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決める・動く2018

｜受｜講｜者｜募｜集｜

地域版女性リーダー育成プログラム

学び合いと実践の中で、自分の力を実感
講義後の受講者同士の学び合いや、出された課題への取組みを続けていく中で、自分
に足りないものではなく、持っている力を活かす、という思考が繰り返し刷り込まれまし
た。また、仲間の強みも意識するようになりました。（NPO　40代）

学びを「現場」で活かす
受講する中で、思ってもみなかった自分の強みに気づくことができました。講座で学ん
だことをどのように町内で実践し、役立てることができるのかが理解でき、これからの活
動への意欲に燃えています。（町内会　60代）

多様な仲間との出会い・つながり
様々な分野で活動している女性たちが、各々の視点から意見を出し合い、ともに考える
経験ができる場が「決める・動く」だったと思います。宿泊研修やグループワークを通じ
て仲間となり、これからも共に歩んでいこうという意識を持つことができました。
（NPO　30代）

自分の強みを活かしたリーダーシップが自信に
リーダーシップを発揮することを意識するようになりました。今までは自信がなく、「私が
言わなくてもいいかな…」などと思っていたことに対しても、自分から声をかけるように
なりました。それにより周囲のやる気を引き出し、成長を実感することで、自らのやりが
いにもつながっています。これからも私なりに誰かを応援することができるよう頑張って
いきます。（NPO　40代）

修了者の声

「組織」を見る目が養われる
自分自身の成長だけでなく、組織全体の目指すべき方向を考える視点が芽生えたように
感じています。専門領域の研修や同業者同士の交流では得られない学びが、ここには
ありました。（NPO 代表）

活動の継続に必要な力と視点
活動を継続させていく上で必要不可欠な、マネジメントの力をつけることができる研修
でした。様々な分野とつながりができたことも、これからの活動の支えになると思います。
多様な視点で刺激し合いながら、切磋琢磨していくことを期待しています。（自治体職員）

推薦者の声

NPOや町内会など地域に活動の場を持つ女性や、
これから活動を始めたい女性たちが、
それぞれの現場で自分らしく
リーダーシップを発揮していくためのプログラムです。

プログラム説明会を開催します
昨年度までの修了者を交えて、講座の様子をお伝えします。
団体からの推薦を検討している方、受講しようか迷っている方など、
ご関心のある方はどなたでもご参加ください。

●日時　4月26日（木）13:30 ～ 15:00
●会場　エル・パーク仙台　スタジオホール
●申込み・問合せ　TEL 022-268-8300
  （エル・パーク仙台管理事業課）

決める・動く2017



決める・動く2018 プログラム
女性と防災まちづくり
Women Can Do It !

　災害に強いまちづくりのためには、女性が平常時から地域の中でリーダーシップを発揮するこ

とが必要です。「決める・動く」は、女性が地域でリーダーシップを発揮できるよう力をつける

研修事業として2016年にスタートし、2年間で45名の修了者を輩出しました。

　実践的なトレーニングと受講者同士の学び合いを特徴とし、地域の課題解決や組織の目標達

成に必要な力を磨くとともに、自分の強みを活かしたリーダー像を描きます。

　このプログラムを共に体験した修了者同士、互いの活動を支援し合うネットワークも生まれて

います。

　以下のとおり本年度の受講者を募集します。

【申込み・問合せ】 仙台市男女共同参画推進センター　エル・パーク仙台
 TEL 022-268-8300 ／ FAX 022-268-8304 ／ E-mail park1@sendai-ℓ.jp
 〒980-8555 仙台市青葉区一番町 4丁目 11－1　141ビル（仙台三越定禅寺通り館）5・6階

 「女性と防災まちづくり」専用HP　http://www.sendai-ℓ.jp/jbf/

■オリエンテーション　「仙台防災枠組」と「決める・動く」
■自己紹介
■コミュニケーションワーク

仙台駅出発
■ 【交流プログラム（石巻）】被災地視察、意見交換会
南三陸ホテル観洋着

■【講義・実践】　自分の『強み』を活かす
自分の「強み」を見いだすストレングスファインダー（米国
ギャラップ社が開発したツール）を使用。自分の資質を理
解し、目標達成に向けた「強み」の活かし方を学びます。

■ 【夕食交流会】

■語り部バス参加
■チャレンジに取り組むための話し合い
南三陸町発
■【交流プログラム（登米）】意見交換会
仙台駅着

■チャレンジの共有

■【講義・実践】　話し合う力 
話し合いの良し悪しが、グループ・団体の力に大きく影響
します。実りある話し合いに向けて、参加者のコミットを促
す場づくりを学び、実践につなげます。

■振り返り＆次回までのチャレンジ

■チャレンジの共有

■【講義・実践】　人を巻き込むコミュニケーション 
目標に向かって周囲の人をどのように巻き込み、働きかけ
るのか。グループマネジメントのためのコミュニケーション
力を磨きます。

■振り返り＆次回までのチャレンジ

■チャレンジの共有

■【講義・実践】　まちづくりコーディネート
地域の課題解決に必要なコーディネーターの役割とは？
実践例に基づいた具体的手法を交えながらトレーニングしま
す。

■振り返り＆次回までのチャレンジ

■チャレンジの共有
■中間振り返り

■【ワークショップ】　ネットワークを使いこなす
目標を達成するために、お互いにサポートし合えるネット
ワークをどのように構築し、活用していけばよいか、その
ヒントを学びます。

■振り返り＆次回までのチャレンジ

■チャレンジの共有
■【講義・実践】スピーチトレーニング①
■受講者ネットワーク①

■【講義・実践】スピーチトレーニング②
■受講者ネットワーク②

■受講者スピーチ・修了式
■交流会
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期日 時間 プログラム 講師等

【4】
7月26日（木）

【5】
8月23日（木）

【6】
9月13日（木）

【7】
10月11日（木）

【8】
11月1日（木）

【9】
11月22日（木）

【10】
12月6日（木）

【1】
6月7日（木）

【2】
6月29日（金）
（宿泊1日目）

【3】
6月30日（土）
（宿泊2日目）

森川 里美 氏
ストレングス・ラボ代表／
ギャラップ認定ストレングス
コーチ

遠藤 智栄 氏
地域社会デザイン・ラボ
代表

榊原 進 氏
特定非営利活動法人
都市デザインワークス
代表理事

藤田 潮 氏
and Cs（アンド シーズ）
代表

宍戸 美奈子 氏
ノルウェーに学ぶ会／
特定非営利活動法人
「女性と仕事研究所」
認定キャリアアドバイザー

（公財）せんだい男女共同
参画財団職員

（公財）せんだい男女共同
参画財団職員

（公財）せんだい男女共同
参画財団職員

2018年6月7日（木）～12月6日（木） 
（全10日間、約40時間）

実施期間

女性 20名
・町内会やPTAなど地域で活動をしている方
・NPO法人や市民グループ、ボランティア等に所属し、活動している方
・地域などでこれから活動を始めたいと考えている方
※地域団体やNPO団体等からの推薦者を優先し、その上で抽選により決定します

対　　象

20,000円 （宿泊費・参考図書代等実費15,000 円を含む）
※宿泊研修時の昼食代が別途かかります
※団体からの複数名受講特典として、2人目からの受講費用を15,000 円とします

受講費用

仙台市男女共同参画推進センター　エル・パーク仙台
※6/29（金）、6/30（土）の宿泊研修は「南三陸ホテル観洋」（南三陸町）

会　　場

受講申込書を5月18日（金）までに FAX、E-mail、または郵送により提出してください。
※受講申込書は財団ホームページ（http://www.sendai-ℓ.jp/jbf/）からもダウンロードできます

申　　込

託児利用料：子ども1人 300円／回　6カ月以上小学 1年生まで
しょうがいのあるお子さんや上のお子さんについてもご相談ください。
（宿泊研修には託児がつきません）

託　　児

※ 研修での学びをそれぞれの活動や地域に戻って実践することを、ここでは「チャレンジ」と呼んでいます。


