リーダー」

市長が出張の際持っていくお土産」

市長からも、活動

、リラックスした雰囲気

の中で、楽しい時間となりました。今後の活動に対するモチベーションの高
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