
決める・動く2021
地域版女性リーダー育成プログラム

女性が地域でリーダーシップを発揮していくための研修として2016年にスタート。
誰もが暮らしやすいまちづくりに向けて、
地域の課題解決や組織の目標達成に必要な力を磨きます。
活動分野も年代も異なる女性たちが集まり、
互いの活動を支援し合うネットワークが生まれています。

自分の考えや思いを上手に伝えたい
自信をつけて、今よりもっと地域や団体に貢献したい

他の活動分野の人とつながりたい
マネジメント力を高め、チーム作りに活かしたい

自分の住むまちをより良くするために、できることから始めたい

そんな思いを持つ女性たちの受講をお待ちしています

［主催］仙台市・公益財団法人せんだい男女共同参画財団
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所　属 年　代

これまでの受講者

［内　訳］
町内会、民生委員児童委員協議会、婦人防火
クラブ、地区防犯協会、小学校 PTA、仙台市
社会学級研究会、学校支援地域本部、仙台市
地域防災リーダー（SBL）、社会福祉協議会、
農業、生活協同組合、NPO 等（まちづくり、
地域コミュニティ、子育て支援、障害児者支援、
生活自立支援）など　
※2016〜2020受講者 108名　　　　　　　　

活動がスムーズに動き出す
講座での学びを自分の活動に当てはめて、問題点や改善策を考えていくことができました。おかげで考え方や姿勢が前
向きになり、活動自体がスムーズに動き出しています。� （婦人防火クラブ　50代）　

自分の力を実感
現場での実践を受講者同士で振り返る中で、自分に足りないものではなく、「持っている力を活かす」という考え方が身
についていきました。� （NPO団体　40代）

話すことで自信に
地域で活動していると「これでいいのかな」と思うことがありますが、自分の取り組みを話したり、講座に来ている女性た
ちの話を聞いたりすることで、「私のやっていることは間違ってない！」という自信を持つことができました。
� （地域団体　50代）

学びを活かし、地域に貢献
聞き方・話し方といった民生委員活動に活かせるものを学ぶことができ、大変参考になりました。これからも高齢者や児
童との会話の中で実践し、安心して暮らせる地域づくりに貢献していきます。� （民生委員　50代）　

支え合う仲間との出会い・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でした。これから
も悩んだ時にお互い支え合える仲間を持つことができました。� （NPO団体　30代）

推薦者の声
日常の中で大切な力を磨く
団体から毎年受講者を送り出しています。日常の中で大切な、話し合いやコミュニケーションの力を磨くことができるの
が魅力です。現場に戻って他の仲間にも学んだことを伝え、組織に良い影響を与えてくれることを期待します。
� （民生委員児童委員協議会）

つながりを活動へ活かす
内部研修はこれまでも実施してきましたが、様々な分野の女性たちが集まり、学び合えるというのは貴重な機会です。こ
の出会いを活かすことで、さらに活動の幅が広がっていくと感じています。� （協同組合）

修了者の声

「決める・動く」は「仙台防災枠組に関する自発的な取り組み（Sendai�Framework�Voluntary�Commitment）」と
して、国連に承認されています。



プログラム
日　程 時　間 プログラム 講師等

【1】
6月3日（木）

13:30 ～ 16:30 ■オリエンテーション「仙台防災枠組」と「決める・動く」
■アイスブレイク

（公財）せんだい男女共同参画
財団職員

【2】
6月24日（木）

13:30 ～ 17:30 ■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。

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

17:30 ～ 18:00 ■振り返り、チャレンジの確認

【3】
6月25日（金）
（フィールドワーク）

	 9:00 仙台駅出発

阿部 憲子 氏
南三陸ホテル観洋女将

10:20 ～ 12:20 ■	【交流プログラム】一般社団法人ウィーアーワン北上の活動紹介と
意見交換

14:00 ～ 15:00 ■リーダーに聞く
リーダーとして大切にしていることなどについて伺います。

15:15 ～ 16:15 ■【視察】南三陸ホテル観洋「語り部バス」参加

17:45 仙台駅着（予定）

【4】
7月15日（木）

13:30 ～ 14:10 ■チャレンジの共有

遠藤 智栄 氏
ファシリテーター、
株式会社ばとん	代表取締役、
地域社会デザイン・ラボ代表

14:15 ～ 17:15 ■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。

17:15 ～ 17:30 ■振り返り、チャレンジの確認

【5】
8月19日（木）

13:30 ～ 14:10 ■チャレンジの共有

藤田 潮 氏
and	Cs（アンドシーズ）代表

14:15 ～ 17:15 ■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。リーダー
としての振る舞いや、話に説得力をつける方法を学び、コミュニケーション
力を磨きます。

17:15 ～ 17:30 ■振り返り、チャレンジの確認

【6】
9月16日（木）	

13:30 ～ 14:10 ■チャレンジの共有
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

14:15 ～ 17:15 ■まちづくりコーディネーターの役割
地域の人々の思いを集め、様々な機関や団体と連携するには？実践例に基づ
いた具体的手法を学び、客観的にまちづくりを捉える視点を養います。

17:15 ～ 17:30 ■振り返り、チャレンジの確認

【7】
10月7日（木）

10:00 ～ 10:40 ■チャレンジの共有

（公財）せんだい男女共同参画
財団職員

10:45 ～ 11:45 ■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
に構築し活用するのか、ヒントを学びます。

11:45 ～ 12:00 ■受講者ネットワーク①

13:00 ～ 14:00 ■中間振り返り

14:10 ～ 16:20 ■スピーチトレーニング①原稿を練る

【特別企画】
10月9日（土）

10:00 ～ 12:00 ■修了者との交流会
本プログラム修了者との交流を通じて、さらにネットワークを広げます。

【8】
10月28日（木）

13:30 ～ 16:00 ■スピーチトレーニング②話し方、見せ方
自信を持って自分の思いを伝えるための話し方や壇上での見せ方をトレーニ
ングします。 渡辺 祥子 氏

アナウンサー、朗読家16:00 ～ 16:15 ■振り返り

16:30 ～ 17:30 ■受講者ネットワーク②

【9】
11月17日（水）

13:30 ～ 17:00 ■スピーチトレーニング③スピーチの実践 （公財）せんだい男女共同参画
財団職員17:00 ～ 17:30 ■受講者ネットワーク③

【10】
12月2日（木）

13:00 ～ 14:15 ■リハーサル

14:30 ～ 16:00 ■受講者スピーチ・修了式

16:00 ～ 17:00 ■交流会

地域版女性リーダー育成プログラム　決める・動く2021

2021年6月3日（木）～12月2日（木）
（全11日／約 40時間）

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

8,000円
（参考図書代、フィールドワーク昼食代等実費含む）

仙台市男女共同参画推進センター　エル・パーク仙台
※6/25（金）のフィールドワークは石巻市、南三陸町

受講申込書を5月14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（https://sendai-ℓ.jp/jbf/）からもダウンロードできます
�
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（要申込）
しょうがいのあるお子さんや、小学2年生以上のきょうだいがいる場合はご相談ください
（フィールドワークには託児がつきません）

仙台市男女共同参画推進センター　エル・パーク仙台
〒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階
TEL�022-268-8301 ／ FAX�022-268-8316
E-mail�park1@sendai-ℓ.jp ／ https://sendai-ℓ.jp/jbf/

　　　　　　SNSで講座の様子や最新情報を配信中！「女性と防災まちづくり」で検索

実施期間

対　　象

受講費用

会　　場

申　　込

託　　児

申込・問合せ

プログラムの特長
講義を聞くだけでなく、学んだこと
を現場で実践し、その取り組み状況
を受講者同士共有することで、一人
では得られない学びを得ることがで
きます。
その学び合いをとおして、多様な
リーダーシップのあり様を理解する
とともに、自分らしいリーダー像を
磨きます。

☆	研修での学びを自分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。


