
５

私がウィメンズプロジェクトに参加したのは、結婚を機に大阪から島根に来て

１年８ヶ月、子どもが７ヶ月の時でした。

ちょうど何か新しいことをはじめてみたいなぁと思っていた時、お友達からお

誘いいただき、小さい子どもが居るけど大丈夫かな？と少し不安に思いながら

の入会でした。 

はじめの頃はやはり子どもが小さかったので参加できないこともありましたが、

夏を越えた頃からは毎回参加させてもらい、気が付けばメンバーの中でも出席

率が高い方になっていました。そしてこの活動を通して職業や年齢、生まれた

場所や育った環境も違う、様々な視点を持った素敵な皆さんと交流することが、

息抜きになり楽しみになっていました。

また、松江という土地にも徐々に慣れ、活動を通して知った松江の良いところ

や美味しいものなどの魅力的な部分を外部へ発信したいと思うようになりまし

た。 

非力ではありますが、今後も松江の魅力を発信す

ています。 

１年間、ありがとうございました。

５ メンバーレポート

活動を振り返って 

尼ヶ崎

ンズプロジェクトに参加したのは、結婚を機に大阪から島根に来て

１年８ヶ月、子どもが７ヶ月の時でした。

ちょうど何か新しいことをはじめてみたいなぁと思っていた時、お友達からお

誘いいただき、小さい子どもが居るけど大丈夫かな？と少し不安に思いながら

はじめの頃はやはり子どもが小さかったので参加できないこともありましたが、

夏を越えた頃からは毎回参加させてもらい、気が付けばメンバーの中でも出席

率が高い方になっていました。そしてこの活動を通して職業や年齢、生まれた

場所や育った環境も違う、様々な視点を持った素敵な皆さんと交流することが、

息抜きになり楽しみになっていました。

また、松江という土地にも徐々に慣れ、活動を通して知った松江の良いところ

や美味しいものなどの魅力的な部分を外部へ発信したいと思うようになりまし

非力ではありますが、今後も松江の魅力を発信するお手伝いが出来たらと思っ

１年間、ありがとうございました。

（順不同）

あゆみ 

ンズプロジェクトに参加したのは、結婚を機に大阪から島根に来て

ちょうど何か新しいことをはじめてみたいなぁと思っていた時、お友達からお

誘いいただき、小さい子どもが居るけど大丈夫かな？と少し不安に思いながら

はじめの頃はやはり子どもが小さかったので参加できないこともありましたが、

夏を越えた頃からは毎回参加させてもらい、気が付けばメンバーの中でも出席

率が高い方になっていました。そしてこの活動を通して職業や年齢、生まれた

場所や育った環境も違う、様々な視点を持った素敵な皆さんと交流することが、

また、松江という土地にも徐々に慣れ、活動を通して知った松江の良いところ

や美味しいものなどの魅力的な部分を外部へ発信したいと思うようになりまし

るお手伝いが出来たらと思っ
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１年の活動を振り返って

実は、第１回目のプロジェクト会議に出席した時点では

い状態でした。 

当初は私にできるのかと不安が大きかったのですが、活動を一つ一つ積み重ね、

気づけば毎回の会議やグループ活動が楽しみになっていました。

WP に参加して色々なことを学び、体験し、何よりメンバーの皆様と触れ合うこ

とで刺激を受け、今までの自分に無かった「引き出し」が増えたような気がし

ます。そして活動を通して、生まれ育った松江の街が大好きだなぁとあらため

て感じることが多かったです。

この素敵なプロジェクトの、今後の益々のご発展をお祈りします。

１年間ありがとうございました。

１年の活動を振り返って

会社からの提案もあり、今年度初めて参加させて頂きました。

最初は不安や緊張もありましたが、１年間とても楽しく活動させて頂き、私自

身刺激を受ける事がたくさんありました。

普段は事務職ですが、この２年間ぐらいは外へ向けての研修会等で話す機会も

増えており、少しでも人前で緊張せず、分かり易く話せたらと思っていました。

ＷＰでの活動を通して、講師の方から多くの事を学んだり、グループで司会や

メイク講座もさせて頂き、また一つ自信に繋がったと感じています。

何よりもたくさんの方と出会い、ご縁を頂いたことに感謝です。

女性ならではの視点や発想などを皆さんと共有でき、それをカタチに出

んてとても素敵だと思います。もっと松江の多くの女性に知って頂きたいです。

ＷＰの皆さんがイキイキと輝いている姿がとても印象的でした。私も元気を頂

きましたので、ＷＰの皆さんのようにイキイキとした元気な女性がもっと増え

たらと思います。 

これからも何か応援できることがあればいいなと思っています。

事務局の皆さんにも大変お世話になりました。ありがとうございました。

１年の活動を振り返って

金山

実は、第１回目のプロジェクト会議に出席した時点では WP の予備知識がほぼ無

当初は私にできるのかと不安が大きかったのですが、活動を一つ一つ積み重ね、

気づけば毎回の会議やグループ活動が楽しみになっていました。

に参加して色々なことを学び、体験し、何よりメンバーの皆様と触れ合うこ

とで刺激を受け、今までの自分に無かった「引き出し」が増えたような気がし

ます。そして活動を通して、生まれ育った松江の街が大好きだなぁとあらため

て感じることが多かったです。

この素敵なプロジェクトの、今後の益々のご発展をお祈りします。

１年間ありがとうございました。

１年の活動を振り返って

香川

会社からの提案もあり、今年度初めて参加させて頂きました。

最初は不安や緊張もありましたが、１年間とても楽しく活動させて頂き、私自

身刺激を受ける事がたくさんありました。

普段は事務職ですが、この２年間ぐらいは外へ向けての研修会等で話す機会も

増えており、少しでも人前で緊張せず、分かり易く話せたらと思っていました。

ＷＰでの活動を通して、講師の方から多くの事を学んだり、グループで司会や

メイク講座もさせて頂き、また一つ自信に繋がったと感じています。

何よりもたくさんの方と出会い、ご縁を頂いたことに感謝です。

女性ならではの視点や発想などを皆さんと共有でき、それをカタチに出

んてとても素敵だと思います。もっと松江の多くの女性に知って頂きたいです。

ＷＰの皆さんがイキイキと輝いている姿がとても印象的でした。私も元気を頂

きましたので、ＷＰの皆さんのようにイキイキとした元気な女性がもっと増え

これからも何か応援できることがあればいいなと思っています。

事務局の皆さんにも大変お世話になりました。ありがとうございました。

金山 由衣  

の予備知識がほぼ無

当初は私にできるのかと不安が大きかったのですが、活動を一つ一つ積み重ね、

に参加して色々なことを学び、体験し、何よりメンバーの皆様と触れ合うこ

とで刺激を受け、今までの自分に無かった「引き出し」が増えたような気がし

ます。そして活動を通して、生まれ育った松江の街が大好きだなぁとあらため

香川 優子  

最初は不安や緊張もありましたが、１年間とても楽しく活動させて頂き、私自

普段は事務職ですが、この２年間ぐらいは外へ向けての研修会等で話す機会も

増えており、少しでも人前で緊張せず、分かり易く話せたらと思っていました。

ＷＰでの活動を通して、講師の方から多くの事を学んだり、グループで司会や

女性ならではの視点や発想などを皆さんと共有でき、それをカタチに出来るな

んてとても素敵だと思います。もっと松江の多くの女性に知って頂きたいです。

ＷＰの皆さんがイキイキと輝いている姿がとても印象的でした。私も元気を頂

きましたので、ＷＰの皆さんのようにイキイキとした元気な女性がもっと増え

事務局の皆さんにも大変お世話になりました。ありがとうございました。
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ウィメンズプロジェクトの活動を振り返って

昨年度の活動報告会「まつえ女子祭り」への参加がきっかけで、今年度、初

めてウィメンズプロジェクト（以下：ＷＰ）のメンバーとして活動させて頂き

ました。１年間を通しての学びはたくさんありますが、社会人になってからグ

ループ活動を経験したことがなかった私にとって、ＷＰの活動はチーム力やリ

ーダー力を学べる貴重な機会でした。

私が所属していたリーダー塾グループでは、女性のキャリアアップやリーダ

ー育成に必要なスキルを学ぶ講座の企画・運営をおこないました。グループリ

ーダーを中心にメンバー同士で活発な意見交換やアイデアを出し

役割を決め、企画から当日の運営までのプロセスを学べたことも良い経験とな

りました。 

女性の活躍が期待される中、ＷＰの活動は、それぞれに“活躍できる場”に

ついて考えることができ、“学びを実践できる場”だと思います。

の方々にＷＰの活動を知って頂き、

です。 

パワフルなメンバーと１年間一緒に楽しく活動できたこと、事務局の皆様にＷ

Ｐの活動をサポートして頂いたこと、大変感謝しております。この活動で得た

学びを今後に役立てていきたいと思います。本当にありがとうご

ウィメンズプロジェクトの活動を振り返って

梶川

昨年度の活動報告会「まつえ女子祭り」への参加がきっかけで、今年度、初

めてウィメンズプロジェクト（以下：ＷＰ）のメンバーとして活動させて頂き

ました。１年間を通しての学びはたくさんありますが、社会人になってからグ

ループ活動を経験したことがなかった私にとって、ＷＰの活動はチーム力やリ

ーダー力を学べる貴重な機会でした。

私が所属していたリーダー塾グループでは、女性のキャリアアップやリーダ

ー育成に必要なスキルを学ぶ講座の企画・運営をおこないました。グループリ

ーダーを中心にメンバー同士で活発な意見交換やアイデアを出し合いながら、

役割を決め、企画から当日の運営までのプロセスを学べたことも良い経験とな

女性の活躍が期待される中、ＷＰの活動は、それぞれに“活躍できる場”に

ついて考えることができ、“学びを実践できる場”だと思います。少しでも多く

にＷＰの活動を知って頂き、メンバーとして参加してもらえたら嬉しい

パワフルなメンバーと１年間一緒に楽しく活動できたこと、事務局の皆様にＷ

Ｐの活動をサポートして頂いたこと、大変感謝しております。この活動で得た

学びを今後に役立てていきたいと思います。本当にありがとうございました。

梶川 麻美 

昨年度の活動報告会「まつえ女子祭り」への参加がきっかけで、今年度、初

めてウィメンズプロジェクト（以下：ＷＰ）のメンバーとして活動させて頂き

ました。１年間を通しての学びはたくさんありますが、社会人になってからグ

ループ活動を経験したことがなかった私にとって、ＷＰの活動はチーム力やリ

私が所属していたリーダー塾グループでは、女性のキャリアアップやリーダ

ー育成に必要なスキルを学ぶ講座の企画・運営をおこないました。グループリ

合いながら、

役割を決め、企画から当日の運営までのプロセスを学べたことも良い経験とな

女性の活躍が期待される中、ＷＰの活動は、それぞれに“活躍できる場”に

少しでも多く

メンバーとして参加してもらえたら嬉しい

パワフルなメンバーと１年間一緒に楽しく活動できたこと、事務局の皆様にＷ

Ｐの活動をサポートして頂いたこと、大変感謝しております。この活動で得た

ざいました。
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28

今年度の自身の課題としては①

りました。 

 平成 24年のウィメンズプロジェクトが立ち上時期からメンバーとして関わら

せて頂き、市長への市政提言、海外研修

育成事業など、会に参加していなかったら経験できなかったプロジェクトで自

己研鑽できました。次のステップとして、ウィメンズは今年度で卒業と決めて

おりましたので、今後もこの会が盛会に続くよう恩返しができる活動をしよう

と決めておりました。ありがたいことに、松江市のこの育成事業が全国の自治

体事業のモデルケースとなって注目されるようになりました。行政主導ではな

く、参加した市民が自主的に育成プログラムやまちづくりイベントを企画して

運営し、率直な意見を市長に提案し市政に繋げていることは他地域の同種の活

動にも元気を与えているようです。

交流研究会では会を代表して

する機会を頂き、県外へのＰＲができて

良かったです。 

 この 5年間、主に取り組んできたのは

ウィメンズのＨＰ作成でした。次のメン

バーに充分な引継ぎができなくて申し

訳なかったのですが、今後もＯＢとして

ウィメンズと松江の魅力を伝えてまい

ります。 

28 年度の活動ふりかえり   

河野

今年度の自身の課題としては①5年目の集大成 ②ＨＰの引継ぎ この

年のウィメンズプロジェクトが立ち上時期からメンバーとして関わら

せて頂き、市長への市政提言、海外研修(松江市青年女性海外派遣事業

育成事業など、会に参加していなかったら経験できなかったプロジェクトで自

己研鑽できました。次のステップとして、ウィメンズは今年度で卒業と決めて

おりましたので、今後もこの会が盛会に続くよう恩返しができる活動をしよう

と決めておりました。ありがたいことに、松江市のこの育成事業が全国の自治

体事業のモデルケースとなって注目されるようになりました。行政主導ではな

く、参加した市民が自主的に育成プログラムやまちづくりイベントを企画して

運営し、率直な意見を市長に提案し市政に繋げていることは他地域の同種の活

えているようです。8月に東京で開催された地方自治体女性職員

では会を代表して活動報告

する機会を頂き、県外へのＰＲができて

年間、主に取り組んできたのは

ウィメンズのＨＰ作成でした。次のメン

バーに充分な引継ぎができなくて申し

訳なかったのですが、今後もＯＢとして

ウィメンズと松江の魅力を伝えてまい

河野 美知  

この2点があ

年のウィメンズプロジェクトが立ち上時期からメンバーとして関わら

松江市青年女性海外派遣事業)、各種

育成事業など、会に参加していなかったら経験できなかったプロジェクトで自

己研鑽できました。次のステップとして、ウィメンズは今年度で卒業と決めて

おりましたので、今後もこの会が盛会に続くよう恩返しができる活動をしよう

と決めておりました。ありがたいことに、松江市のこの育成事業が全国の自治

体事業のモデルケースとなって注目されるようになりました。行政主導ではな

く、参加した市民が自主的に育成プログラムやまちづくりイベントを企画して

運営し、率直な意見を市長に提案し市政に繋げていることは他地域の同種の活

東京で開催された地方自治体女性職員
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１年の活動を振り返って

今年度初めて参加させていただきました。

松江に移住し、「何か地域と・・・頑張っている女性と交流したい」の気持ちを

胸に、私自身が刺激を受ける機会をどこかで作りたいと思っていました。

いざ参加をすると・・・毎回とても刺激的な事ばかりでした。

いろいろなスキルを持っているメンバーばかりで、「これを外に出さないのはも

ったいない！」と思う事が本当にたくさんありました。そして、とても貴重な

経験をする事ができました。

しかし・・・それをもっともっと活かす場所があってもいいなと思ったのも正

直な所です。 

女性が活躍できるのは、その人を取り巻く人全員が協力的であって

います。 

そこへ焦点を当てる事もこれからは必要だと思います。

「一人はみんなのために、みんなは一人のために・・・」

この言葉はこれからの社会にきっと必要な一言だと思います。

て、この事を強く感じました。

もちろん、この場での学びは私にとってとても貴重でかけがえのないものにな

りました。 

これから進んでいく私の道しるべにしたいと思っています。

一年の活動を振り返って

今年度、初めて WP に参加させていただきました。副代表をさせて頂き、情報発

信グループのリーダーが産休

グループのリーダーもさせて頂きました。すべてがはじめてのことで、やっと

年度の終わりになって流れが掴めた気がしました。職業、年齢、立場のちがう

様々なメンバーがいてとても刺激になりました。大好きな松江をもっと知って、

女性の視点から、女性ならではの提案を今後は松江にしていけたら良いと思っ

てます。女性の住みやすい松江に！活躍する女性がたくさんいる松江に！

ら発信していきたいです。 

１年の活動を振り返って

佐々木

今年度初めて参加させていただきました。

松江に移住し、「何か地域と・・・頑張っている女性と交流したい」の気持ちを

胸に、私自身が刺激を受ける機会をどこかで作りたいと思っていました。

いざ参加をすると・・・毎回とても刺激的な事ばかりでした。

いろいろなスキルを持っているメンバーばかりで、「これを外に出さないのはも

ったいない！」と思う事が本当にたくさんありました。そして、とても貴重な

しかし・・・それをもっともっと活かす場所があってもいいなと思ったのも正

女性が活躍できるのは、その人を取り巻く人全員が協力的であってこそだと思

そこへ焦点を当てる事もこれからは必要だと思います。

「一人はみんなのために、みんなは一人のために・・・」

この言葉はこれからの社会にきっと必要な一言だと思います。WP の活動を通じ

て、この事を強く感じました。

もちろん、この場での学びは私にとってとても貴重でかけがえのないものにな

これから進んでいく私の道しるべにしたいと思っています。

一年の活動を振り返って

ターシー

に参加させていただきました。副代表をさせて頂き、情報発

信グループのリーダーが産休で WP の活動をお休みされることになり、情報発信

グループのリーダーもさせて頂きました。すべてがはじめてのことで、やっと

年度の終わりになって流れが掴めた気がしました。職業、年齢、立場のちがう

様々なメンバーがいてとても刺激になりました。大好きな松江をもっと知って、

女性の視点から、女性ならではの提案を今後は松江にしていけたら良いと思っ

てます。女性の住みやすい松江に！活躍する女性がたくさんいる松江に！

佐々木 智子  

松江に移住し、「何か地域と・・・頑張っている女性と交流したい」の気持ちを

胸に、私自身が刺激を受ける機会をどこかで作りたいと思っていました。

いろいろなスキルを持っているメンバーばかりで、「これを外に出さないのはも

ったいない！」と思う事が本当にたくさんありました。そして、とても貴重な

しかし・・・それをもっともっと活かす場所があってもいいなと思ったのも正

こそだと思

の活動を通じ

もちろん、この場での学びは私にとってとても貴重でかけがえのないものにな

ターシー 洋子  

に参加させていただきました。副代表をさせて頂き、情報発

の活動をお休みされることになり、情報発信

グループのリーダーもさせて頂きました。すべてがはじめてのことで、やっと

年度の終わりになって流れが掴めた気がしました。職業、年齢、立場のちがう

様々なメンバーがいてとても刺激になりました。大好きな松江をもっと知って、

女性の視点から、女性ならではの提案を今後は松江にしていけたら良いと思っ

てます。女性の住みやすい松江に！活躍する女性がたくさんいる松江に！WP か
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私が WP に参加する切欠となったのは、河野美知さんの講演「自分力アップの

会話術」を聴きに行ったことです。人前で話すのが苦手な私にとって、とても

分かりやすく勉強になった講義でした。その際に初めて

に楽しそうだな、と思ったことと、自分を成長させるきっかけ

参加することを決めました。

私が参加したのは「地域活性化グループ」です。途中参加という形になりま

したが、既存のメンバーの皆さんがとても優しく楽しい時間が過ごせたので、

ほぼ全てのグループ活動に参加することができました。

参加した活動は、「まち歩き」「クッキング」「美活」です。まち歩きは、普段

車移動の私にとっては新鮮で、また大勢で歩く楽しさや新しいお店や場所の発

見などもありとても楽しかったです。クッキングでは、企画担当のメンバーの

一員でしたので、実際に活動が行われるまでの準備の大変さなどを実感でき勉

強になりました。美活では、スキンケアの大切さとメイクの仕方を基礎から教

わり、すぐに実生活で実践できたのが良かったです。参加した全ての活動が楽

しく、また実生活や仕事の面に活かせるような内容でした。

他にも他グループとの交流会や女子祭りなど普段

うことができたりと１年間有意義な時間を過ごすことができました。転職の関

係で活動は今年度で終了しましたが、この１年間で少しでも身に付けられたか

なと思うことを普段の生活や次の就職先でも活かせるようにしたいと思ってい

ます。また、WP の皆さんの活躍を陰ながら応援していきたいと思っています。

感想 

仙田

に参加する切欠となったのは、河野美知さんの講演「自分力アップの

会話術」を聴きに行ったことです。人前で話すのが苦手な私にとって、とても

分かりやすく勉強になった講義でした。その際に初めて WP の存在を知り、単純

に楽しそうだな、と思ったことと、自分を成長させるきっかけになればと思い、

私が参加したのは「地域活性化グループ」です。途中参加という形になりま

したが、既存のメンバーの皆さんがとても優しく楽しい時間が過ごせたので、

ほぼ全てのグループ活動に参加することができました。

動は、「まち歩き」「クッキング」「美活」です。まち歩きは、普段

車移動の私にとっては新鮮で、また大勢で歩く楽しさや新しいお店や場所の発

見などもありとても楽しかったです。クッキングでは、企画担当のメンバーの

一員でしたので、実際に活動が行われるまでの準備の大変さなどを実感でき勉

強になりました。美活では、スキンケアの大切さとメイクの仕方を基礎から教

わり、すぐに実生活で実践できたのが良かったです。参加した全ての活動が楽

しく、また実生活や仕事の面に活かせるような内容でした。

他にも他グループとの交流会や女子祭りなど普段の生活では出会えない人に会

うことができたりと１年間有意義な時間を過ごすことができました。転職の関

係で活動は今年度で終了しましたが、この１年間で少しでも身に付けられたか

なと思うことを普段の生活や次の就職先でも活かせるようにしたいと思ってい

の皆さんの活躍を陰ながら応援していきたいと思っています。

仙田 真弓  

に参加する切欠となったのは、河野美知さんの講演「自分力アップの

会話術」を聴きに行ったことです。人前で話すのが苦手な私にとって、とても

を知り、単純

になればと思い、

私が参加したのは「地域活性化グループ」です。途中参加という形になりま

したが、既存のメンバーの皆さんがとても優しく楽しい時間が過ごせたので、

動は、「まち歩き」「クッキング」「美活」です。まち歩きは、普段

車移動の私にとっては新鮮で、また大勢で歩く楽しさや新しいお店や場所の発

見などもありとても楽しかったです。クッキングでは、企画担当のメンバーの

一員でしたので、実際に活動が行われるまでの準備の大変さなどを実感でき勉

強になりました。美活では、スキンケアの大切さとメイクの仕方を基礎から教

わり、すぐに実生活で実践できたのが良かったです。参加した全ての活動が楽

の生活では出会えない人に会

うことができたりと１年間有意義な時間を過ごすことができました。転職の関

係で活動は今年度で終了しましたが、この１年間で少しでも身に付けられたか

なと思うことを普段の生活や次の就職先でも活かせるようにしたいと思ってい

の皆さんの活躍を陰ながら応援していきたいと思っています。
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WP２年目の今年は、４月の新松江市総合体育館のオープニングイベントに、

メンバーや、新しく応募してくださった方と共に、

参画できたことが一番印象に残っています。

女性ファンドを申請し、資金の補助を得て、全国的に大人気の顔ヨガの間々田

講師と、地元講師陣による５つの「美と健康プログラム」、トークショー、アン

ケート、ガラスやフラワーアレンジメントの

を企画。チケットの全国発売から予約管理、書店に特設ブースを開設していた

だくなど、新しいチャレンジに取り組み、松江在住の女性たちの豊かな才能が

輝く 2日間となりました。 

ホームページグループとしては、キラキラ女子のコーナーを担当し、仕事や様々

な活動をされ、輝く素敵な方からお話を伺い、記事を発信。

八頭町の方と交流できたことも、嬉しい体験でした。

仲間と共に研鑽を積める環境に感謝し、どんな展開になるのか楽しみに、ラス

トイヤーとなる３年目も励んでまいりたいと存じます。

「活動を振り返って」 

中澤 

２年目の今年は、４月の新松江市総合体育館のオープニングイベントに、

メンバーや、新しく応募してくださった方と共に、Matsujyo 実行委員会として

参画できたことが一番印象に残っています。

女性ファンドを申請し、資金の補助を得て、全国的に大人気の顔ヨガの間々田

講師と、地元講師陣による５つの「美と健康プログラム」、トークショー、アン

ケート、ガラスやフラワーアレンジメントの WS、ボディケア、飲食ブースなど

を企画。チケットの全国発売から予約管理、書店に特設ブースを開設していた

だくなど、新しいチャレンジに取り組み、松江在住の女性たちの豊かな才能が

ホームページグループとしては、キラキラ女子のコーナーを担当し、仕事や様々

な活動をされ、輝く素敵な方からお話を伺い、記事を発信。

八頭町の方と交流できたことも、嬉しい体験でした。

仲間と共に研鑽を積める環境に感謝し、どんな展開になるのか楽しみに、ラス

トイヤーとなる３年目も励んでまいりたいと存じます。

ゆかり  

２年目の今年は、４月の新松江市総合体育館のオープニングイベントに、WP

行委員会として

女性ファンドを申請し、資金の補助を得て、全国的に大人気の顔ヨガの間々田

講師と、地元講師陣による５つの「美と健康プログラム」、トークショー、アン

、ボディケア、飲食ブースなど

を企画。チケットの全国発売から予約管理、書店に特設ブースを開設していた

だくなど、新しいチャレンジに取り組み、松江在住の女性たちの豊かな才能が

ホームページグループとしては、キラキラ女子のコーナーを担当し、仕事や様々

仲間と共に研鑽を積める環境に感謝し、どんな展開になるのか楽しみに、ラス
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平成２８年度

遠くから眺めていた WP に、ついに参加できました。松江の女性先輩の声が聴

きたい、ロールモデルの先輩に会いたい！３才と１才の生活を守りながら何か

楽しいことをしてみたいという思いで１年たちました。

初めての Facebook、初めての取材（組織に守られていない不安さを感じまし

た。しかも２人子連れだとビジネス風にもなれない！）、初めての記事投稿と、

一歩踏み出すまで何度も足踏みしながらの活動でした。応援して、修正してく

ださった情報発信グループで本当によかったです。取材と記事作成では、自分

の好きな場所を「どう表現したら、

した。プロジェクト会議では女性の集団の中に入るという経験と、マイクを持

って話すこと、多くのことを学ぶことが出来ました。

メンバーのみなさまの多彩、多才なことに驚き、学び、少ない時間ではあり

ましたがお話しできました。私は２か月に１回のリーダー塾の日には、普段使

わない脳を一生懸命回転していました。

転入してから６年目で、やっと松江での私生活でのつながりが出来ました。

子連れ参加の時には、メンバー、事務局の皆様からのあたたかな見守りがうれ

しかったです。仕事（毎日出勤するような）をしないという生活の中で、子連

れでいかに働くか、今後の働き方の練習まで出来ました。ありがとうございま

した。 

来年度は昔から「文化祭の準備」のような活動が好きだったので、出来ればど

なたかと一緒に、活動して何かを作りたいと思います。

平成２８年度 活動の感想 

人見

に、ついに参加できました。松江の女性先輩の声が聴

きたい、ロールモデルの先輩に会いたい！３才と１才の生活を守りながら何か

楽しいことをしてみたいという思いで１年たちました。

、初めての取材（組織に守られていない不安さを感じまし

た。しかも２人子連れだとビジネス風にもなれない！）、初めての記事投稿と、

一歩踏み出すまで何度も足踏みしながらの活動でした。応援して、修正してく

ださった情報発信グループで本当によかったです。取材と記事作成では、自分

の好きな場所を「どう表現したら、行ってみたいと思ってもらえるか」悩みま

した。プロジェクト会議では女性の集団の中に入るという経験と、マイクを持

って話すこと、多くのことを学ぶことが出来ました。

メンバーのみなさまの多彩、多才なことに驚き、学び、少ない時間ではあり

ましたがお話しできました。私は２か月に１回のリーダー塾の日には、普段使

わない脳を一生懸命回転していました。

転入してから６年目で、やっと松江での私生活でのつながりが出来ました。

子連れ参加の時には、メンバー、事務局の皆様からのあたたかな見守りがうれ

しかったです。仕事（毎日出勤するような）をしないという生活の中で、子連

れでいかに働くか、今後の働き方の練習まで出来ました。ありがとうございま

来年度は昔から「文化祭の準備」のような活動が好きだったので、出来ればど

なたかと一緒に、活動して何かを作りたいと思います。

人見 由佳  

に、ついに参加できました。松江の女性先輩の声が聴

きたい、ロールモデルの先輩に会いたい！３才と１才の生活を守りながら何か

、初めての取材（組織に守られていない不安さを感じまし

た。しかも２人子連れだとビジネス風にもなれない！）、初めての記事投稿と、

一歩踏み出すまで何度も足踏みしながらの活動でした。応援して、修正してく

ださった情報発信グループで本当によかったです。取材と記事作成では、自分

行ってみたいと思ってもらえるか」悩みま

した。プロジェクト会議では女性の集団の中に入るという経験と、マイクを持

メンバーのみなさまの多彩、多才なことに驚き、学び、少ない時間ではあり

ましたがお話しできました。私は２か月に１回のリーダー塾の日には、普段使

転入してから６年目で、やっと松江での私生活でのつながりが出来ました。

子連れ参加の時には、メンバー、事務局の皆様からのあたたかな見守りがうれ

しかったです。仕事（毎日出勤するような）をしないという生活の中で、子連

れでいかに働くか、今後の働き方の練習まで出来ました。ありがとうございま

来年度は昔から「文化祭の準備」のような活動が好きだったので、出来ればど
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5

 2011 年からこのプロジェクトに参加して，

年を振り返ってみて，今年が一番楽しかった！と素直に思える私がいます。も

ちろん，すべてが思った通りにいくわけではないし（むしろハプニングの多い

年だった！），「失敗した、、」と思うこともたくさんありました。それでも「す

ごく楽しかった」と思えるのはなぜなのか，私なりに考えてみました。

おそらくですが，『いろいろ難しいことはあっても，きっと楽しいものができあ

がる』ということを，私の体中の細胞が知っているのではないかと思うのです。

だから，壁があっても，よじ登ったり穴をあけたりしながら前進していけるの

です。 

しかしながらその楽観的な考え方は，新しいメンバーにとってはゴールが見え

にくいために，この活動に対する不安や戸惑いを与えてしまいました。

私自身経験者として，伝えるべきことをちゃんと伝えていける人財になるため

に，謙虚な気持ちで学び続けていく努力が必要なんだと気づかされた

た。 

ウィメンズプロジェクトの魅力は，様々な価値観の女性と一緒に，自分自身を

磨いていけることです。人財育成という基盤の上に，新規メンバーからの新た

な刺激を注ぎ込んで，ウィメ

と思います。 

年目の活動を振り返って 

福島

年からこのプロジェクトに参加して，5 年の歳月が過ぎました。この

年を振り返ってみて，今年が一番楽しかった！と素直に思える私がいます。も

ちろん，すべてが思った通りにいくわけではないし（むしろハプニングの多い

年だった！），「失敗した、、」と思うこともたくさんありました。それでも「す

ごく楽しかった」と思えるのはなぜなのか，私なりに考えてみました。

おそらくですが，『いろいろ難しいことはあっても，きっと楽しいものができあ

がる』ということを，私の体中の細胞が知っているのではないかと思うのです。

っても，よじ登ったり穴をあけたりしながら前進していけるの

しかしながらその楽観的な考え方は，新しいメンバーにとってはゴールが見え

にくいために，この活動に対する不安や戸惑いを与えてしまいました。

私自身経験者として，伝えるべきことをちゃんと伝えていける人財になるため

に，謙虚な気持ちで学び続けていく努力が必要なんだと気づかされた

ウィメンズプロジェクトの魅力は，様々な価値観の女性と一緒に，自分自身を

磨いていけることです。人財育成という基盤の上に，新規メンバーからの新た

な刺激を注ぎ込んで，ウィメンズプロジェクトの違う一面を開花させてほしい

福島 祐子  

年の歳月が過ぎました。この 5

年を振り返ってみて，今年が一番楽しかった！と素直に思える私がいます。も

ちろん，すべてが思った通りにいくわけではないし（むしろハプニングの多い

年だった！），「失敗した、、」と思うこともたくさんありました。それでも「す

ごく楽しかった」と思えるのはなぜなのか，私なりに考えてみました。

おそらくですが，『いろいろ難しいことはあっても，きっと楽しいものができあ

がる』ということを，私の体中の細胞が知っているのではないかと思うのです。

っても，よじ登ったり穴をあけたりしながら前進していけるの

しかしながらその楽観的な考え方は，新しいメンバーにとってはゴールが見え

にくいために，この活動に対する不安や戸惑いを与えてしまいました。

私自身経験者として，伝えるべきことをちゃんと伝えていける人財になるため

1 年でし

ウィメンズプロジェクトの魅力は，様々な価値観の女性と一緒に，自分自身を

磨いていけることです。人財育成という基盤の上に，新規メンバーからの新た

ンズプロジェクトの違う一面を開花させてほしい
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「松江市２１世紀ウィメンズプロジェクト」の活動を通じて

昨年度に引き続き、今年もウィメンズプロジェクトに参加させていただきま

した。今回は２年目ということもあり、１年の流れをある程度把握した上で、

順調に活動を進めることができる、と思いきや・・・、この

ありました。 

「女性リーダー」という言葉ひとつでも、そこから描くイメージは、人によ

ってそれぞれ異なります。継続するメンバーがいる一方で、卒業するメンバー

がいて、また新たに入るメンバーがいる。年齢も職業も経験も多様な人が集ま

ってＷＰが成り立っています。それが難しくもあり、また面白いところだと思

います。役員会でも、様々な立場で参加しているメンバーそれぞれがイキイキ

と活躍できるための活動について、またＷＰ全体の仕組みづくりについて議論

することは、自らにとっても様々な気づきがありました。また、「リーダー塾企

画グループ」の活動で、リーダーとして活躍するために必要な学びについて企

画し実践することも、これからの女性個人、そしてＷＰ全体にどういったスキ

ルアップが必要なのかを改めて考えさせられる、良い機会となりました。

私は今年度で卒業し、来年度はまた違う形でＷＰに関わっていければと思い

ます。これまでのＷＰ活動でお世話になった全ての皆様に、心から御礼申し上

げます。 

「松江市２１世紀ウィメンズプロジェクト」の活動を通じて

福井

昨年度に引き続き、今年もウィメンズプロジェクトに参加させていただきま

した。今回は２年目ということもあり、１年の流れをある程度把握した上で、

順調に活動を進めることができる、と思いきや・・・、この 1年、やっぱり色々

「女性リーダー」という言葉ひとつでも、そこから描くイメージは、人によ

ってそれぞれ異なります。継続するメンバーがいる一方で、卒業するメンバー

がいて、また新たに入るメンバーがいる。年齢も職業も経験も多様な人が集ま

ってＷＰが成り立っています。それが難しくもあり、また面白いところだと思

います。役員会でも、様々な立場で参加しているメンバーそれぞれがイキイキ

と活躍できるための活動について、またＷＰ全体の仕組みづくりについて議論

することは、自らにとっても様々な気づきがありました。また、「リーダー塾企

リーダーとして活躍するために必要な学びについて企

画し実践することも、これからの女性個人、そしてＷＰ全体にどういったスキ

ルアップが必要なのかを改めて考えさせられる、良い機会となりました。

私は今年度で卒業し、来年度はまた違う形でＷＰに関わっていければと思い

ます。これまでのＷＰ活動でお世話になった全ての皆様に、心から御礼申し上

「松江市２１世紀ウィメンズプロジェクト」の活動を通じて

福井 晴子  

昨年度に引き続き、今年もウィメンズプロジェクトに参加させていただきま

した。今回は２年目ということもあり、１年の流れをある程度把握した上で、

年、やっぱり色々

「女性リーダー」という言葉ひとつでも、そこから描くイメージは、人によ

ってそれぞれ異なります。継続するメンバーがいる一方で、卒業するメンバー

がいて、また新たに入るメンバーがいる。年齢も職業も経験も多様な人が集ま

ってＷＰが成り立っています。それが難しくもあり、また面白いところだと思

います。役員会でも、様々な立場で参加しているメンバーそれぞれがイキイキ

と活躍できるための活動について、またＷＰ全体の仕組みづくりについて議論

することは、自らにとっても様々な気づきがありました。また、「リーダー塾企

リーダーとして活躍するために必要な学びについて企

画し実践することも、これからの女性個人、そしてＷＰ全体にどういったスキ

ルアップが必要なのかを改めて考えさせられる、良い機会となりました。

私は今年度で卒業し、来年度はまた違う形でＷＰに関わっていければと思い

ます。これまでのＷＰ活動でお世話になった全ての皆様に、心から御礼申し上
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今年度の活動を振り返って

今年度はウィメンズプロジェクト代表として大変貴重な体験をさせていただ

いた 1 年間でした。おそらくメンバーの中で最も人前で発言することに苦手意

識があり、経験も浅い自分に代表という大役が務まるのかと最初は不安でいっ

ぱいでしたが、周囲のメンバーや事務局の方々の力添えのおかげで無事１年間

やり通すことができました。ウィメンズの大きな特徴である『チャレンジの場

所』という面を一番活用できたのは他でもない自分だと感じています。特に思

い出されるのが東京で開催された自治体女性職員交流研究会での活動事例発表

です。大勢の前に立ち発表することはとても緊張しましたが、それ以上に私た

ちの活動が松江から遠く離れた場所でも認知され、女性活躍事例のひとつとし

て紹介できる嬉しさがありました。また活動に参加して

ってはウィメンズプロジェクトの

るよい機会ともなりました。

個人のステップアップとしては多くの得難い経験ができた

体の代表（リーダー）としては反省や課題も残りました。ただ

から遠いものだと感じていた「女性リーダー」という言葉と真剣に向き合い、

地域で輝くたくさんの女性の姿を学ぶことで、地域社会での活躍や自己実現が

けして他人事ではなく、自分の身近に引き寄せることができるものなのだと実

感しました。 

来年度は自分の学びを糧に人と人との輪を広げていく場作りに取り組んでい

きたいと思います。 

今年度の活動を振り返って

福本

今年度はウィメンズプロジェクト代表として大変貴重な体験をさせていただ

年間でした。おそらくメンバーの中で最も人前で発言することに苦手意

識があり、経験も浅い自分に代表という大役が務まるのかと最初は不安でいっ

ぱいでしたが、周囲のメンバーや事務局の方々の力添えのおかげで無事１年間

やり通すことができました。ウィメンズの大きな特徴である『チャレンジの場

所』という面を一番活用できたのは他でもない自分だと感じています。特に思

い出されるのが東京で開催された自治体女性職員交流研究会での活動事例発表

表することはとても緊張しましたが、それ以上に私た

ちの活動が松江から遠く離れた場所でも認知され、女性活躍事例のひとつとし

て紹介できる嬉しさがありました。また活動に参加して 2 年目となる自分にと

ってはウィメンズプロジェクトの 5 年間の歩みと、活動目的や理念を再確認す

個人のステップアップとしては多くの得難い経験ができた 1 年でしたが、全

体の代表（リーダー）としては反省や課題も残りました。ただ 2 年前には自分

から遠いものだと感じていた「女性リーダー」という言葉と真剣に向き合い、

んの女性の姿を学ぶことで、地域社会での活躍や自己実現が

けして他人事ではなく、自分の身近に引き寄せることができるものなのだと実

来年度は自分の学びを糧に人と人との輪を広げていく場作りに取り組んでい

福本 範子  

今年度はウィメンズプロジェクト代表として大変貴重な体験をさせていただ

年間でした。おそらくメンバーの中で最も人前で発言することに苦手意

識があり、経験も浅い自分に代表という大役が務まるのかと最初は不安でいっ

ぱいでしたが、周囲のメンバーや事務局の方々の力添えのおかげで無事１年間

やり通すことができました。ウィメンズの大きな特徴である『チャレンジの場

所』という面を一番活用できたのは他でもない自分だと感じています。特に思

い出されるのが東京で開催された自治体女性職員交流研究会での活動事例発表

表することはとても緊張しましたが、それ以上に私た

ちの活動が松江から遠く離れた場所でも認知され、女性活躍事例のひとつとし

年目となる自分にと

年間の歩みと、活動目的や理念を再確認す

年でしたが、全

年前には自分

から遠いものだと感じていた「女性リーダー」という言葉と真剣に向き合い、

んの女性の姿を学ぶことで、地域社会での活躍や自己実現が

けして他人事ではなく、自分の身近に引き寄せることができるものなのだと実

来年度は自分の学びを糧に人と人との輪を広げていく場作りに取り組んでい
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リーダー塾企画グループとしての

今年度はリーダー塾企画グループの一員として活動させていただきました。

ウィメンズプロジェクトの新たな試みとして、これまで事務局が企画してい

たリーダー塾をメンバーが企画するということで結成されたグループでした。

女性リーダーとして身に付けるべき知識とは何だろう？

私たちは純粋に何を学びたいだろう？

そうやって考えていった先に、４人ものウィプロメンバーがリーダー塾の講師

を務めることになったことは驚いたと同時に、ウィメンズプロジェクトがとて

も頼もしい団体だと感じました。学び合う女性が集う団体はなかなか珍しいの

ではないかと思います。 

そのような中で、僭越ながら私も第２回リーダー塾

だきました。ファシリテーションや会議の技法を学び始めて２年近く経ちます

が、ワークショップのファシリテーションは何度もしたことがあっても、講座

を受け持つことは初めてのことで、どのように伝えたら説得力があるか？など

を考えるよい機会となりました。こうやってまた一つ自信をつける場をいただ

けたことに感謝しています。

なかなかグループ会議に出席できずメンバーにはご迷惑をおかけしましたが、

「できる範囲で」と助けてもらいながら今年も

した。ありがとうございました。

リーダー塾企画グループとしての 1年を終えて 

三代

今年度はリーダー塾企画グループの一員として活動させていただきました。

ウィメンズプロジェクトの新たな試みとして、これまで事務局が企画してい

たリーダー塾をメンバーが企画するということで結成されたグループでした。

女性リーダーとして身に付けるべき知識とは何だろう？

私たちは純粋に何を学びたいだろう？

そうやって考えていった先に、４人ものウィプロメンバーがリーダー塾の講師

を務めることになったことは驚いたと同時に、ウィメンズプロジェクトがとて

も頼もしい団体だと感じました。学び合う女性が集う団体はなかなか珍しいの

そのような中で、僭越ながら私も第２回リーダー塾の講師を務めさせていた

だきました。ファシリテーションや会議の技法を学び始めて２年近く経ちます

が、ワークショップのファシリテーションは何度もしたことがあっても、講座

を受け持つことは初めてのことで、どのように伝えたら説得力があるか？など

を考えるよい機会となりました。こうやってまた一つ自信をつける場をいただ

なかなかグループ会議に出席できずメンバーにはご迷惑をおかけしましたが、

「できる範囲で」と助けてもらいながら今年も 1 年活動を続けることができま

した。ありがとうございました。

三代 香衣  

今年度はリーダー塾企画グループの一員として活動させていただきました。

ウィメンズプロジェクトの新たな試みとして、これまで事務局が企画してい

たリーダー塾をメンバーが企画するということで結成されたグループでした。

そうやって考えていった先に、４人ものウィプロメンバーがリーダー塾の講師

を務めることになったことは驚いたと同時に、ウィメンズプロジェクトがとて

も頼もしい団体だと感じました。学び合う女性が集う団体はなかなか珍しいの

の講師を務めさせていた

だきました。ファシリテーションや会議の技法を学び始めて２年近く経ちます

が、ワークショップのファシリテーションは何度もしたことがあっても、講座

を受け持つことは初めてのことで、どのように伝えたら説得力があるか？など

を考えるよい機会となりました。こうやってまた一つ自信をつける場をいただ

なかなかグループ会議に出席できずメンバーにはご迷惑をおかけしましたが、

年活動を続けることができま
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