萩原 扶未子 講演会等 履歴
萩原 扶未子 研修 ＆ 講演履歴
※開示のできるもののみとなっています
種別 日程

依頼先

総合 14.07.12 （一社）大学女性協
司会 -13
会金沢支部
講演 14.07.08 石川県立錦丘中学
金沢西ロータリーク
講演 14.05.16
ラブ
講演 14.05.15 労委労協

タイトル

詳細

ホームページ

女性を議会へ！全国キャラバン―
2015統一地方選を前にin石川

男の我慢、女の不満（組織編）
労委労協 2014年度中部ブロック研修
会

講演 14.05.12 長崎県商工会連合

（仮）女性の強いリーダーシップの取 女性会の九州大会 基調講演
4月例会
コミュニケーションスキルとスピーチスキル向
公益社団法人七尾
研修 14.04.21
上セミナー
青年会議所
コミュニケーション能力向上セミナー
白山石川農業振興 「男女の特性を活かした商品づくり・売
講演 14.03.19
白山石川農業振興協議会総会
協議会
り方とは！？」
今、勝ち残るための経営には、企業の体力
アップや体質改善を図りながら活力ある職場
リーダーを育成し組織を活性化させよ づくりが求められています。その中でも企業の
う
運命・将来を担うべき役割を期待される社員の
新居浜商工会議所
育成が喫緊の課題となっています。
研修 14.03.18
／愛媛県
”人材”を”人財”に変える
本セミナーでは、シミュレーション（模擬実験
社員力パワーアップセミナー
型）・ゲームを通じて自己の課題を浮き彫りに
～ 若手からベテランまで ～
し、具体的に改善できるように指導いたしま
す。
企業のもっとも大事な資産である「人財」をこの
本講座は、技術的なことより「なぜ、必要なの
か？」を、”感謝”をベースにしています。
技術的なことは、実際に使わないと3日で忘れ
ますが、器ができていれば、日々、考え取り入
れていくことができていくからです。
研修 14.02.26 金沢福祉専門学校

特別ゼミ
「ビジネスマナー」

http://www.niicci.
or.jp/semina/semi
nar20140318.pdf

http://www.k組織で働く 基本勤務姿勢" "就職目前の学年 fukushi.ac.jp/topics/2
602/index01.html
を対象にした、特別ゼミナール
社会人として、最低限必要なビジネスマナーと
テレホンマナー など"

いしかわ耕稼塾「女性農業者のためのキャリ
アサポートセミナー」研修生募集

研修 14.02.20

いしかわ農業人材
機構

１ 趣旨
近年、女性農業者は、経営者の補助的役
割だけでなく、経営者や部門責任者として活躍
する事例が増えており、今後ますます、農業経
営及び地域活動においても重要な役割を担う
ことが期待されている。
こうした状況の中、今後経営参画を目指す
若手女性農業者からは、「情報発信」や「経営
いしかわ耕稼塾
「女性農業者のためのキャリアサポー の考え方」など、経営に関連する基礎知識に
関して学ぶ機会が少なく、学習したいという声
トセミナー」 in 奥能登
が多い。
このことを踏まえ、「情報発信技術の向上」や
「経営分析、立案力の向上」など、経営に必要
な基礎知識を習得し、女性農業者のキャリア
アップを目的とした講座を開講する。
２ 募集対象・定員

http://inz.jpn.org/
shinchaku/archive
s/2013/07/

石川県内の女性農業者

３ 研修の概要
（１）開催日時・研修内容

いしかわ農業人材
研修 14.02.18
機構

（予定含む）

いしかわ耕稼塾
「女性農業者のためのキャリアサポー
トセミナー」 in 金沢

第６回 金沢 ２月１８日（火）
能登 ２月２０日（木）
コミュニケーション・ビジネスマナー

株式会社 ジー アンド エス

http://inz.jpn.org/
shinchaku/archive
s/2013/07/
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＊ジェンダー（男女の特性）とは
＊ジェンダーを活かした 売れる！販売方法
三条商工会議所/新 ジェンダー（男女の特性）を活かして売 ジェンダー（男女の特性）の違いは意外に把握
講演 14.02.15
潟県
上を伸ばす！
されていません。そこで日々の生活の中で、男
女の「なんで？」「どうして？」を理解し商売に
活かせば、費用をかけずに簡単に他社との差
別化ができます。
地域ネットワークフォーラムin能登
講演 14.01.25 いしかわ女性基金

チャレンジ賞受賞者よる取組発表
チャレンジトーク
～ 輝け わたし！ ～

www.sanjocci.or.jp/seminar/
140215gendersem
inar.pdf
http://ishikawajyoseikikin.or.jp/event/2
013/12/-in.html

ＩＴ業界で女性ならではの感性を活かして成功
した経営者がその体験を語る！

講演 14.01.23

伊予商工会議所
女性会／愛媛県

女性の感性と発想を経営に活かす

若くして結婚し、ほぼ同時にＩＴ業界で独立・開
業、システムの導入･開発か
らデータ入力・テープ起しまで、女性ならでは
の気配りの利いたＩＴトータルサポートで
事業を成功させ、現在は創業コンサルティン
グ・組織内ジェンダー活用等幅広くご活躍中
の萩原扶未子講師を招き自らの体験を交え、
女性ならではの視点での事業の喜びや苦労、
成功への着眼点など体験から得たお話をして
頂きます。

http://www.iyocci.
jp/zyoseikouen.pdf

女性農業委員ネットワーク石川 定期
女性地位向上、地域で生き活きと活躍してい
総会
ただくためのお話
女性農業委員ネット
講演 14.01.17
ワーク石川事務局 女性がリーダーシップを発揮し地域で
ジェンダーの活用、女性のリーダー
シップを発揮するためには など
活き活きと活躍するためには
～ジェンダーの特性、活用術～
男女の育児休業の意識の違い
北陸鉄道労働組合
ディーセント・ワークとは？
講演 13.12.26
女性の働きやすい職場づくり
青年女性部
ジェンダー（男女の特性）を活用して職場の活
性化を創出
成果があがる！組織が活性化する！
研修 13.12.20 ゴーゴーシステム
必要な15のポイント
金沢調停協会家事 ジェンダー（男女の特性）問題と男女
講演 13.12.17
部会
間のコミュニケーション
消費税増税によりどの企業も様々な影響を受
けることは必至ですが、どのような状況下にお
いても強くたくましい会社には、必ず明確な指
導力をもったリーダーや会社を支える人材が
成果があがる！組織が活性化する！ 存在します。本セミナーでは、そのような消費
経営に効く人財づくり
税増税後の新時代にふさわしい「人財づくり」
研修 13.12.11 熊本商工会議所
をどのように推進したらよいか解説いたしま
～消費税増税下でも新分野進出を目 す。人材育成に定評のある人気講師による講
指す人財づくり～
座
・時代にあったリーダー像とは
・リーダーに求められる資質15カ条
・４画面思考法で自己分析
1 趣旨

コー
ディ
農林水産省
13.11.29
ネー
北陸農政局
タ

北陸農政局 農村漁村

本フォーラムは、農山漁村における男女共同
参画の実現を目指して経営・社会参画等の優
良な取組を行っている個人や団体等を表彰
し、その活動事例を広く紹介することにより、北
陸地域における男女共同参画の一層の気運
の醸成と女性による農山漁村の活性化の取組
を促進することを目的に開催。

男女共同参画フォーラム

http://www.maff.g
o.jp/hokuriku/keie
i/pdf/hyousyousik
i_251129.pdf

司会進行を含めたコーディネートを通して、
受賞者の取組内容が、
フォーラム参加者により効果的に伝わるよう橋
渡し、
参加者のやる気やネットワーク構築 等を
引き出します。

（予定含む）

株式会社 ジー アンド エス
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コー
ディ
ネー 13.11.21 石川県庁
タ＆
研修

講演 13.11.20

新潟県津南町商工
会

コー
ディ
ネー 13.11.21 石川県庁
タ＆
研修

タイトル

詳細

ホームページ

公的機関の女性管理職のための宴席 自身が責任者としての宴席の女性ならではの
マナー
ビジネスマナーを実践型で学ぶ場

消費税の仕組み
税率引き上げにともなう経過措置
適用税率の原則
店舗表示方法
消費税増税に打ち勝つセミナー
禁止される表示法
消費税アップ分は値引きできるのか
ポイント付与はどうするのか
ジェンダー（男女の特性）活用による売上ップ
につながる手法
県政における政策・方針決定の場に女性職員
が積極的に参加できるよう、女性職員の職域
拡大や管理監督者への登用を推進する中、女
性職員がリーダーとしてその能力を発揮できる
ために、女性職員が自ら将来のキャリアの方
女性中堅職員のためのキャリア支援 向性を描くことにより、自発的な能力開発の促
研修
進や業務意欲の向上を図ることを目的とした
研修
・ジェンダー特性（男女の特性）の基本概念
・ジェンダー特性を考慮した対人対処法
・ジェンダー特性を活かしたマネジメント
「ワークライフバランス（仕事と生活の調和）」を
テーマとして、石川県ワークライフバランス事
業と連携し、創業を志している方・ご興味のあ
る方とともに学ぼうというものです。
多くの女性が直面する「仕事と家庭の両立」に
ついて、パネルディスカッションを行います。

コー
平成２５年度 第２回女性経営塾
ディ
金沢商工会議所女
13.11.19
仕事と家庭、どちらも上手にこなすために
ネー
性会
～女性経営者におけるワークライフバ
㈱ジーアンドエス
代表取締役社長 萩原 扶
タ
ランス（仕事と生活の調和）～
未子氏
㈱空間工房ゆう 代表取締役
多賀 友里
乃氏
弁護士法人兼六法律事務所 弁護士 柴田
未来氏
㈱ワーク・ライフバランス コンサルタント 横山
真衣氏
首都圏店長＆スタジアムのプレーヤーや本
ゴーゴーカレー 本
部のスタッフ向け研修
研修 13.11.07
男・女の特性を活かす仕事の仕方
社
主に首都圏管理職向け
地区の責任者向け
岡三証券 本社 人
研修 13.11.06
材開発部
ジェンダー（男女の特性）活用研修

講演 13.11.01

石川県職員労働組
合

男の我慢、女の不満組織編
女性社員活用法
女性管理職育成 等

壮年部・総会
ベストパートナーになるために
～ 子どもが巣立った後の楽しい生活

かがやき（H25年度
金沢市女性のため
研修 13.10.30
の起業支援セミナー
有志の会）

女性経営者の宴席マナー

観光サポーター研修
富山市 商工労働
研修 13.10.29 部 観光振興課、観
ジェンダー（男女の特性）を用いた来
光協会
客とのコミュニケーション力 アップ講

（予定含む）

・ジェンダー特性の基本概念
・ジェンダー特性を考慮した対人対処法
・ジェンダー特性を用いたマーケティング等

株式会社 ジー アンド エス
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種別 日程

依頼先

研修 13.10.21 小松市

タイトル

詳細

宴席でのビジネスマナー
こまつ女性起業チャレンジ塾 5期 特に女性経営者は、ロールモデル（見本）が少
http://www.city.komat
卒業納会＆宴席を活かす！起業の法
ないために、女性は知りません。
su.lg.jp/3954.htm
則
”女性経営者の接待マナー”
を学びます。
目的 ： 強い組織と個人について学ぶ
全社員研修

仕事に必要な基本姿勢・スキルの定着を促
し、「できるビジネスパーソン」を育成します

高活性化組織を目指した実践型育成
研修
自分自身の「強み」「弱み」に気づき、力を磨く
ためのきっかけを作ります
～ 自己流から自社統一へ ～
参加者同士が打ち解け、短時間で「チーム」を
つくるきっかけを作ります。
男女の特性を仕事に活かす
講演 13.10.18 トミキライフケア
～なんで男は！？どうして女は！？を
ひも解く～
パネ
経営者による企業の魅力熱血講義 北陸学院大学生にむけて、中小企業で働くこと
石川県中小企業団
13.10.17
ラー
体中央会
in北陸学院大学
の魅力を語りかける
同姓の部下や男性の部下、上司とどうのよう
にコミュニケーションをはかればよいのか。
北陸エスティック振 ジェンダー（男女の特性）を活かした経
講演 13.10.16
ジェンダー特性（男女の特性）とは何か、ジェン
興会
営について
ダー（男女の特性）の違いを経営面で有効に
活用するためのセミナー
やさしい組織論

研修 13.10.20

株式会社スパーテ
ル

研修 13.10.15 小松市

コー
ディ
ネー 13.10.13 金沢女性センター
タ＆
研修

講演 13.10.10

ホームページ

上越商工会女性部
連絡協議会

女性で特に地方は管理職経験がほとんどない
ために、家庭などの常識、がビジネス（組織）
こまつ女性起業チャレンジ塾 5期
常識（マナー）と勘違いしているために、
「なぜ、相手が気分を害したのか？」
が、わからないために起こすトラブルやイメー
ジダウンが多々生じています。
ジェンダー（男女の特性）に基づき、ビジネス
（組織）常識（マナー）を学びます。
＜目的＞
机上理論では、理解はしていてもなかなか実
金沢女性起業塾
際には活用できません。
この講座は、ゲーム型作業を通して、全員が
【2回 シュミレーション・ゲームを使っ
自身の潜在能力を知ることができます。
て女性ならではの経営スキルアップに また、コミュニケーション力、交渉力、組織力
チャレンジ！】
等も、楽しみながら実体験として学ぶことがで
きる場です。

https://www.face
book.com/events/
181225428732273
/

http://www.city.k
omatsu.lg.jp/3954.
htm

女性の感性と発想を経営に活かす
一般的な起業塾ではなく、ジェンダー（男女の
特性）を考慮した女性ならではの女性起業家
のスキルアップを学ぶ場。また、同じ立場の仲
間とのネットワークを作れる場です。

＜目的＞
経営は男性思考で作られています。でも、女
【1回 ジェンダー（男女の特性）を活用 性は管理職経験も少ない中で、女性視点で起
して、女性ならではの起業経営にチャ 業をする際に、やりたいことがうまく伝えられま
せん。
レンジ！】
でも、お客様はほとんどの場合は女性です。
また、ほとんどの女性は右肩上がりの従来の
経営手法ではなく、「お客様の喜ぶ顔と自分の
充実感を得たい」というものです。
この講座を通して"女性ならではの起業経営
"を学びます
講演 13.10.05 金沢木型協同組合 経営に活かすジェンダー（男女の特
コー
ディ
ネー 13.10.06 金沢女性センター
タ＆
研修

（予定含む）

金沢女性起業塾

株式会社 ジー アンド エス
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円高・原価高に加え、郊外大型店との競合な
ど、地域の個店をとりまく状況は危機的な状況
となっております。本セミナーでは、「個店力」
を高めるためには何が必要か、どういったこと
を行えばよいのか、郊外大型店が開店するか
らこそ地元にはチャンスであるという事を分か
りやすく解説いたします。既に売上減にお悩み
の方も、「まだ大丈夫！」とお思いの方もこぞっ
てご参加ください。

講演 131003

富山県小矢部市商
工会女性部会

明日からできる
誘客につながる地域お店の取り組み
・アウトレット開店による地域の影響
地域活性化/交通状況/観光振興等

ホームページ

http://www.shoko
kai.or.jp/16/16209
10000/index.htm

・アウトレット開店による自店の影響
競合品対策/多様化する客層等

研修 13.09.24 小松市

・自店の強みの見つけ方、活かし方
意外なところにある自店の強み
Facebookやブログ、ホームページ活用
自分の棚卸し、洗い出しをして、ビジネスプラン
http://www.city.komat
こまつ女性起業チャレンジ塾 5期
作成の考え方やポイントを学びます。
su.lg.jp/3954.htm
プチ・ビジネスプランで夢に近づこう！ 実際に、プチ・ビジネスプランを作成方法を学
びます。
自分の未来捜し～自分を見つめ直し、可能性
に気づき、新しい一歩を歩む～

女性チャレンジセミナー

第3回 行動しよう
～起業する場合について考える～

研修 13.09.19 金沢市
私の力で未来をひらく
" 勤務する場合と起業する場合との違い
" 自分で仕事を始めるときの心構え
" 必要な知識とノウハウ
" 起業している女性の現状
ジェンダー（男女の特性）の違いは意外に把握
かほく市民大学講座
されていません。
そのため、「なんで？」「どうして？」という出来
かほく市教育委員
講演 13.09.18
男の我慢 女の不満
事が頻発しています。
会
～ オトコとオンナの謎？？を解く！！ 互いの特性を知ることで、楽しい家庭生活を送
～
れるだけでなく、経営においても地域活動に
も、たくさんの効果が生まれます。
日本興亜損害保険 『男女の違いを活かす販売企画バト
生保男性向け商品の販売企画 VS 生保女
研修 13.09.13 株式会社 山陰支
ル』
性向け商品の販売企画 手法
店
あすなろ会 ＶＳ なでしこ会
研修 13.09.10 ゴーゴーシステム
男・女の特性を活かす仕事の仕方
西地区のプレーヤー研修
県内外で活躍する女性議員とのトークショー

北陸ウーマンズ・マーケット
コー
ディ
女性起業家交流会
13.09.08
ネー
in HOKURIKU（JKK）
タ

http://info.city.ka
nazawa.ishikawa.jp
/webapps/www/e
vent/detail.jsp?id=
22676

社会でつながりを作るには？
働く女性の処世術って？
がんばる女性にエールを送るトーク満載

パネルディスカッション
輝く女性のワーク・ライフ・バランス

ゲスト 安居 知世様 久保 洋子様 中島
利美様（予定）
（女性 県・市議会議員）
コーディネート JKK代表 萩原扶未子
卒業生による
パネルディスカッション

コー
ディ
13.09.03 小松市
ネー
タ

こまつ女性起業チャレンジ塾 5期
塾を活用して夢に近づこう！

コー
ディ 13.09.03
小松市
ネー -10.21
タ

こまつ女性起業チャレンジ塾 5期

こまつウーマンカレッジ 入門編
小さくても、私らしい起業をしてみません
か！？ - 女性のためのプチ起業塾 －

http://www.city.k
omatsu.lg.jp/3954.
htm

宴席を活かす！起業の法則

宴席ニガ手を救う
”女性経営者の接待マナー”
実践を通して学ぶ場

https://www.kamiichi
mon.jp/seminar/?__ye
ar=2013&__month=07&
__date=13

上市町雇用創造協
研修 13.08.24
議会

（予定含む）

http://www.city.komat
su.lg.jp/3954.htm
『こまつ女性起業チャレンジ塾』を受講したか
ら、今がある

株式会社 ジー アンド エス
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新川管内農業の発展と活性化を図るため、消
費者・実需者のニ－ズを踏まえた農産物生産
新川地域６次産業化研究会
はもとより、農産物の付加価値化など、多角的
富山県新川農林振
な農業経営・事業展開を図る「６次産業化」を
講演 13.08.20
興センター
６次産業化でプチ起業を目指しません 推進していく必要があります。
か！？
農産加工に取り組む女性起業や６次産業化に
興味のある管内農業者を対象に、商品づくり
や販売強化、先進事例調査等の研修会

研修 13.08.10

上市町雇用創造協
議会

研修 13.08.04

株式会社スパーテ
ル

コー
ディ
福井県、福井県農
13.07.30
ネー
業協同組合中央会
タ

講演 13.07.30

福井県、福井県農
業協同組合中央会

研修 13.07.20

上市町雇用創造協
議会

講演 13.07.19 経営研究会「七星
講演 13.07.18 アシスト

コー
ディ
上市町雇用創造協
13.07.13
ネー
議会
タ

女性で特に地方は管理職経験がほとんどない
ために、家庭などの常識、がビジネス（組織）
群れの中にはルールがある
常識（マナー）と勘違いしているために、
「なぜ、相手が気分を害したのか？」
～ 女性経営者のビジネスマナー（組 が、わからないために起こすトラブルやイメー
織論） ～
ジダウンが多々生じています。
ジェンダー（男女の特性）に基づき、ビジネス
（組織）常識（マナー）を学ぶ場。
管理職研修

https://www.kamii
chimon.jp/seminar
/?__year=2013&__
month=07&__date=
13

ジェンダー（男女の特性）でわかる
男＆女の仕事の違いを活かす方
農村女性企業リーダー研修会
女性経営者としての考え方や、今後の経営の
～一歩先を見すえた女性企業経営の 展開等について、法人化した農村女性起業の
展開について～
各組織リーダーが抱える悩みに対するアドバ
イスの場
農村女性企業 お茶会談議
茶話会
農村女性企業リーダー研修会
農村女性企業 ビジネス塾
～一歩先を見すえた農村女性企業経
営の展開について～
いかに女性ならではの強みをいかすか！？
～明るい農村女性企業の経営をめざして～
餌を確保して元気に飛ぼう
https://www.kamiichi
自分を売り込むプレゼン・テクニックから売上
mon.jp/seminar/?__ye
をあげ、組織を作り、コラボレーションを成功さ
～ 女性ならではの営業や運営方法
ar=2013&__month=07&
せる方法を学ぶ場
～
__date=13
経営に活かすジェンダー（男女の特
男女の特性を仕事に活かす
～なんで男は！？どうして女は！？を
ひも解く～
一歩先に起業した女性の仲間に
●起業を考えるまで
https://www.kamii
こうして羽ばたき始めました
●何からやり始めたか
chimon.jp/seminar
●始めてみてわかったこと
/?__year=2013&__
～ 一歩先に羽ばたいた彼女たちの
●お客様をどのようにして増やしているか
month=07&__date=
話しを聞く ～
等々

13
を、パネルディスカッション
テーマ
ぼんやりと起業の夢はあるけど、起業してみた
けど
研修
&
コー
ディ
ネー
ト

13.
女性のためのプチ・起業塾
7/13、
上市町雇用創造協
20、27、
議会
－ 夢に向かって羽ばたいてみたい貴
8/10、
女へ －
24

「やり方がわからない」
「心細い」
「仲間がほしい」

https://www.kamii
chimon.jp/seminar
/?__year=2013&__
month=07&__date=
13

そんな、女性起業家（希望者含む）が対象で
す。
「一緒に夢に向かって、羽ばたいてみません
パネルディスカッション
コー
ディ
13.07.01 北陸農政局
ネー
タ

農山漁村女性6次産業化実践セミナー

農山漁村女性６次産業化実践セミ
ナー
講演 13.07.01 北陸農政局
女性ならではの感性を活かした
販売・流通戦略とは！？

（予定含む）

http://www.maff.g
o.jp/hokuriku/keie
●パネリスト：俵朝子氏（ハーブ農園ペ
i/danzyotop.html
ザン）

見谷春美氏（見谷ナーセ
農山漁村女性の6次産業化を推進・ステップ
アップすることを通じて、今後の経営参画に対
する一層の意欲向上と、経営発展の促進を図
ることを目的として、女性の感性を活かした販
売・流通戦略に関する講演、6次産業化を実践
している方によるパネルディスカッション、参加

株式会社 ジー アンド エス
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01.html

6/33

萩原 扶未子 講演会等 履歴
種別 日程

依頼先

タイトル

詳細

ホームページ

知識ゼロからデータ解析手法
データ分析とは
商売の宝庫であるデータの見つけ方
お客様の心をつかむ2つのマジック
データの取り方
研修 13.06.28

上市町雇用創
造協議会

そのデータは宝の山！！
隠された顧客の本音分析
～”お客様の声（調査）”を、見方を変
えるだけで驚きの効果へ ～

品切れにならない在庫数分析
立地場所から出店場所を分析
100円でいくつ売れるか分析

https://www.kamii
chimon.jp/seminar
/?__year=2013&__
month=06&__date=
28

効果がわかるダイレクト・メール分析 等
講演 13.06.21

石川福祉連絡協議
会

女性社員の掟（ルール）
～ ジェンダー（男女の特性）を活かし
た経営とは！？ ～

http://asakatsuto
yama.blog51.fc2.c
om/blog-entry481.html

男女の特性を仕事に活かす
～なんで男は！？どうして女は！？を
ひも解く～

講演 13.06.02

朝活@富山
数字や言葉の表現は、
９９％の意識と
１％の知識
人の感情をゆさぶる数字とは
宝くじはどこで買うか
お客様の心をつかむ2つのマジック
人が来る求人広告
研修 13.05.31

上市町雇用創造協
議会

表現を変えるだけで、びっくりの効
果！！

数字や言葉のマジック
どっちが損か得か

～ 数字や単位、言葉のトリック ～
写真や見出しでこんなに取り方が変わる 等
例）A)競合店の"５％還元セール"に、３％還元
分の予算しかない時の逆転アィディアは？
B)一番有利な数字を見つける！ 「1勝3敗」
→ 「負けなし」
C)99.9％確実 → 「絶対」とは言っていない
キャリア教育支援講座
石川県仕事探しシェルパによる職業
講話
講演 13.05.28 ジョブカフェ石川

石川県立金沢商業高等学校 １年生
自分の人生は、自分で切り開く ～ 人
生楽しく行きていこう！～
モーニングセミナー

講演 13.05.13 七尾倫理法人会
男性には謎？？ 女性社員のルール
～ 貴重な戦力の女性活用法
スタジオキノシタ様向け
研修 13.04.25

金沢市商業活性化
アドバイザー事業

（予定含む）

https://www.kamii
chimon.jp/seminar
/?__year=2013&__
month=05&__date=
31
http://www.jobcaf
eishikawa.jp/index.
php?target_date=2
0130401&page_id=
101
http://rinriishikawa.com/ishir
in/nanao.html

女性マーケティング開拓法
～ 女性の心を掴む企画、広告、接客
方法 ～

株式会社 ジー アンド エス
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種別 日程

研修 13.04.23

依頼先

金沢市商業活性化
アドバイザー事業

パネ
13.04.07 連合石川
ラー

タイトル

詳細

女性で特に地方は管理職経験がほとんどない
ために、家庭などの常識、がビジネス（組織）
常識（マナー）と勘違いしているために、
12年度 金沢市女性のための起業支
「なぜ、相手が気分を害したのか？」
援セミナー有志の会（卵の会）向け が、わからないために起こすトラブルやイメー
ジダウンが多々生じています。
女性経営者のビジネスマナーと経営 ジェンダー（男女の特性）に基づき、ビジネス
計画のたて方
（組織）常識（マナー）を学ぶ場。
～ やさしい組織論 ～
女性は右肩上がりの成長を望まず、ワーク・ラ
イフ・バランスを重視した安定的な経営を望ん
でいます。
固定費があまりかからないなど、女性ならでは
今、私たちが取り組んでいる「２０１３春季生活
闘争」の一環で、すべての働く者の処遇改善を
非正規フォーラム
めざした取り組みとして毎年開催し、本年は初
めて非正規労働者の方がたの参加をいただ
き、労働者をめぐる情勢や今後のめざすべき

ホームページ

http://www.rengo
ishikawa.jp/pdf/13
0314.pdf

JKKサロン
研修 13.03.28

女性起業家交流会
in HOKURIKU（JKK）

論理的思考術
～あれもこれもやらないといけない
貴女に～

お客様の性別に応じた接客と、効果的なＰＯＰ
作成のコツが学べます。
自営業・小売業の方にぜひ受講いただきたい
講座で講師: 萩原 扶未子 氏
田村 隆 氏講師
略歴: ㈱ジーアンドエス 代表取締役社長
（萩原氏）
『男女の特性とデザインを仕事に活か
㈲タムラデザイン 代表
（田村
す』
氏）
上市町雇用創造協
研修 13.03.19
概要等：3月19日
議会
目からウロコですよ！
＜10：00～12：00＞萩原扶未子氏
ジェンダー（男女の特性）別顧
目からウロコですよ！
客の特徴
ジェンダー（男女の特性）別顧客の特
徴
＜13：00～16：00＞田村隆氏
「モノ」や「事」を伝えるために必要な視
点

https://www.kamii
chimon.jp/applicat
ion/?id=354

会場：カミール３Ｆ サークル室１
定員：２０名程度
１回目
奥様の解体新書
～ ご主人の気遣いがなぜ通
じないのか？ ～
講演

13.03.14 金沢北ロータリーク
、21
ラブ

講演 130311 北陸農政局

（予定含む）

２回目
女性社員の解体新書
～ 男性社員の気遣いがなぜ
通じないのか？ ～
北陸５県の担当者及び女性経営者発 女性経営者発展支援事業 ネットワーク形成の
展支援事業の実施主体者会議
重要性について

株式会社 ジー アンド エス
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①課長向け研修（女性営業職と男性
営業職の指導法）

日本興亜損害保険
13.03.7- 株式会社 山陰支
研修
9
店

ジェンダー（男女の特性）に基づいた
活き活きと女性社員に仕事に取り
組んでもらうための研修
②女性営業職向け研修
ジェンダー（男女の特性）でわかる
男＆女の仕事の違いを活かす方
法

12年度 こまつ女性
講演 13.03.02 起業チャレンジ塾有
志の会

女性を活かす！マーケティング

研修 13.02.27 金沢福祉専門学校

特別ゼミ
「ビジネスマナー」

男女の買い物思考の違いとジェンダー（男女
の特性）の変化にともなうこれからのマーケ
ティング・スポット
本講座は、技術的なことより「なぜ、必要なの
か？」を、”感謝”をベースにしています。
技術的なことは、実際に使わないと3日で忘れ
ますが、器ができていれば、日々、考え取り入
れていくことができていくからです。
組織で働く 基本勤務姿勢" "就職目前の学年
を対象にした、特別ゼミナール

http://www.kfukushi.ac.jp/blog
/diary.cgi?no=353

社会人として、最低限必要なビジネスマナーと
テレホンマナー など"

奥能登農林総合事
務所
奥能登農林漁業女
性交流会実行委員
研修 13.02.26 会
（奥能登地域の農林
漁業女性組織と農
林総合事務所で構
成）

奥能登農林漁業女性交流会
６次産業化と女性起業

◇ 目 的
奥能登地域の農林漁業女性組織は、農林水
産業のあらゆる場面に参画し、活力ある農山
漁村の実現に向けた取組を展開してきており、
男女共同参画社会の実現をめざして会員間の
意見交換を行う交流会でお互いの交流を深
め、女性のより一層の社会参画を図る。
13:30 ～ 開会挨拶
13:40 ～ 「６次産業化に対する公的支援」
いしかわ農業人材機構 松原 幸佳
14:10 ～ 講演会
演題 「６次産業化と女性起業」
講師 (株)Ｇ＆Ｓ 代表取締役社長 萩原 扶未
子 氏

七尾創業塾
研修 13.02.22 七尾商工会議所

平和町大通り商店
講演 13.02.20
街振興組合

（予定含む）

「創業に向けての心構え」

Ⅰ 夢を実現するために
Ⅱ 創業に失敗しないためのポイント
Ⅲ 創業形態による傾向と注意点

http://www.jfc.go.j
p/n/seminar/pdf/
seminar130214a.p
df

金沢市商店街活性化アドバイザー派
商店街が直面する諸課題に対して専門家を派
遣事業
遣する事業
女性の力で商店街を活性化するには

株式会社 ジー アンド エス
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ジェンダー（男と女の特性）を仕事に活かすセ
ミナーで人気の
萩原扶未子先生とカラーコンサルタントの金場
弘枝先生のジ
ョイントセミナーを実現！

研修 13.02.18

上市町雇用創造協
議会

講演 13.02.07

武生商工会議所商
工相談所

男女の考え方の特性を仕事に活かす
色を味方につけて仕事に活かす！
色を知る！気づく！使いこなす！
●受講料：無料
●日時
：2月18日（月）～19日（火）
ジェンダー（男女の特性）とカラーを仕
各日10：00～16：00
事に活かすセミナー
プログラム
2/18(月）10：00～12：00 萩原扶未子先生
ジェンダー（男女の特性）別顧客
の特徴
13：00～16：00 金場弘枝 先生
お客様の心理をつかむカラーコ
ミュニケーション
2/19(火）10：00～16：00
あなたの魅力をさらにＵＰさせる
方法
お店も人も印象力をＵＰさせる方
会社の経営は男性に限ったものではありませ
ん。購買の決定権の8割は女性と言われてい
ます。女性ならではの“感性と発想”をもっと経
女性ならではの★感性★と♥発想♥
営に活かせていきませんか？
を”身近な経営”に活かすセミナー 事業所の経営に直接携わる方や、身内の経営
の後方支援に携わる方々、管理職の方、そし
て女性管理職を育成したい方 等のご参加を
お待ちしています。
＜基礎編＞

厚生労働省「実践型地域雇用創造事
業」
研修

13.01.25 上市町雇用創造協
-26
議会

コー
ディ
いしかわ女性基金
ネー 13.02.06
女性起業セミナー
タ＆
研修

https://www.kamii
chimon.jp/seminar
/?__year=2013&__
month=02&__date=
18

http://takefucci.n
et/article/2013/0
1/post-59.html

ジェンダー特性を知る
現状の課題と対処を考える
自分のジェンダー（男女の特性）測定
＜活用編＞

～男女が生き生きと
働ける企業と地域を目指して～
ジェンダー別顧客特徴
ジェンダー別販売促進
“ジェンダー（男女の特性）活用研修”
・POP・チラシの作り方
・陳列方法
・営業トーク
・ネーミング
女性起業家の皆さん、一人で頑張りすぎてい
ませんか。
壁にあたり、悩んでいませんか。「取り組んで
いる事業をどのようにして発展させていけばい
いのか。」「スタッフやチームをどうやってまと
めたらいい？」そんな皆さんの起業力アップの
女性の起業力アップ講座
力になります。そして、起業を通じて女性が自
～ もう一歩、夢に向けて ～
分らしい人生を作り出し、社会に貢献する生き
方を応援します。

https://www.kamii
chimon.jp/applicat
ion/?id=246

http://www.pref.is
hikawa.jp/jyoseikikin/jigyou/h24/
bizinezusukuruapp
u.html

☆女性起業家が抱える課題解決方法
☆成長させるための経営シュミレーション
☆自分（自社）の売りを再点検
等
12年度金沢市女性
研修 13.02.05 のための起業支援
セミナー有志の会

（予定含む）

ビジネス上の女性の宴席マナー

http://www.chuni
chi.co.jp/article/is
意外に知らない女性経営者の宴席のビジネス
hikawa/20130208
マナー
/CK20130208020
00189.html
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萩原 扶未子 講演会等 履歴
種別 日程

依頼先

タイトル

詳細

ホームページ

起業の夢はあるけど、
「やり方がわからない」
「心細い」
「仲間がほしい」
「パワーアップしたい」
そんな、女性起業家（希望者含む）が対象で
す。
「一緒に殻を破って、羽ばたいてみません
か！？」を、体感する場。
自分の夢を磨く講座①

コー
ディ
ネー
タ＆
研修

2013年
1/15,22, 金沢市女性セン
29(火
ター
曜)

金沢市女性のための起業支援セミ
ナー
女性起業家のタマゴ塾
－ 殻をやぶってみませんか？ －

見つけ方
応募の仕方
必勝法
その後の活用法
別世界ではありません。チャンスは無限！

http://info.city.ka
nazawa.ishikawa.jp
/webapps/www/e
vent/detail.jsp?id=
20917

自分の夢を磨く講座②
販売店
飲食店
サロン
色々あるけど、接客・接遇の基本は同じ
自分の夢を磨く講座③
おいしいモノ
美しいモノ
役に立つモノ
石川県職員労働組
講演 13.01.11 合２０１３年新春の
集い

13.01.10
財団法人いしかわ
研修 、24、
農業人材機構
02.13

ジェンダー（男女の特性）を活かした
石川県職員、知事はじめ県内労働界の中心が
ディーセントーワーク・働きがいのあ
参加
る職場をめざして！
近年、若手女性農業者の中には、現在経営参
画を進める者、今後経営参画を予定している
者が増加している。しかし、経営への参画を目
指す若手女性農業者が「経営」について学ぶ
機会は少なく、「経営」について深く学びたいと
いう声が多い。
このことを踏まえ、今後「経営」に関わる若手女
いしかわ耕稼塾「女性農業者のため 性農業者を対象とし、経営参画に必要な女性
のキャリアサポートセミナー」
ならではの「心がまえ」、「ルール」、「支え方」な
～経営参画を進めるための準備講座 ど、経営参画手法を習得し、今後経営体の核
～
となる若手女性農業者の育成を目的に計３回
の講座を開講する。

http://inz.jpn.org/
shinchaku/archive
s/2012/12/post_6
.html

①経営者、起業家としての心構え、ルール
②女性の能力の高め方
③経営者を支えるための方法
④自分にできることを考えてみよう
（ワークショップ形式）
⑤若手女性農業者が参加した研修
・行動力・コミュニケーション能力
・目的達成思考
・創造性
・問題解決能力 等
を、実戦形式でおこなう
研修

12.11.23
別川製作所
-24

高活性化組織を目指した実践型研修
・SWOT分析 4画面思考法
問題解決と目標設定をする
・リーダーシップ能力
・交渉力
・グループ間連携力 等
を、実戦形式で養う

（予定含む）
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萩原 扶未子 講演会等 履歴
種別 日程

依頼先

タイトル

詳細

12･11･
研修
17

女性経営塾
机上理論では頭ではなんとなく理解できるけ
金沢商工会議所女
女性経営者向けシュミレーション・ゲー ど、実際にやってみないとわからない。を、全
性会
員参加型で経営スキルを体感し学ぶ場。
ム
～ 楽しみながら、体感型で学ぶ場

ホームページ

商工会女性部の経営に携わる方や身内の経
営の後方支援に携わる方々に対して
佐渡(新潟県)商工
講演 12.11.12 会女性部協議会女
性会

秋季研修会
女性の発想と感性を経営に活かす

経営者による企業の熱血講義
パネ
石川県中小企業団
12.10.16
ラー
体中央会

●男女の特性の違い
●男女の部下の指示や育て方
●女性リーダーとしての特性を活かした立ち振
舞い 等

北陸学院大学生にむけて、中小企業で働くこと
の魅力を語りかける

石川県の産業・企業の魅力とは

コー
ディ
ネー 12.09.15 小松市役所
タ＆
研修
コー
ディ
ネー 12.09.15 小松市役所
タ＆
研修

http://www.city.k
omatsu.lg.jp/shou
koushinkou/jyosei
kigyo_challenge.ht
ml
「アンケート分析って難しそう・・・」って思ってい http://www.city.k
こまつ女性起業チャレンジ塾
ませんか！？
omatsu.lg.jp/shou
もったいない！ そのアンケート・デー
アンケート・データは商売ヒントの宝庫
koushinkou/jyosei
タは宝の山 入門編
顧客満足度分析・売上データ分析 等を、知識
kigyo_challenge.ht
[ゼロからアンケート解析を学ぶ場
ml
金沢中央市場錬成塾
http://hagiharafumiko.blogspot.jp
金沢市中央卸売市 中小企業の経営においての管理職と
講演 12.08.28
中堅職員との関係について
場
/2012/09/ooo_24.
「女子力を活かして活性化した経営を
html
目指す」
こまつ女性起業チャレンジ塾
宴席を活かす！起業の法則

宴席ニガ手を救う
”女性経営者の接待マナー”
の簡単レシピを学びます

～ 知られざる女子力の世界 ～
コー
ディ
12..08.0
石川県庁
ネー
8
タ＆
研修

コー
ディ
12..08.0
ネー
石川県庁
8
タ＆
研修

公的機関の女性管理職のための宴席 自身が責任者としての宴席の女性ならではの
マナー
ビジネスマナーを実践型で学ぶ場

県政における政策・方針決定の場に女性職員
が積極的に参加できるよう、女性職員の職域
拡大や管理監督者への登用を推進する中、女
性職員がリーダーとしてその能力を発揮できる
ために、女性職員が自ら将来のキャリアの方
女性中堅職員のためのキャリア支援 向性を描くことにより、自発的な能力開発の促
研修
進や業務意欲の向上を図ることを目的とした
研修
・ジェンダー特性（男女の特性）の基本概念
・ジェンダー特性を考慮した対人対処法
・ジェンダー特性を活かしたマネジメント

（予定含む）
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萩原 扶未子 講演会等 履歴
種別 日程

依頼先

タイトル

詳細

ホームページ

●パネルディスカッション
＆パネリストとのグループトーク
女性起業塾の先輩を活かす！起業の法則
●もったいない！ そのアンケート・データは宝
の山 入門編
コー
ディ 12.08.04
ネー 小松市役所
タ＆ 12.09.15
研修

こまつ女性起業チャレンジ塾
アンケート分析って難しそう・・・
はじめの一歩を踏み出しません
アンケート・データは商売ヒントの宝庫
か！？ － 夢をかなえる女性たちの
顧客満足度分析・売上データ分析 等を、知識
起業塾 －
ゼロからアンケート解析を学ぶ場

http://www.city.k
omatsu.lg.jp/shou
koushinkou/jyosei
kigyo_challenge.ht
ml

●卒業納会＆宴席を活かす！起業の法則
宴席ニガ手を救う
”女性経営者の接待マナー”
の簡単レシピを学ぶ場

経営シミュレーション・ゲームで
"企業を成長させるための必要な能力
研修 12.06.28 金沢キワニスクラブ
"
を学ぶ

市場のニーズを察知し、
自社にしかない強みを設定し、
弱みをカバーし、
ターゲットの顧客に対して
最適なアプローチを
ゲームを通して体感する場！

http://www.faceb
ook.com/events/4
28318307198937/

「男女の特性を仕事に活かす～なん
で男は！？どうして女は！？をひも解
く～」
金沢西ライオンズク
セクハラはなぜ起きるのか？
講演 12.06.14
ラブ
～ オトコとオンナの”謎”を紐解く ～
講演 12.06.27 朝活＠金沢

研修
講師
＆
コー 12.06.09 小松市
ディ
ネー
タ

（予定含む）

こまつ女性起業チャレンジ塾を修了された女
性の方や、既に起業された女性の方（起業準
備中の方も歓迎）を対象に、経営上の悩みや
課題を解決するためのフォローアップ研修
グラン・ジュテ（飛躍）
女性起業チャレンジ塾フォローアップ
研修

http://ja.wikipedia
.org/wiki/%E3%82%
AD%E3%83%AF%E3
%83%8B%E3%82%B
9

＜女性視点を活かす経営ノウハウ＞
ビジネスプラン作成
・小さくても経営者の役割
・短・中・長期計画立案方法
・主婦感覚を活かす経営手法

株式会社 ジー アンド エス
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-up.html
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萩原 扶未子 講演会等 履歴
種別 日程

依頼先

タイトル

詳細

ホームページ

低活性（エネルギー喪失）から高活性組織へ
～ 自己流から自社統一へ ～
●組織と自分が目標に向かって前進するため
に必要なコミュニケーション術（コーチング）を
学ぶ
●職場遂行能力を高めるためのロジカル・シン
キング（論理的思考術）を学ぶ
（プレゼンテーション研修）
構成、情報整理、論理展開の3つの視点からロ
ジックで相手を納得させ、相手を動かすスキル
を身につける
研修

12.05.25
別川製作所
-26

システム事業部合同社員研修
（ロジカル・シンキング研修）
取り巻く環境がめまぐるしく変化するなか、ス
ピーディーな意思決定が要求されるだけでな
く、情報が得られない状況で、より良い結論を
導びく
KJ法（付箋活用） MECE フレームワーク活
用 ロジックツリー 等
（コーチング研修）
自発的な行動を促進するコミュニケーション技
術を習得することで、自発的な行動で、高い職
務能力向上、目標達成、創造性の発揮、人間
的成長のチャンスを促進させる
（問題解決研修）
現状の問題の明確化と取り組むかなえければ

講演 12.05.22 ジョブカフェ石川

講演 12.05.20

ITコーディネータ富
山

コー
ディ
12.05.08 加賀屋
ネー
タ
主催 加賀市
講演 12.04.19 共催 加賀匠見校
下婦人会

（予定含む）

http://www.jobcaf
eishikawa.jp/index.
php?action=pages
_view_main&active
職業講和
金沢商業高校 １年生対象に「仕事探しシェル
_action=journal_vie
自分の人生は自分で切り開く
パ」として、起業や、職業経験に基づき、「進路
w_main_detail&pos
～ 人生楽しく生きていこう！ ～ を考える」などのアドバイスなど
t_id=169&commen
t_flag=1&block_id=
237&nc_session=b
0213svggurq8iv65
hboo62853#_237
総会 特別研修会
http://itc草食系男子・肉食系女子が作る 新
toyama.org/
時代の経営論
加賀屋ビジネススクール（KBS)
ファイナル発表会
夫・息子・周囲のオジサンの「なぜ？」
から「なるほど！」の時間
～ すぐ忘れるオトコ・決して忘れない
オンナ ～

株式会社 ジー アンド エス
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萩原 扶未子 講演会等 履歴
種別 日程

依頼先

タイトル

詳細

ホームページ

社内管理職候補向け研修
加賀屋グループの次期リーダー候補生を対象
としたビジネス研修
対象は20代～30代までの若手社員
マーケット知識パソコンスキル、そしてリーダー
に必要なコミュニケーション力・リーダーシップ
力を養っていく。

研修

12.04.11
加賀屋
-12

加賀屋ビジネススクール（KBS)

●プレゼンテーション セミナー
構成、情報整理、論理展開の3つの視点からロ
ジックで相手を納得させ、相手を動かすスキル
を身につける
●目標達成のためのロジカルシン・キング セ
ミナー
取り巻く環境がめまぐるしく変化するなか、ス
ピーディーな意思決定が要求されるだけでな
く、情報が得られない状況で、より良い結論を
導びく

http://www.faceb
ook.com/pages/%
E5%8A%A0%E8%B3
%80%E5%B1%8B%E
3%83%93%E3%82%
B8%E3%83%8D%E3
%82%B9%E3%82%B
9%E3%82%AF%E3%
83%BC%E3%83%AB
/35738554761330
4?sk=wall

KJ法（付箋活用） MECE
フレームワーク活用 ロジックツリー 4画面
思考 等
●マーケティング・リサーチ セミナー
データはビジネスヒントの宝庫
”知識ゼロからの統計学基礎”
顧客満足度分析

講演 12.04.08 朝活＠富山

http://asakatsuto
yama.blog51.fc2.c
om/blog-entry343.html
http://www.faceb
ook.com/events/3
70019013017036/

男＆女の特性 まるわかり

社会人常識取得術
「マナー以前の社会人常識を学ぶ」
社会人常識取得術
「マナー以前の社会人常識を学ぶ Ⅰ.」
ジェンダー(男女の特性)活用術
「応用範囲無限大の男女の特性を学ぶ」

12.03.26
研修
加賀屋
-28

新入社員研修
「何のためにやるのか！？」を、論理
的思考術をベースにおこなう

一般常識度取得術
「ビジネス実務マナー検定問題による現状認
識と不足を学ぶ」
タイムマネジメント術
「社会人としての 効率的な時間管理術を学
ぶ」
論理的目標達成術
「加賀屋でどんな自分になるのか？
そのためにどうするのか！」
発表及び役員審査表彰

講演 12.03.19

(有)ハシモトコンフィ
デンス

研修 12.03.17

七尾商工会議所、
七尾市

社員研修
女性が活き活きと働くには
創業者支援事業 のと・七尾 起業塾
出会った仲間と今後のネットワーク構築の場 http://www.nanao夢を確実に掴む！ 一歩上に行く 起
宴席で経営者としての振る舞いや気をつけて cci.or.jp/pdf/2012entr
業講座
おかないといけないことを実践で学ぶ
epreneur.pdf
宴席でのビジネスマナー

（予定含む）
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萩原 扶未子 講演会等 履歴
種別 日程

依頼先

タイトル

詳細

ホームページ

ビジネス実務への取り組みと業務を行うため
の知識技能について

研修 12.03.16 能美市役所

講演 12.03.14 和倉温泉女将の会

採用内定者への事前研修

① ビジネスマインド（社会人としての自覚）
② 挨拶
③ 言葉づかい
④ 電話応対
⑤ 名刺交換
⑥ 指示・命令の受け方
⑦ 報･連･相の仕方
⑧ 応対・応接のマナー など

男性女性の特性をいかした経営手法
本講座のは、技術的なことより「なぜ、必要な
のか？」を、”感謝”をベースにしています。
技術的なことは、実際に使わないと3日で忘れ
ますが、器ができていれば、日々、考え取り入
れていくことができていくからです。

研修 12.03.06 金沢福祉専門学校

特別ゼミ
「ビジネスマナー」

http://www.k組織で働く 基本勤務姿勢" "就職目前の学年 fukushi.ac.jp/blog/diar
y.cgi?no=273
を対象にした、特別ゼミナール
社会人として、最低限必要なビジネスマナーと
テレホンマナー など"

七尾商工会議所、
研修 12.02.02
七尾市

コー
ディ 12.02.02 七尾商工会議所、
ネー -03.17 七尾市
タ

講演 12.01.20 小松市倫理法人会

創業者支援事業 のと・七尾 起業塾 論理的思考を使って、起業プランを具現化す
る場
夢を確実に掴む！ 一歩上に行く 起
業講座
・思考放出と集約のためのKJ法
・W(弱み）やT（脅威）に引っ張られないSWOT
自分の夢を必ずかなえる
分析
「目標達成思考術」
・目標達成実現のための4画面思考法
創業者支援事業 のと・七尾 起業塾
夢を確実に掴む！
一歩上に行く 起業講座
モーニングセミナー
こんな視点があったんだ！？
ジェンダー（男女の特性）を活用した
経営方法
－ チラシから社員管理まで幅広く活
用できるノウハウ －

http://www.nanao
cci.or.jp/pdf/2012
entrepreneur.pdf
http://www.nanao
cci.or.jp/pdf/2012
entrepreneur.pdf
http://www.rinriishikawa.com/

現場管理者として これからの介護職員の在り
方や人材を定着させるための管理者研修を行
うことで 今後キャリアアップのイメージや方法
を実践できることを目的として

研修 11.11.1１

石川県ホームヘル
パー協議会

管理者研修
ビジネスマナーと男女の特性を学び、 ・男女の特性を学び職場に活気と笑顔を！
・ビジネスマナーを学び職場に活気と笑顔を！
職場に活気と笑顔を！
の2テーマでグループワークをおこなうことで、
多様性を認識し、グループ内で実践すること
で、理解と活用に結びつきやすい流れになっ
ています。

（予定含む）

株式会社 ジー アンド エス
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萩原 扶未子 講演会等 履歴
種別 日程

依頼先

タイトル

詳細

ホームページ

起業の夢はあるけど、
「やり方がわからない」
「心細い」
「仲間がほしい」
「パワーアップしたい」
そんな、女性起業家（希望者含む）が対象で
す。
「一緒に殻を破って、羽ばたいてみません
か！？」を、体感する場。
自分の夢を磨く講座①

コー
ディ
11.10.14 金沢市女性セン
ネー
,21,28
ター
タ＆
研修

金沢市女性のための起業支援セミ
ナー
女性起業家のタマゴ塾
－ 殻をやぶってみませんか？ －

見つけ方
応募の仕方
必勝法
その後の活用法
別世界ではありません。チャンスは無限！

http://info.city.ka
nazawa.ishikawa.jp
/webapps/www/e
vent/detail.jsp?id=
16994

自分の夢を磨く講座②
販売店
飲食店
サロン
色々あるけど、接客・接遇の基本は同じ
自分の夢を磨く講座③
おいしいモノ
美しいモノ
役に立つモノ

研修 1.10.13

能美市役所

研修 11.10.09 長門商工会議所

非常
11.09勤講
12.02
師

星稜女子短期大学

講演 11.09.1３ ３０人会

男女共同参画と言われて時間が経過していま
すが、ジェンダー（男女の特性）の違いは意外
に把握されていません。
そのため、「なんで？」「どうして？」という出来
職員研修
事が頻発しています。
管理職と課長補佐（女性）向け
また、女性管理職育成の大きな壁に意外に気
ジェンダー（男女の特性）特性を活か
が付かれていないのが現状です。
した組織運営
互いの特性を知ることで、組織においても地域
活動にも、たくさんの効果が生まれます。
互いの特性を理解し、女性管理職が増えるこ
とで、活性化された新時代の組織運営論を学
ジェンダー（男女の特性）の違いは意外に把握
されていません。
そこで、日々の生活で、男女の「なんで？」「ど
うして？」を理解して商売に活かせば、費用を
創業セミナー
かけずに簡単に他社との差別化ができます。
こんな視点があったんだ！？
ジェンダー（男女の特性）を活用した 互いのジェンダー（男女の特性）を理解し、新
時代の起業論を学ぶ場です。
起業方法
・ジェンダー特性（男女の特性）とは？
－ チラシから社員管理まで幅広く活
・ジェンダー特性を活かした、売れる！販売方
用できるノウハウ －
法
・ジェンダー特性を活かした、なるほど！マネジ
メント術 など
※通常のマニュアル化された研修とは異なり、
思考整理術を使い体感型となっています。
秘書検定試験2級取得講座
新入社員（特に新卒や大学院卒）教育におけ
る注意点
草食系男子・肉食系女子が作る 新
特に 男女性差上留意すべき点 や
時代の社員教育論
一般常識の欠如（躾がなされていない人への）
している所謂イマドキの若者への教育方法

おもてなしを用いた乗務員と旅客のコ
研修 11.09.12 石川県タクシー協会
ミュニケーション

（予定含む）

http://ncci.or.jp/n
ews/2011/sougyo
u23.pdf

1.コーチングを中心とした受容（聴く）能力
2.ビジネスマナーを中心とした対人能力
3.ジェンダー（男女の特性）を中心と
した対処能力

株式会社 ジー アンド エス
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萩原 扶未子 講演会等 履歴
種別 日程

依頼先

研修 11.09.08 金沢福祉専門学校

コー
(財)いしかわ女性基
ディ
ネー 11.08.28 金 女性起業セミ
ナー
タ＆
研修

タイトル

詳細

特別ゼミ「テレホンマナー」

本講座のテレホンマナーは、技術的なことより
「なぜ、必要なのか？」を、”感謝”をベースにし
ている。
技術的なことは、実際に使わないと3日で忘れ
ますが、器ができていれば、日々、考え取り入
れていくことが「カラーバス効果」（※興味を

宴席を活かす！起業の方程式

ホームページ

宴席ニガ手を救う
”女性経営者の接待マナー”
の簡単レシピを学びます

女性ならではの夢をかなえる”6つの 「もしドラブーム」でもわかるようにマネジメント
(財)いしかわ女性基
方程式”
は経営の大切な基礎。ぷち経営においての論
研修 11.08.27 金 女性起業セミ
－ 実践事例満載編 －
理的思考・タイム・メンタル・営業などのマネジ
ナー
夢をかなえるぷちマネジメントの方程
メントを学ぶ実践編
式
草食系男子・肉食系女子が作る 新
金沢みなとロータ
講演 11.08.23
リークラブ
時代の経営論
夢をかなえる女性のぷち起業の法則
コー
1
(財)いしかわ女性基 女性ならではの夢をかなえる”6つの
夢をかなえるぷちファイナンスの法則
ディ
１.08.06- 金 女性起業セミ
方程式”
夢をかなえるぷちWEB活用の法則
ネー
08.27
ナー
－ 実践事例満載編 －
夢をかなえるぷち資金調達の法則
タ
夢をかなえるぷちマネジメントの法則
講演 11.07.31 化粧品代理店会
「すぐ忘れる男・決して忘れない女」
コー
ディ
公的機関の女性管理職のための宴席 自身が責任者としての宴席の女性ならではの
ネー 11.08.08 石川県庁
マナー
ビジネスマナーを実践型で学ぶ場
タ＆
研修
県政における政策・方針決定の場に女性職員
が積極的に参加できるよう、女性職員の職域
拡大や管理監督者への登用を推進する中、女
性職員がリーダーとしてその能力を発揮できる
コー
ために、女性職員が自ら将来のキャリアの方
ディ
11.07.29
女性中堅職員のためのキャリア支援 向性を描くことにより、自発的な能力開発の促
ネー
石川県庁
,08.08
研修
進や業務意欲の向上を図ることを目的とした
タ＆
研修
研修

http://www.pref.is
hikawa.jp/jyoseikikin/jigyou/h23/k
igyouseminar.html

http://www.pref.is
hikawa.jp/jyoseikikin/jigyou/h23/k
igyouseminar.html

・ジェンダー特性（男女の特性）の基本概念
・ジェンダー特性を考慮した対人対処法
・ジェンダー特性を活かしたマネジメント
コー
ディ
ネー 11.07.21 小松市役所
タ＆
研修

こまつ女性起業チャレンジ塾
宴席を活かす！起業の法則

宴席ニガ手を救う
”女性経営者の接待マナー”
の簡単レシピを学びます

研修 11.07.14 小松市役所

こまつ女性起業チャレンジ塾
オンナを活かす！起業の法則

オンナだからを救う
”ジェンダー(男女の特性)活用”
の簡単レシピを学びます

http://www.city.k
omatsu.lg.jp/shou
koushinkou/jyosei
kigyo_challenge.ht
ml
http://www.city.k
omatsu.lg.jp/shou
koushinkou/jyosei
kigyo_challenge.ht

日本興亜損害保険
草食系男子・肉食系女子が作る 新
講演 11.06.15 株式会社 富山支
時代の経営論
店 「企業代理店会」
日本興亜損害保険 経営セミナー「男と女の特性を活かし
講演 11.06.08
株式会社 富山支
た経営手法」

コー
ディ 11.06.02
小松市役所
ネー -07.21
タ

講演 11.04.14 金沢星稜大学

（予定含む）

女性起業塾の先輩を活かす！起業の法則
名刺・チラシを活かす！起業の法則
こまつ女性起業チャレンジ塾
コンピュータを活かす！起業の法則
好きなこと、得意なことで起業にチャレ
マスコミを活かす！起業の法則
ンジしてみませんか！？
お金を活かす！起業の法則
－ オンナを活かす！起業の法則 －
オンナを活かす！起業の法則
宴席を活かす！起業の法則
男女共同参画と言われて時間が経過していま
すが、ジェンダー（男女の特性）の違いは意外
に把握されていません。
「グローバル経国済民」
そのため、「なんで？」「どうして？」という出来
「草食系男子・肉食系女子が作る 新
事が頻発しています。
時代の経営論」
互いの特性を知ることで、楽しい家庭生活を送
れるだけでなく、経営においても地域活動に
も、たくさんの効果が生まれます。
互いの特性を理解し、新時代の経営論を学ぶ

株式会社 ジー アンド エス

http://www.city.k
omatsu.lg.jp/shou
koushinkou/jyosei
kigyo_challenge.ht
ml
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萩原 扶未子 講演会等 履歴
種別 日程

依頼先

タイトル

演説 11.04.07 がんばれ！知世の

研修

11.03.22
和倉温泉 加賀屋
-5.10

研修 11.03.18 能美市役所

研修 11.03.15 オフィスBeingwell

研修 11.03.11 ステップアップ

講演 11.02.23

函館産業支援セン
ター

福井県
講演 11.02.19 第2回女性のための
夢実現交流会

新入社員研修

新入社員研修

詳細
石川県唯一の女性県議 安居知世氏の応援
論理的思考術を用いて
「なぜ、やらないとけないのか？」
「自分で考える」
「視覚化する」
を学ぶ
＜カリキュラム＞
・社会人常識
マナー以前の社会人常識を学ぶ
・電話、メール、書き方マナー
都度の対処方法を学ぶ
・タイムマネジメント手法
効率的な時間管理術を学ぶ
・コーチング
目標達成のサポート（支援）を学ぶ
・キャリア・アンカー
自分の価値を発見して活かすを学ぶ
・ジェンダー(男女の特性)活用
男女の特性を認識し活用を学ぶ
・ビジネス実務マナー検定問題による一般常
識を学ぶ
・ファイナル発表会
「加賀屋でどんな自分になるのか！？」
マニュアル型ではなく、自己創造型職員の基
礎を学ぶ
職員としてのビジネスマナーを応用範囲の広
い実践型で学ぶ

石川県求職者訓練ITビジネス実務科
石川県離職者研修
四画面思考法と職業講
基金訓練 認22-17-02-0084 基礎演
習科の就職支援
職業講話 四画面思考法

起業力を高めるコーチング
「成功するために必要な
１５の起業力」

一般に、「成功する起業家」といわれる人たち
は、その基礎となる共通の資質を備えていま
す。
本講座ではその資質を１５の項目(裏面参照)と
して提起し、ものごとを「ありたい姿」「なりたい
姿」「現状の姿」「実践する姿」の４つの側面か
らチャート化して考える【４面思考法】を用いて
チェックする方法を伝授いたします。
まずは自分自身の強みと弱み、必要な資質と
足りないところを自己チェックすることから始め

おひとり経営のツール活用術

ひとりだからこその効率化の図り方

自分の夢を実現したい女性、起業を目指す女
性、既に起業されている女性のための北陸３
県広域の交流会を開催いたします。
コー
福井県
私たちはこうして夢をかなえました！
この交流会は、女性同志の交流を図るととも
ディ
11.02.19 第2回女性のための －北陸3県で活躍する女性起業家体 に、参加者が抱える様々な課題、不安、悩み
ネー
夢実現交流会
験談－
等について意見交換し、解決の糸口を見つけ
タ
てもらうことで、夢へのステップアップをサポー
トするものです。また、新しいネットワークづく
り、素晴らしい出会いを提供するものです。

発表 1１.02.04

金沢商工会議所女
性会

女性起業家が低迷する地域振興にも
たらす効果とは？

朝活ネットワーク富
講演 11.01.30
山

男女の特性 まるわかり

(社)石川県地質調
査業協会
講演 12.01.21 日本興亜損害保険
㈱
能美ロータリークラ
講演 12.01.21
ブ

～職場の男の我慢・女の不満～
もっとお互いを知ろう
男と女の特性を活かした経営手法
「草食系男子肉食系女子が作る 新
時代の経営論」

講演 11.01.28

（予定含む）

ホームページ

①男女の特性を経営や組織に活かす手法
②女性ならではのプチ起業の仕方
③再就職や新卒向けの心得講座
ｅｔｃ

株式会社 ジー アンド エス

http://www.techa
kodate.or.jp/sangy
ou/newsup/file/2
0110223coaching.
pdf

http://www.fisc.jp
/archives/cat3/la
dy2011_entry.html

http://www.kanaz
awacci.or.jp/service/e
xamination/cours
e/pdf/230204.pdf
http://asakatsuto
yama.blog51.fc2.c
om/blog-entry170.html
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萩原 扶未子 講演会等 履歴
種別 日程

依頼先

コー
ディ
11.01.8- 七尾市/七尾商工会
ネー
03.05
議所
タ、
講師

コー
ディ
11.01.12 金沢市女性セン
ネー
､19､26 ター
タ、
講師

タイトル

詳細

ホームページ

のと・七尾だからできる
夢”プチ起業塾”

プチ起業＝リスクの少ない小さな起業は“自分
の強み”で始める“自分
ビジネス・自分ブランド”です。
そんなプチ起業のヒントやきっかけ・気
づきを掴みましょう。
・夢をかなえるためのプラン学
・夢をかなえるための成功学
・夢をかなえるための発信学
・夢をかなえるための資金学
・宴席でのビジネスマナー

http://www3.city.
nanao.lg.jp/eventtopics/svEveDtl.a
spx?servno=3332

わたしもできるぷちぷち起業
迷ったらやってみよう

http://info.city.ka
nazawa.ishikawa.jp
/webapps/www/e
vent/detail.jsp?id=
15083

金沢市女性のための起業支援セミ
ナー

介護関連の男女の特性を学び、活かす
介護のエキスパートを目指し、コミュニケーショ
ン能力、指導力、
目標達成力、ライフプラン力を養うためのキャ
リアアップ研修です。
研修 10.12.14 ㈱Merge

介護員のための 希望の鍵
（ジェンダー(男女の特性)を活用）

http://www.ergmerge.jp/news/in
dex.php?PHPSES
SID=2882be53cae
実績ある講師による実践にそった研修で、
通常のマニュアル化された研修とは異なり、 c293c0080616ea8
8f94a4
思考整理術を使い体感型となっています。

今、注目のジェンダー(男女特性)も活用しま
す。
介護員の価値を発見して活かす！
介護のエキスパートを目指し、コミュニケーショ
ン能力、指導力、
目標達成力、ライフプラン力を養うためのキャ
リアアップ研修です。
講演 10.11,16 ㈱Merge

コー
ディ
10.11.8
ネー
タ

女性起業家交流会
in HOKURIKU

石川県中能登町/中
講演 10.11.07 能登町女性協議会

コー
ディ 10.11.05
能美市役所
ネー ,12.22
タ

研修 10.10.12 ㈱Merge

コー
女性起業家交流会
ディ
10.10.18
in HOKURIKU
ネー
タ
富山県老人福祉施
講演 10.09.29
設協議会

（予定含む）

介護員のための 希望の星
（キャリア・アンカー）

第１１回 トップとの勉強会

中能登町男女共同参画講演会
男と女の物語
－ なんで？？が、なるほど！！に
－

http://www.ergmerge.jp/news/in
dex.php?PHPSES
SID=2882be53cae
実績ある講師による実践にそった研修で、
通常のマニュアル化された研修とは異なり、 c293c0080616ea8
8f94a4
思考整理術を使い体感型となっています。

今、注目のジェンダー(男女特性)も活用しま
す。
「地元証券会社社長が語る
プチ企業経営と資産運用」
竹松証券 社長
竹松俊一氏
「家庭生活における活動と他の活動の両立」を
目指して
男女の違いは意外に把握されていません。
なので、「なんで？」「どうして？」という出来事
が頻発しています。
互いの特性を知ることで、楽しい家庭生活を送
れるだけでなく、周囲や地域活動にも、たくさん
の効果が生まれる時間です。
一緒に「なるほど！」を知りましょう！

http://www.town.
nakanoto.ishikawa.
jp/webapps/www
/event/detail.jsp?i
d=1582

不祥事に関する危機管理

介護員のための 希望の杖
（コーチング）

第１０回 トップとの勉強会

介護員の目標達成のサポート（支援）を学ぶ
介護のエキスパートを目指し、コミュニケーショ
ン能力、指導力、
目標達成力、ライフプラン力を養うためのキャ
リアアップ研修です。

http://www.town.
nakanoto.ishikawa.
jp/webapps/www
/event/detail.jsp?i
実績ある講師による実践にそった研修で、
d=1582
通常のマニュアル化された研修とは異なり、
思考整理術を使い体感型となっています。
今、注目のジェンダー(男女特性)も活用しま
「新規事業の見つけ方と営業所管理」
株式会社 イーピーエム・コーポレーション
代表取締役社長 北川 善昭氏

ジェンダーを知ろう
～男女の特性による働きの違い～

株式会社 ジー アンド エス
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萩原 扶未子 講演会等 履歴
種別 日程

依頼先

非常
10.09勤講
11.02
師

星稜女子短期大学

タイトル

詳細

ホームページ

秘書検定試験2級取得講座
介護施設での
円滑で理解しあえる
コミュニケーションを学ぶ

研修 10.09.21 ㈱Merge

介護員のための 希望の扉
（コミュニケーション・マナー）

http://www.ergmerge.jp/news/in
dex.php?PHPSES
SID=2882be53cae
実績ある講師による実践にそった研修で、通 c293c0080616ea8
8f94a4
常のマニュアル化された研修とは異なり、思考

介護のエキスパートを目指し、コミュニケーショ
ン能力、指導力、
目標達成力、ライフプラン力を養うためのキャ
リアアップ研修です。

整理術を使い体感型となっています。
今、注目のジェンダー(男女特性)も活用しま
す。

経営革新塾

のと・七尾発
今、伸びる経営とは？

第9回 トップとの勉強会

マスコミ活用
安江 清彦氏
読売新聞東京本社北陸支社業務部長

経営革新塾
新事業へのアイデア開発
－ 事業アイディアの捉え方 －

すでに事業を
営んでおる方方の新事業アイデアの出し方
・男女の特性を活かした新・マーケティング
・経営環境の変化をどう捉えるか
・ビジネスチャンスの活かし方
・強み弱みの分析演習

http://www.nanao
cci.or.jp/pdf/keiei
http://ameblo.jp/j
kkinfo/entry10579513509.html
http://www.niigat
acci.or.jp/a/o/01_n
ews_release/2010
kakushin.html

司
会・
東海・北陸コミュニ
総合
コー 10.09.07 ティビジネス推進協
議会
ディ
ネー
ター

地域の元気・連携フォーラムin富山

多様な立場の人々が繋がりながら、地域の課
題解決に向けて、より元気な地域づくりに向け
て、出会い、学びあえる場

http://blog.canpa
n.info/sbleagueth/archive/3

講演 10.09.06 金沢福祉専門学校

ビジネスマナー
組織で働く 基本勤務姿勢

就職目前の学年を対象にした、特別ゼミナー
ル
社会人として、最低限必要なビジネスマナーと

研修

10.09.15
七尾商工会議所
-12.15

コー
女性起業家交流会
ディ
10.09.13
in HOKURIKU
ネー
タ

研修 10.09.08 新潟商工会議所

研修

コー
ディ
ネー
タ

出演
講演

講演

講演

http://www.shokokai.
or.jp/39/3900210000/
創業塾
“起業力とは”、４画面思考法、成功する為に
高知県商工会連合
起業に成功する為に必要な15の起業 必要な１５の起業力、自身の起業家としての資 1_18/創業塾_カリキュ
10.09.05 会/全国商工会連合
ラム.pdf
力
質点検、人脈作りで創業をバックアップ、受講
会
者間で問題を共有して創業を目指す、など http://www.shokokai.
or.jp/39/3900210000/
1_18/創業塾_パンフ
職場におけるストレスを正しく分析し、その結
果をフィードバックする対策とメンタルヘルスケ
10.09.03
アについて学びます。職員の「心の健康管理」
能美市役所
心の健康管理とケア
-12.15
に取組み健全で安心できる職場環境を整える
研修
※この事業は、月刊「災害補償」（地方公務員
女性起業家交流会 in HOKURIKU 代表とし
10.09.01 えふえむ・エヌ・ワン
N1コミュニティ
て、活動内容の紹介
(財)いしかわ女性基
意外に知らない女性経営者の宴席のビジネス
10.08.29
ビジネス上の女性の宴席マナー
金 女性起業セミ
マナー
職場の人間関係
(協)高岡食品業務
10.08.27
～男の我慢・女の不満～
団地
もっとお互いを知ろう
石川県社会福祉施
ジェンダーを知ろう
10.08.27
設経営者協議会
～男女の特性による働きの違い～

コー
グループ こまめの
ディ
10.08.21
会
ネー
タ
コー
女性起業家交流会
ディ
10.08.14
in HOKURIKU
ネー
タ

（予定含む）

「小まめ夏フェスin勝光寺」
輝き続ける女性であるために

第8回 トップとの勉強会

感謝をテーマに美しく輝き続けるために、働くこ
いうこと、生きるということ等

企業継続手法
ゴーゴーカレーグループ
宮森 社長

株式会社 ジー アンド エス

http://groupkomame.jugem.jp/
?eid=153
http://ameblo.jp/j
kkinfo/entry10580340316.html
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萩原 扶未子 講演会等 履歴
種別 日程

依頼先

研
修,
10..08.0 (財)いしかわ女性基
コー
8-29
金
ディ
ネー
講演 10.07.29

富山県農業機械振
興協同組合

タイトル
女性起業セミナー
プチプチ起業で夢をかなえよう！
－ 夢をかなえるための”力”って？
－

男＆女特性を活かしたマーケッ
ト時代到来！！

詳細

ホームページ

◇ 起業に興味はあるけど、むずかしいのか
なぁ・・・
◇ 起業をしたいけど、どう準備すればいい
の？
◇ 起業はしたけれど、うまくいくコツがあれば
意外に知られていない男女の特性を知り、そ
れを活かすマーケットを、参加型の講演で学ぶ
場です。
激動するマーケットの中で、簡単な差別化で新

http://www.pref.is
hikawa.jp/jyoseikikin/jigyou/h22/k
igyouseminar.html

NOSAI長野（長野県
研修 10.07.28 農業共済組合連合
リーダーの資質15ヶ条
上級職員研修
会）
株式会社ホンダ四
研修 10.07.22
女性社員の活用、育成方法について
輪販売北陸
コー
男性ライセンス業からみた女性経営者
女性起業家交流会
ディ
10.07.12
第７回 トップとの勉強会
サクセスブレーン
in HOKURIKU
ネー
岩木弘勝 社長
タ
ジェンダー（男女の特性）活用 経営 女性比率と業績との関係を高めるためのジェ
講演 10.07.08 金沢キワニスクラブ
論
ンダー(男女の特性)を事例をもとに解説
富山県大門企業団
講演 10.07.07
女性の感性を経営に活かす
地協同組合
いしかわ女性基金/
講演 10.07.03
内灘町

研修

10.006.2 (財)北國新聞文化
9-30
センター

ふらっとミニセミナー
男女の違いを活かして
－絆よければ全てよしっ！－

男女共同参画に関する事例として、互いの特
性を理解し、認め合える場

ビジネスコミュニケーション 2

電話対応スキル向上
通常の電話対応のように、発声練習やマニュ
アル化された応対研修とは異なり、
・思考整理術
・ジェンダー(男女の特性)特性活用 など
を、考慮した汎用性が高く、他の対応すべての
ベースとなるスキルを磨ける講座

http://ameblo.jp/j
kkinfo/entry10519082118.html

http://www.town.
uchinada.lg.jp/web
apps/www/event
/detail.jsp?id=474

開業にあたって何が必要か！
新潟県商工会連合
女性創業塾
資金力・営業力・義実力に加え「人間力」が重
研修 10.06.26
会
成功するために必要な１５の“起業力” 要な存在です。4画面思考で企業に必要なパ
ワーを整理し考えます。
コー
女性起業家交流会
ディ
10.06.14
第６回 トップとの勉強会
警察を身近な存在に
in HOKURIKU
ネー
タ
10.06.08
研修
能美市役所
自主研修「ガバナンスＮ2010」
思考整理術を用いた政策提言作成方法
-11:02

http://seminar.dre
amgate.gr.jp/semi
nar_detail/?id=168
3
http://ameblo.jp/j
kkinfo/entry10519082118.html

コー
ディ
10.05.29
ネー
小松市役所
-08.01
タ、
講師

http://www.city.k
omatsu.ishikawa.jp
/shoukoushinkou/
jyoseikigyo_challe
nge.html

研修

10.05.26 (財)北國新聞文化
-27
センター

研修 10.05.25

石川県自治研修セ
ンター

コー
女性起業家交流会
ディ
10.05.10
in HOKURIKU
ネー
タ
コー
女性起業家交流会
ディ
10.04.12
in HOKURIKU
ネー
タ

（予定含む）

こまつ女性起業チャレンジ塾
プチプチ起業で夢をかなえよう！
－ 最初の一歩に触れる時間 －

ビジネスコミュニケーション

～身近な先輩起業家が講師陣！～
起業を目指す方、起業して間もない方、起業に
興味のある方ならどなたでも参加できます。
(女性限定)

電話対応スキル向上
通常の電話対応のように、発声練習やマニュ
アル化された応対研修とは異なり、
・思考整理術
・ジェンダー(男女の特性)特性活用 など
を、考慮した汎用性が高く、他の対応すべての
ベースとなるスキルを磨ける講座

石川県職員研修
「育児休業職場復帰支援研修」
ストレス解消法、周囲の協力を得る方法など、
メンタルヘルス
育児・仕事の両立を円滑に図れるようにする。
－ 自分を知り、周囲の協力を得る方
法 －
第５回 トップとの勉強会

店舗管理の見つけ方・施工の仕方・管理の仕
方

第４回 トップとの勉強会

飲める女性経営者、飲めない女性経営者の接
待の仕方

株式会社 ジー アンド エス

22/33

萩原 扶未子 講演会等 履歴
種別 日程

依頼先

研修 10.04.10 社会福祉法人くりか
その
10.04.04 金沢福祉専門学校
他

コー
ディ
女性起業家交流会
10.03.08
ネー
in HOKURIKU
タ

タイトル

詳細

職員マナー研修

新入社員が学ぶ基本的ビジネスマナー

新入学生 入学式 祝辞

第3回 トップとの勉強会

「男女の承継経営者が語る」
承継は起業家にとって、別の意味での苦労が
あります。それは、仕事をしていくうえで、承継
が多い北陸の地域で、知っておかなければい
けない知識でもあります。また、自分たちがい
つ同じ立場になるかもしれません。また、承継
によって新たな活動の場を広げているお二人

経営スクール
北出経営労務事務
「実践行動塾」
講演 10.03.06
所
ジェンダー（男女の特性）を意識したビ
ジネス活用法
講演 10.02.16 新潟県朝日商工会
女性の発想と感性を経営に活かす
今日の物品・役務の売買形態は、ＩＴの急速な
普及とともに、直店舗からネット上での売買へ
経営支援セミナー
【IT編】 WEB戦略による新販路開拓 大きく移行しており、ホームページを立ち上げ
販売体制を整備し、新たな販路・市場を開拓す
富山県商工会連合
ることが販売戦略上重要視されています。
研修 10.02.12
小さな会社のネット活用術
会
－ ホームページ・ブログは時代の要 本セミナーでは、ネット上での販売体制の構築
と有効活用の視点からこのことを捉え、今後の
－
販売力の向上及び企業経営に資することを目
的とします。
成功事例やネット市場への参入のポイントなど
「男女の特性を経営に活かそう！
七尾エリアの経営者の方々を中心に構成され
講演 10.02.10 十日会
～びくりするほど役立つ なんだ！ そ
た会
うなんだ！！～」
アフタヌーンセミナー

講演

10.02.09
加賀倫理法人会
10.02.25

講演 10.02.02 佐世保商工会議所

一般に「成功する起業家」と言われる人たち
は、その基礎となる共通する資質を備えていま
地域力連携拠点事業セミナー
す。本講座ではその資質を１５の項目として提
創業実践セミナー
起し、ものごとを「ありたい姿」「なりたい姿」「現
状の姿」「実践する姿」の４つの側面から
「１５の起業力」
チャート化して考える“4画面思考法”を用いて
～起業家資質をチェックして自分の チェックする方法を教授します。
強みを知る～
起業・独立を考えてはいるが、不安が期待を
上回ってなかなか身動きが取れない、具体的
検討に入っているけれど計画の整理がなかな
か進まないなどお悩みの方、まずは自分自身
の強みと弱み、必要な資質と足りないところを

富山県中小企業団
体中央会
女性の感性を経営に活かす

（予定含む）

http://ameblo.jp/j
kkinfo/entry10470052900.html

http://kkrgroup.com/koudo
ujuku/

http://www.shoko
rentoyama.or.jp/~toy
amakita/info/info_
2201.html

女性の特性を活かした経営手法
－ 眼から鱗が落ちる・肩の力が抜け
る時間 －
《第１回》
経営に必須だけど意外に知らない
“ジェンダー(オトコ＆オンナの特性)”
《第２回》
簡単レシピ オトコ＆オンナ向け“商品
作り＆売り方”

組合女性部・女性経営者セミナー
講演 10.02.01

ホームページ

株式会社 ジー アンド エス

http://www.saseb
occi.or.jp/chiikiryok
u/01_chiikiryoku/s
ogyoseminar20100
202.htm

http://www.chuok
aitoyama.or.jp/chuo
kai/topics_detail.p
html?Record_ID=0
10855d7af4913f56
85e633eabac59f9
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萩原 扶未子 講演会等 履歴
種別 日程

依頼先

タイトル

詳細

ホームページ

第１回 １月２２日（金）
プチ起業のネタの見つけ方
～発想法 商品化 オンリーワンにするには？
～
講師 萩原 扶未子 氏

研修

10.01.22 金沢市女性セン
-02.05 ター

平成21年度 女性のための起業支援
第２回 １月２９日（金）
セミナー
夢をかなえる「女性ならではの起業」 プチ起業の税務申告
～法人だけでなく、扶養の家族の場合、副業
～ 必須 知識編 ～
の場合の申告のアレコレ～
コーディネーター 萩原 扶未子 氏

http://info.city.ka
nazawa.ishikawa.jp
/webapps/www/e
vent/detail.jsp?id=
12669

第３回 ２月５日（金）
プチ･イベントのやり方
～主催者側と取材者からのノウハウ～
研修 10.01.24

創業セミナー
長門商工会議所(山 『４画面思考法で学ぶ 成功するため
口県）
に必要な１５の起業力』

コー
ディ
09.12.03 星稜女子短期大学
ネー
タ

パネルディスカッション

講演 09.12.02 福井市倫理法人会

モーニングセミナー
男女の特性を経営に生かそう

http://www.ncci.o
r.jp/expire/21/20
09.pdf
1年生向けに就職の選択肢の中に起業がある
こと、あるいは、将来の夢としての起業を考え
てもらう場

http://rinrifukui.jp/wpcontent/uploads/
2009/01/12_f_m.p

経営者は、ITの技術より、知識を知り、いか
レバレッジ IT経営
に、安価で効率よく、仕事に活かすかを考える
－ ちょっとした知識で大きな成果 － 時代になっている。簡単な知識を知るだけで、
大幅な効率アップ法を学ぶ場。
女性の視点で見た自動車業界の現況と今後
石川県指定工場連
生き残るためのキーワード
講演 09.11.26
の在り方、従業員に対する教育、接客マナー、
絡協議会
－ 男の常識を覆す －
店づくりなど
新潟県長岡地域商
青年部・女性部リーダー研修会
講演 09.11.20
工会連合会
女性の発想と感性を経営に活かす
県内商工会議所補助員等研修会
レディースベン
講演 09.11.26
チャー

講演 09.11.19 新潟商工会議所

研修 09.11.16 宮崎商工会議所

経営力向上と事業承継
－ 未来を託す後継者の意識 －

・後継者の資質とは
・後継者に求められる資質15ヵ条
・4面思考法で自己(後継者)分析
・課題克服の仕方を学ぶ
*自身を後継者の立場に置き換えて体感でき
るワーク型研修

・今、必要な経営力
経営革新講座
・視覚で思考を整理
成功するために必要な１５の経営力
・夢をかなえるルール

パネリスト 金沢21世紀美術館館長 秋元 雄
コー
史氏
社団法人 石川県経 パネルディスカッション「文化の継承と
ディ
㈱加賀屋 副社長 小田與之彦氏
09.11.12 営者協会 若手経営
進化」
ネー
茶道裏千家今日庵業躰部講師 奈良 宗久氏
者の会
タ
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ (社)石川県経営者協会 若手経営
者の会 代表幹事
創業セミナー
・起業家資質をチェック
香川県商工会連合
１５の”起業力”
・自分の強み弱みを知る
講演 09.11.08
会／香川県
－ 起業家資質をチェックして自分の ・起業の基礎知識を学ぶ
強み弱みを知る －
・起業までの計画作り など
講演 09.11.06

滑川商工会議所女
性会

女性の特性を活かした経営手法
－びっくりするほど役立つ なんだ！
そうなんだ！！－

講演 09.11.04

東京海上日動火災
保険

男と女の特性を活かした経営手法

講演 09.10.29 星稜女子短期大学

（予定含む）

http://www.miyaz
akicci.or.jp/miyazaki
/topics2009/07_k
akusin/2009_kaku
sin.pdf

http://www.shoko
kai.or.jp/37/37002
10000/1_19/創業
セミナー.pdf

代理店向けの講演会

経営者は大変 ・・・
1年生向けに就職の選択肢の中に起業がある
だから、やりがいがある！！
こと、あるいは、将来の夢としての起業を考え
就職の中の選択肢"起業"にチャレン てもらう場

株式会社 ジー アンド エス
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萩原 扶未子 講演会等 履歴
種別 日程

依頼先

タイトル

「男女の特性を経営に活かそう！
講演 09.10.27 加賀市倫理法人会 ～びくりするほど役立つ なんだ！ そ
うなんだ！！～」
コー
21年度 第2回 女性のための夢実現
ディ
交流会
ふくい産業支援セン
ネー
09.10.24
女性ならではの”プチ・起業”
ター、福井県
タ、メ
～ 一歩、踏み出してみませんか！？
ン
～
ター
研修 09.10.24 erグループ
ビジネスマナー研修
東京海上日動火災
女性社員の役割変革に向けて
研修 09.10.20 保険株式会社 金
沢支店

研修 09.10.17

新潟県商工会連合
会

講演 09.10.17 土曜クラブ
司
東海・北陸コミュニ
会、
09.10.16 ティビジネス推進協
世話
議会
人
福井県七市商工会
講演 09.10.14 議所女性会・女性経
営者の会
講演 09.10.05 新潟県青海商工会

詳細

ホームページ

http://kagarinri.com/10_27_pd
f.pdf
福井県を中心とした北陸3県の女性起業家（希
望者）がつどい交流を深める場
・基調講演
・パネルディスカッション
・グループワーキング
・交流会
仕事は人対人
女性の部下を持つ管理職・準管理職向けに、
部下の役割変革を進める上でどのように対応
すべきか

開業にあたって何が必要か！資金力・営業
女性起業家のための「創業塾」
力・技術力に加え「人間力」が重要な存在と
成功するために必要な１５の起業力 なっております。４面思考で起業に必要なパ
ワーを整理し考えます。

http://www.fisc.jp
/archives/cat3/p
ost_251.html

http://www.shoko
kai.or.jp/15/15002
10000/1_13/女性
創業塾チラシ%20
サイズ小2.pdf

組織に見られる男の我慢・女の不満

http://blog.canpa
n.info/magti_cb/i
mg/24/kanazawaf-pdf.pdf

地域の元気・連携フォーラムin金沢

生き生きと働き続けるために

「地域研修会」ならびに「会員の集い」 の基調
講演

女性の発想と感性を経営に活かす
石川県において仕事や地域活動等、様々な分
野で活動している県内在住（在勤）の女性個人
（国又は地方公共団体の職員を除く。）又は所
在の女性団体・グループで、次のいずれかに
該当するもの。

表彰 09.10.03

財団法人いしかわ
女性基金

いしかわ女性のチャレンジ賞受賞

http://www.pref.is
hikawa.jp/jyoseikikin/jigyou/H21/
１ 政策・方針決定過程に参画し、主導的立場 challengesyou.htm
を目指してチャレンジしている女性
l
２ 新たな分野でその領域を拓くなど先駆的な
活動にチャレンジしている女性、団体・グルー
プ

09.10.01
研修 星陵女子短期大学
10.02.04
コー
ディ 09.09.30
小松市役所
ネー タ、 09.12.10
講師
コー
ディ 09．
ネー 09.18
タ

ビジネスの場での実務能力を高め、第90回秘
書検定２級の取得を目指す。

09年 こまつ女性起業チャレンジ塾（1
期）

女性創業者物語
金沢商工会議所女
「女性創業者の強み・弱みをいかに活
性会
かすか！？」

コー
ディ 0909.12
七尾商工会議所／
ネー 七尾市
タ、 10.01.30
講師
取材 09.09.12 建設工業新聞

講演 09.09.10

秘書検定２級講座

(財) ２１世紀職業
財団 福井事務所

研修 09.09.09 三条商工会議所

（予定含む）

創業塾（第3回 のと・七尾女性起業
塾）

フロントライン

北陸圏の各代表者インタビュー
男女の特性（ジェンダー）活かし、企業支援

再就職準備セミナー
再就職の心得
～ 氷河期の中でのチャレンジ法 ～

経営革新塾
「事業アイデアの捉え方」
～自社・自分の分析から導く～

http://www.seiryo
.ac.jp/doc/index.h
tml
http://www.city.k
omatsu.lg.jp/shou
koushinkou/jyosei
kigyo_challenge.ht
ml
http://www.kanaz
awacci.or.jp/service/e
xamination/cours
e/pdf/210918.pdf
http://www3.city.
nanao.lg.jp/eventtopics/svTopiDtl.a
spx?servno=2296

・男女の特性を活用した新・マーティング
・経営環境の変化をどう捉えるか
・ビジネスチャンスの活かし方
・強み弱み分析（SWOT）演習 ほか

株式会社 ジー アンド エス

http://www.jiwe.or
.jp/local/branch_d
etail.php?key=180
9080514534877&b
ranch=18
http://www.sanjo
cci.or.jp/seminer/
keiei090806.pdf
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萩原 扶未子 講演会等 履歴
種別 日程

依頼先

東京海上日動火災
研修 09.09.07 保険株式会社 金
沢支店

パネ
09.09.05 いしかわ女性基金
ラー

09.08.30
富山市北商工会／
研修 、
富山県富山市
09.09.06

タイトル

女性社員の役割変革に向けて

女性団体交流会2009
－ 活動の活性化に向けて －

平成２１年度 創業人材育成事
業 創業塾 ネット起業コース

詳細
女性の部下を持つ管理職・準管理職向けに、
部下の役割変革を進める上でどのように対応
すべきか
パネルディスカッション
「石川県における女性のネットワーク化につい
て」
コーディネーター 中村奈津子 氏
パネリスト（五十音順）
越野 德子 氏（石川県各種女性団体連絡協議
会会長）
高田千恵子 氏（石川県婦人団体協議会会長）
萩原扶未子 氏（女性起業家交流会
inHOKURIKU代表）
インターネットを活用した創業を準備中の方
や、将来の創業をお考えの方、あるいは創業
して間もない方向けの創業に欠かせない資質
や創造力を養うことを目指す講座
・4画面思考で学ぶ 「成功する人たちの"起業
力"」
・SWOT分析を用いた プチ・マーケティング
ゲーム
・小さな会社の必須 ネット活用術

ホームページ

http://www.pref.is
hikawa.jp/jyoseikikin/jigyou/H21/j
yoseikouryuu.html

http://www.shoko
rentoyama.or.jp/~toy
amakita/info/info_
2106.html

http://www.komat
cci.or.jp/soudansy
研修
小松商工会議所
o/kouhou/h21sou
gyou.pdf
http://www.shoko
第８講 IＴ活用によりプチ起業をバージョンアッ
ren富山県商工会連合
プ
研修 09.09.06
プチ起業創業塾
toyama.or.jp/main.
会
・ITを活用した販売促進法
php?h=S01_04&id=
・情報収集・分析・共有化
577
http://www.mof北陸地域に広がる女性のため のと・七尾女性起業塾、のと女の会、女性起業
hokuriku.go.jp/img
紹介
全国財務局長会議
家交流会 in HOKURIKU の活動が、新たな地
の起業家支援ネットワーク 域経済の活性化につながることを紹介
/keizai/kigyoukas
hien.pdf
創業塾
創業者に心構え。自身の棚卸、起業までのス
「起業に成功する為に必要な１５の起
テップ、受講者間の人脈構成など
業力」

研修

株式会社中島商店

講演

石川県職員労働組
合加賀連協女性部

コー
ディ
ネー
タ、
講師

(財)いしかわ女性基
金

いしかわ女性基金・
中能登町企画課・石
講演
川県男女共同参画
推進員
研修 09.06.20 erグループ
講演 09.06.17 石川日産協力会
財務省 財務総合
研修
政策研究所 北陸
研修支社
石川県
研修

講演 09.05.12 ジョブカフェ石川

（予定含む）

ジェンダー活用研修
社員育成研修（基礎編）
２００９年度総会 基調講演
男の我慢・女の不満
～これからの女性の生き方～

女性起業セミナー

ふらっとミニセミナー
なんだ、そんなことだったんだ！！
～男と女の不思議？？を解明～

男女の思考の違い、これからの女性の生き方

◇ 起業に興味はあるけど、なんだか難しそ
う・・・
◇ 起業をしたいけど、どう準備していけばいい
の？
◇ プチ起業で、仕事と家庭の両立をめざした
い！
◇ もうすぐ起業の予定だけど、うまくいくコツが
知りたい！
そんな女性のための起業セミナーです。
起業のノウハウを学ぶだけではなく、交流会な
どを通じて起業に役立つネットワークづくりが
男女共同参画に関する事例として、互いの特
性を理解し、認め合える場

ビジネスマナー研修
男と女の特性を活かした経営手法

仕事は人対人

「組織にみられる男の我慢・女の不
満」

北陸財務局職員の組織運営能力の向上や広
く教養を高める目的

石川県職員研修
「育児休業職場復帰支援研修」
職業講和
自分の人生は自分で切り開く
～ 人生楽しく生きていこう！ ～

http://www.pref.is
hikawa.jp/jyoseikikin/jigyou/H21/
kigyouseminar.htm
l

育児休業から復帰の機会を捉え、今後の職員
生活において必要な知識を学び、かつ人的
ネットワークの形成を図る。
金沢商業高等学校 1年生対象に「仕事探し
シェルパ」として、起業や、職業経験に基づき、
「進路を考える」などのアドバイスなど

株式会社 ジー アンド エス

http://www.pref.is
hikawa.jp/jichiken
/naiyou/3-
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萩原 扶未子 講演会等 履歴
種別 日程

依頼先

講演 09.05.09 ジョブカフェ石川

講演

和歌山県商工会女
性部連合会

講演

ゴーゴーカレーグ
ループ

講演

株式会社ホクコン

講演

高岡ロータリー

講演

講演
+
コー
ディ
ネー
タ

（財）いしかわ女性
基金
、能登町及び石川
県男女共同参画推

取材

映寿会みらい病院

講演

志賀町教育委員会
金沢商工会議所
情報・文化部会

講演

詳細

職業講和
自分の人生は自分で切り開く
～ 人生楽しく生きていこう！ ～

北陸学院高等学校 ２年生対象に「仕事探し
シェルパ」として、起業や、職業経験に基づき、
「進路を考える」などのアドバイスなど

女性の感性を経営に活かす

平成21年度通常総会及び主張発表県大会・資
質向上研修会

第4回「みやぢ塾」北陸支部
男＆女力 向上セミナー

簡単なジェンダー（男女の特性）を知ることで、
男女力がアップします。
これをもちいて、社内の人間関係や、お客様の
対応やPOPの作り方などが、刷新され、他社
の差別化に役立てます。

今、注目されている”コーチング”と
社内においての効果的なコーチングの活用
は？
を、具体例をもとに学ぶ場。
－ 社内やお客様との人間関係を変
男女の特性を経営に活かそう！
－びっくりするほど役立つ なんだ！
そうなんだ！！－

ホームページ

http://ameblo.jp/
55curry/theme10012105376.html

http://www.senmaike.net
/rotary/report0809/Report2805.pdf

社団法人 石川県経
経営者は、ITの技術より、知識を知り、いか
レバレッジ IT経営
営者協会 若手経営
に、安価で効率よく、仕事に活かすかを考える
－ ちょっとした知識で大きな成果 －
者の会
時代になっている。簡単な知識を知るだけで、
大幅な効率アップ法を学ぶ場。
第３回女性企業家交流会
北陸三県の女性起業家が実体験をもとに皆
「女性のための夢実現交流会」開催 様がこれからステップアップするために必要な
http://www.fisc.jp/archiv
財団法人 ふくい産
－ 夢に向かって、
こと、障害となる問題の解決についてさまざま es/cat3/lady2008_entry.
業支援センター
女性だからできる身近な起業 － な視点からお応えします。
html

研修 09.02.10 宮崎商工会議所

講演

タイトル

取材

金沢倶楽部
金澤

研修

滑川商工会議所青
年部

（予定含む）

〇なりたい自分になるために
承継講座シリーズセミナー
〇四面思考法で自己分析
自己分析「ニューリーダーとしての資
〇ビジネスリーダーとしての必須十五か条 〇
質必須15カ条」
課題の克服の仕方 …等
http://www.pref.ishikawa.
jp/jyoseikikin/jigyou/H20/hurtto
minihtml.html

ふらっとミニセミナー
男の我慢・女の不満
－もっと、お互いを知ろう！－

男の我慢 女の不満
男女でこんなに違う 商品作り＆売り
方
2009年の活躍に期待したい 金澤の
美しい女性たち
「2008年、輝いた13人」

北陸大学系の映寿会みらい病院の健康に関
する冊子
男女共同参画講演

http://www.kclub.co.jp/kanazawa/new
book.html

企業、団体（青年部など）、そして地域のリー
自己分析「ニューリーダーとしての資
ダーとなる為に必要なものは何か？
質必須十五ヶ条」
を、学ぶ。

株式会社 ジー アンド エス

27/33

萩原 扶未子 講演会等 履歴
種別 日程

依頼先

タイトル

詳細

ホームページ

ＩＴ化や物流が進み、世の中が激変している昨
今、「何をどこから手をつけていけばいいの
か？」と、日々、悶々としている方も多いのでは
ないでしょうか？
まずはビジネスにおいての「強み弱みを知
る！」ことが必須です。今回のセミナーでは簡
単に図解で分析ができる「ＳＷＯＴ」を用いて、
現状の問題点とこれから何をどうすればいい
かをグループワークを通じで学びます。

研修 812.16

七尾市地域雇用創
出協議会

例）
●バラバラになっている社内の認識を視覚的
に整理
マーケティング・セミナー
●相手に即座に納得してもらうためには、徹底
強み弱みを知る！
http://www.nanao的な事実やデータに基づくシンプルな確証の
koyo.jp/seminar/others/
－ビジネスプランに必須の「SWOT分 提示に活用
081216.html
析」を学ぶ－
●自分の頭の中を視覚的に整理し発信する方
法
対象）
●SWOTが、初めての方から中級者まで
●事業の内容や今後の方向を視覚化したい
方
●わかりやすい企画書や事業説明を作りたい
方
●ダラダラとしたミーティングを改めたい方
●全員参加型のミーティングをやりたい方
●人前で説明が苦手な方

講演

小松市倫理法人会

講演

公立能登総合病院

講演

金沢市中央倫理法
人会

研修

講演

研修

講演

※ＳＷＯＴ:企業（あるいは組織、個人、プロジェ
クト等）のStrength（強み）、Weakness（弱み）、
今、どのような企業が求められている
モーニングセミナー
か
職場の女性のなんでがわかる
－以外に知らない男・女の思考の違 男女共同参画・ワークライフバランスなど
い－
オトコ＆オンナ向け“商品作り＆売り
モーニングセミナー
方”
リーダーズカフェ

起業家になれる人って？プチ・起業っ
て？
－ 各種調査＆経験から －
学生のプチ・起業って？
経営者は大変 ・・ だから、やりがい
がある！！再就職の中の選択肢"起
業"にチャレンジ！
効果的なＰＲ方法！
お金をかけるよりマスコミ活用で信頼
と知名度大幅ＵＰ！
ふくいジョブカフェ
経営資源（ヒト・モノ・カネ）のつくり方
すぐには作れないから、今日からはじ
めよう！
ライセンス業・公的機関・銀行の活用
方法＆つきあい方
利用した経営者でないとわからないノ
ウハウ教えます
仕事便利術
－使い方の工夫で効率大幅アップ！
ITから、便利グッズなどなど－
物事の強み弱みを知る！ビジネスプ
ランに必須の「SWOT分析」を学ぶ
男＆女の性の特性を活かした経営手
高岡ロータリー
法
-びっくりするほど役立つ なんだ！そ
富山商工会議所承継５講座シリーズ
富山商工会議所・富
セミナー
山県商工会連合会 自己分析「ニューリーダーとしての資
質必須15カ条」
人生は自分次第
星陵女子短期大学
－ 楽しく、思うがままに －

（予定含む）

http://rinriishikawa.com/

http://rinriishikawa.com/

起業に興味のある方、会社の仕組みを学びた
http://www.fukuiい方。企業の社員としても知っていてためにな jobcafe.com/seminareve
り、幅広く可能性を見つけたい方、知識の確認 nt/pdffile/0810ri-dazu.pdf
をしたい方向け。

http://www.senmaike.net
/rotary/report0809/Report2805.pdf

〇なりたい自分になるために
http://www.ccis〇四面思考法で自己分析
toyama.or.jp/toyama/topi
〇ビジネスリーダーとしての必須十五か条 〇
cs/201028_2.html
課題の克服の仕方 …等

株式会社 ジー アンド エス
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萩原 扶未子 講演会等 履歴
種別 日程

依頼先

講演

ジョブカフェ石川

研修

研修

タイトル

詳細

職業講話

向陽高校1年生に対して、経営者として社会人
の先輩として、「今なにをしないといけないの
か」「どんな人を企業は求めているのか」を伝

女性の特性を活かした経営手法
－ 眼から鱗が落ちる・肩の力が抜け
る時間 －
《第１回》９月８日(月) テーマ：経営に
必須だけど意外に知らない“ジェン
ダー(オトコ＆オンナの特性)”
石川県中小企業家
《第２回》11月10日(月) テーマ:簡単レ
同友会
シピ オトコ＆オンナ向け“商品作り＆
売り方”
《第３回》2009年 2月16日(月) テー
マ：なんだそんなことだったのか!?“職
場内のオトコ＆オンナの管理と指導
法”
再就職準備セミナー
金沢市女性セン
企業が求める人財とは？
ター
－ ここで差がつく ！！ －

講演

金沢ロータリークラ

研修

金沢市女性セン
ター

ホームページ

日々のことにおわれがちな経営者や管理職
に、これだけはしっかり抑えておいてという視 http://www.ishikawa.doyu
.jp/schedule/
点などをお話いただき、ビジネス社会で一歩を
踏み出してもらえる研修会

いろいろな理由で職を離れざるを得なかった
女性が再び働き始める為の
知識や自信を身につけるセミナー

http://info.city.kanazawa.
ishikawa.jp/webapps/ww
w/info/detail.jsp?id=9524

男＆女の性の特性を活かした経営手
http://info.city.kanazawa.

研修

研修

研修

研修

「女性が起業する」ということを、みんなで考え ishikawa.jp/webapps/ww
て生活起業の先輩から学ぶ
w/event/detail.jsp?id=65
創業塾（女性コース）
開業にあたって何が必要か！資金力・営業
http://www.tsuruga.or.jp/
「成功するために必要な１５の"起業力 力・技術力に加え「人間力」が重要な存在と
sougyoujuku敦賀商工会議所
"」
なっております。４面思考で起業に必要なパ
josei/index.htm
ワーを整理し考えます。
創業塾
福島商工会議所／
4画面思考で学ぶ「成功するために必
福島県
要な１５の"起業力”」
開業にあたって何が必要か！資金力・営業
創業塾
力・技術力に加え「人間力」が重要な存在と
http://www.komatcci.or.j
小松商工会議所
「地元起業家が語る成功する為に必 なっております。４面思考で起業に必要なパ
p/
要な１５の起業力」
ワーを整理し考えます。
富山県商工会連合
会

女性のための起業支援セミナー

プチ起業創業講座

プチ起業！成功するために4画面思考で考え
よう！
成功するために必要な１５の"起業力"

http://www.shokorentoyama.or.jp/main.php?h=
S01_04&id=469

女性に優しい最新IT講座
女性起業家交流会
in HOKURIKU ＆
（財）いしかわ女性
基金

第１回 女性のためのセキュリティ講
座
～自分や子供を守るために～
第３回 いまどきのインターネット講座
男女の特性を仕事に活かそう！
社員向け研修
講演
橋川自動車㈱
～ なんだ！ そうなんだ！！～
社内従業員のコミュニケーションの在り方
ビジネスセミナー
グループディスカッションを中心に、仲間とワイ
ガヤで学んでいきます。
「自分の強み弱みを知る」
・現在の状況を知り目標（ゴール）を明確にす
研修
ふくいジョブカフェ
－なるほど、これだったんだ！？－ る
「成功するために必要なちからの高め ・なにが、「強み」「弱み」「機会」「脅威」なの
方」
か？
－頭の中を"簡単"に"明確"に整理整 ・あなたにとって、「ありたい姿」「なりたい姿」
第2回 「女性のプチ・起業って？」
～自分の人生を見つけ出す方法（知る）～
研修
加賀市役所
女性むけ講座
第3回 「女性起業家物語」パネルディスカッ
ション
MROラジオ
独立行政法人 中
中小企業成功のための秘訣を学べるラジオ番
取材
～ 中小企業ナビ ～
小企業基盤機構
組
聞いてみよう、成功の秘訣！
加賀市動橋地区男 男性と女性 互いの力を引き出すため 男女共同参画から生み出されるまちづくりのヒ
講演
女共同参画推進委
に
ントをジェンダー（男女の特性）から考えてみ
モーニングセミナー
家庭に倫理を、男女間に心を
停滞化している地域経済と、激変している経済
金沢市西倫理法人
講演 08.04.07
～ ベストパートナーになるために ～ の中で、意外に簡単な差別化のひとつである
会
ジェンダー（男女の特性）をご紹介し、元気な経
営を目指します。
金城学院短期大学 １年生対象に「仕事探し
人生は自分次第
講演
ジョブカフェ石川
シェルパ」として、起業や、職業経験に基づき、
～ 楽しく、思うがままに ～
「働くということ」などのアドバイスなど
研修

（予定含む）

株式会社 ジー アンド エス

http://www.pref.ishikawa.
jp/jyoseikikin/itkouza.pdf

http://www.fukuijobcafe.com/seminareve
nt/pdffile/09bijinesu.pdf

http://www.city.kaga.ishi
kawa.jp/article/ar_detail.p
hp?ev_init=1&arm_id=201
-0217-6964
http://www.mro.co.jp/rad
io/08navi/index.html

http://rinriishikawa.com/
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萩原 扶未子 講演会等 履歴
種別 日程

依頼先

講演

ジョブカフェ石川

講演

金沢北社会保険委
員会

職場の人間関係
～ 男の我慢・女の不満 ～

講演

加賀市各種団体女
性連絡協議会

これまでの常識をくつがえす
「男前 → 女前活躍論」

研修

石川県庁

講演

(社)大学婦人協会
金沢支部

女性の自立としての起業考察
～石川県の事例検討～

講演

金沢みどりライオン
ズ

男の我慢 女の不満
～ 家庭編 ～

研修

七尾市地域雇用創
出協議会

『のと・七尾女性起業塾』
～あなたの夢をカタチに～

講演

講演

講演

講演

タイトル
自分の人生は自分で切り開く
～ 人生楽しく生きていこう！ ～

メンタルヘルス
～自分を知り、活かそう～

詳細

北陸学院高等学校 ２年生対象に「仕事探し
シェルパ」として、起業や、職業経験に基づき、
「進路を考える」などのアドバイスなど
ジェンダー特性を知ることで、職場の人間関係
を円滑にし、さらに、いきいきと仕事をしていっ
女性の地位向上・資質の向上を含めた地域の
女性に役員を登用し活き活きと活躍していただ
くためのお話し。
新規：育児休業職場復帰支援研修
http://www.pref.ishikawa.
ジェンダー特性を踏まえて、育児休業からの復 jp/jichiken/naiyou/3帰の機会を捉え、今後の職員生活において必
1ziko.htm
要な知識を学ぶとともに人的ネットワークの形
女性の自立や社会参加のひとつに"起業”が
あります。
石川県の事例調査を基に、女性の起業を考え
てみます。

コーディネート及び、講師として、家事や育児、 http://www3.city.nanao.l
g.jp/event介護等をしながら、起業に興味を持つ女性、す topics/svTopiDtl.aspx?se
でに起業している女性を応援します。
rvno=697

婦人学級講演会で、女性にジェンダー（男女の
特性）をわかりやすい事例で理解いただき、互
いを理解し明るく楽しい家庭と社会生活をお
今、なにをやっておかないと いけない 邑知中学2年生対象に「仕事探しシェルパ」とし
ジョブカフェ石川
て、起業に関する講和や、職業経験に基づくア
のか？
- 人生楽しく生きていこう！！ - ドバイスなど
モーニングセミナー
男女の特性を経営に活かそう！
停滞化している地域経済と、激変している経済
金沢西準倫理法人 ～びっくりするほど役立つ なんだ！
の中で、意外に簡単な差別化のひとつである
会
そうなんだ！！～
ジェンダー（男女の特性）をご紹介し、元気な経
営を目指します。
ゴーゴーカレー
女性社員向けホワイトデー感謝イベン ジェンダーを意識した接客と組織内での言動
加賀市作見校下婦
人会

ホームページ

なんだ、そんなことだったんだ！！
～男と女の不思議？？を解明～

http://rinriishikawa.com/

石川県内に住んでいる、何か活動を始めたい http://www.pref.ishikawa.
jp/danjo/challenge/chall
と思っている女性
enge.html

研修

石川県県民文化局
男女共同参画課

講演
+
コー
ディ
ネー

北陸三県の“生活型”女性起業家（希望者含
財団法人 ふくい産 第２回女性企業家交流会 「起業 夢
http://www.fisc.jp/archiv
む）が集って、メンター（相談相手）を中心にグ es/cat3/post_140.html
業支援センター
実現へのパスポート」開催
ループワークやネットワークを構築する

取材

ジョブステ

講演

小矢部商工会

報告
者
メン
ター
+
コー
ディ
ネー

平成１９年度第２回
地域協議会

(財)北陸産業活性
化センター

講演

Dream Field

メン
ター

金沢市

（予定含む）

女性チャレンジ塾

月刊 ジョブステ 5月号

女性の発想と感性を経営に活かす
～男の常識を覆す！～
「女性の起業に関する調査」報告

～プロフェッショナルが語る 『私の仕事道』

http://jobst.jp

女性部会の皆さんに、地域での生き残りや新
しいマーケティング開拓で重要で手軽な「ジェ
ンダー（男女の特性）視点」を学ぶ
中小企業基盤機構様の委託調査でおこなった
中部地域の女性起業家（志向者含む）の現状

１．北陸三県の組織型女性起業家の成長プロ
女性企業家フォーラム in ふくい
セスの実態調査報告
http://www.hiac.or.jp/ind
女性企業家フォーラム in いしかわ
ex2.htm
２．各県の組織型女性起業家の方々のパネル
女性企業家フォーラム in とやま
ディスカッション

わいがや交流会交流会

07年度 女性起業家育成セミナー

第一線で活躍する企業のトップを招き、参加者
とビジネスについて
http://dreamfield.jp/even
語り合う少人数制の交流会です。一般の講演
t/waigaya
会とは異なり、疑問や質問などを率直に
ぶつけあう事ができる有意義なイベントです。
金沢市では、起業を志す女性を対象とした「女
性起業家育成セミナー」を開催します。
http://www.bp座学と起業メンターとの個別相談で起業する musashi.jp/seminar/lady1
9.htm
女性・起業したい女性をサポートします。

株式会社 ジー アンド エス
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萩原 扶未子 講演会等 履歴
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講演

研修

依頼先

タイトル

詳細

ホームページ

「女性起業家から見た金融機関」～起 北陸において女性の視点や社会環境に応じた
北陸産業クラスター 業の現場から求められる真の支援と 女性起業家育成支援においての金融機関の
サポート金融会議
は～
あり方を調査報告より認識し、地域経済活性
化と女性の社会進出と自立支援を目的とする
地域の女性リーダー育成のための講 本年事業のメインとしてモデル地区推奨を掲 http://www.city.kaga.ishi
kawa.jp/article/ar_detail.p
座
加賀市役所
げておりますので、地域の女性リーダー育成を hp?ev_init=1&arm_id=201
～地域の女性が出来ること～
目指す
-0184-4505
http://www.city.kaga.ishi

研修

加賀市役所

講演

徳島県美馬町商工
会

研修

金沢市女性セン
ター

起業に興味を持っている人のための 現役・団塊世代・それ以外の人たちへの第２の kawa.jp/article/ar_detail.p
hp?ev_init=1&arm_id=201
講座
人生の起爆剤となることを目指す
-0184-4505

講演

女性の発想と感性を経営に活かす
～キラリ輝く経営者になる～

「セクハラは、なぜ、おきるのか？」
金沢みどりライオン ～なんで男は！？どうして女は！？を 経営者の方々に男女の特性からセクハラを考
ズ
えてもらう
ひも解く～

講演

テルメ金沢協力会

新たな男女の特性活用の時代へ
～男と女の不思議？？を解明～

研修

金沢市女性セン
ター

女性のための起業支援セミナー

研修

七尾市地域雇用創
出協議会

取材

取材

講演
講演
講演
講演
講演
講演
講演
講演

http://info.city.kanazawa.
ishikawa.jp/webapps/ww
w/event/detail.jsp?id=68

再就職準備セミナー
企業の求める”人財”とは

MRO

NHK

のと・七尾女性起業塾

経営者の方々に
男女の思考や行動の違い
女性の活用法
女性管理職育成法
財布の8割を握る女性消費者対応
を、説明

起業を考える女性の啓蒙セミナー
※コーディネータ、講師
１．「これからコース」
起業を考える女性の準備セミナー
２．「パワーアップコース」
女性ならではの起業後の実践セミ
ナー
※コーディネータ、講師

今、女性の起業が増えてきている。女性起業
特集・イブニングEYE 6月16日
家の研究をしている萩原扶未子さんを迎え、
「キーワードは自立 女性起業家の
女性の起業の現状とポイントなどについてお
今」
話をうかがいました。

http://info.city.kanazawa.
ishikawa.jp/webapps/ww
w/event/detail.jsp?id=65
１．http://www.nanaokoyo.jp/seminar/others/
070512_1201_power.html
２．http://www.nanaokoyo.jp/seminar/others/
070512_1201_korekara.ht
ml
http://74.125.153.132/se
arch?q=cache:brQ8s9u2N
JcJ:www.mro.co.jp/eveni
ng5/evening_eye.html+%E
5%BF%97%E8%B3%80%E7%
94%BA%E6%95%99%E8%82
%B2%E5%A7%94%E5%93%
A1%E4%BC%9A+%E8%90%
A9%E5%8E%9F%E6%89%B6
%E6%9C%AA%E5%AD%90&
cd=2&hl=ja&ct=clnk&gl=jp

http://74.125.153.132/se
arch?q=cache:z5TFnZbrh
cJ:www.nhk.or.jp/kanaza
wa/program/001/bunko/
石川県内の様々な分野でご活躍の方に、女性 2005/06-01ニュースいしかわ６１０「ろくまる文庫」 起業家支援についての取り組み活動を紹介 03.html+NHK%E3%80%80%
E3%82%8D%E3%81%8F%E3
３月１３日
し、心に残る本・おすすめの本をご紹介する
%81%BE%E3%82%8B%E6%9
コーナー。
6%87%E5%BA%AB%E3%80
%80+%E8%90%A9%E5%8E%
9F%E6%89%B6%E6%9C%A
A%E5%AD%90&cd=1&hl=ja
&ct=clnk&gl=jp

ジェンダーを知ろう
～ 男心と女心 ～
女性起業家創出物語
北陸経済連合会
～公的支援の側面から～
とやまSOHO協議会
女性起業家が生まれるまで
経営者協会
自立していく女性に送るメッセージ
企業人にとっての倫理を考える
西病院
金沢市男女共同参画出前口座
～良い倫理・悪い倫理・普通の倫理～
パナソニックモバイ
男の我慢,女の不満（組織編）
金沢市男女共同参画出前口座
ル金沢研究所
富士YAMA会
男の我慢,女の不満（組織編）
金沢みなとロータ
男の我慢,女の不満（組織編）
30人会

（予定含む）

株式会社 ジー アンド エス
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萩原 扶未子 講演会等 履歴
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依頼先

講演
講演

いしかわMOTシンジ
ケート
ライオンズ金沢中央
金沢法人会 米丸
支部
小松市役所
あすなろ倶楽部

講演

経営者協会

研修

別川製作所

講演

石川県看護協会

講演

金沢市女性セン
金沢市女性セン
ター
金沢市女性セン
ター

講演
講演
講演

講演
講演

講演

金沢中央高校

講演

ヤギコーポレーショ
ン

講演

椿経友会

講演

講演

輪島・穴水・門前電
信電話ユーザー協
石川県労働企画課
（職業能力開発プラ
ザ）

タイトル

男の我慢,女の不満（組織編）
男の我慢,女の不満（組織編）
男の我慢・女の不満（家庭編）
男の我慢・女の不満（家庭編）
これからの企業における女性労働者
の活用
ストレスへの組織的対処方法
～ストレスといかに上手につきあうか
21世紀のﾘｰﾀﾞｰを目指して
‐私たちがやらなきゃ誰がやる‐
求められて働こう！
自分らしさを見つけよう！
～これからの男性・女性の生き方～
男の我慢・女の不満
～もっと、お互いを知ろう！～
今、なにをやっておかないといけない
のか？
～人生楽しく生きていこう～
職場の人間関係
～男の我慢・女の不満～
職場の人間関係
～男の我慢・女の不満～
職場の人間関係
～男の我慢・女の不満～
職場のメンタルヘルス対策
「社員の危機シグナルの見分け方」
職場のメンタルヘルス対策
「社員の危機シグナルの見分け方」
職場のメンタルヘルス対策
「社員の危機シグナルの見分け方」
職場のメンタルヘルス対策
「社員の危機シグナルの見分け方」
おかだ直樹ディベート三本勝負
討論者

石川労働局

講演

金沢市

講演

能美ロータリー

講演

金沢政策フォーラム
（特）石川市民活動
市民活動のプレゼンテーション
ネットワーキングセ
ンター
全農林労働組合
ベスト・パートナーになるために
北陸地本 石川女 ～ 男と女はそもそも違うもの。でもそ
性部･青年部
の違いは悪いものではない ～
金沢東ロータリーク
男の我慢,女の不満 ＜家庭編＞
ラブ
ジェンダーを知ろう
津幡町中央公民館
～ 男の我慢、女の不満 ～
北陸財務局
男の我慢,女の不満
金沢南ロータリーク
男の我慢,女の不満 ＜企業編＞
ラブ
(財)21世紀職業財
企業の求める人財とは
団
～ 氷河期の中でのチャレンジ法 ～
小松市役所 SOHO
たかが営業、されど営業
セミナー
～ 情熱だけでは食べていけない ～
全農林労働組合
職場の人間関係
北陸地本 石川女
～ 男の我慢、女の不満 ～
男女共同参画地域
トップセミナー<能登
地区＞
堀内社会保険労務
士事務所
採用される女性はここが違う
石川県若者しごと館
～ たかが就職・されど就職 ～
北星産業㈱
元気あふれる企業をめざして
第12回全国ボラン
企業貢献
ティアフェスティバル
企業と地域がつながりはじめた
いしかわ
石川県教祖石川支
生き生きと働き続けるために
部女性部
石川県・市町村
男女参画の重要性
女性問題サポート
ジェンダーを知ろう
つばた
～ 男の我慢、女の不満 ～

講演

講演
講演
講演
講演
講演
講演
講演

講演

講演
講演
講演
講演

講演
講演
講演

（予定含む）

ホームページ

男の我慢,女の不満（組織編）

講演

講演

詳細

講評委員

パネラー

コーディネータ

パネラー
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萩原 扶未子 講演会等 履歴
種別 日程
講演
講演
講演
講演

講演
講演
講演
講演
講演
講演
講演

依頼先
金沢雇用推進協議
会・北陸鉄工協会
北陸道路舗装会議
福井県生活学習館
経営工学会北陸支
部・北陸経営品質
フォーラム
金沢科学技術専門
学校
雇用・能力開発機構
星陵女子短期大学
金沢市女性セン
ター
(財)21世紀職業財
団
加賀電信電話ユー
ザー協会
小松電信電話ユー
ザー協会

講演

津幡中学校

講演
講演
講演

(財)21世紀職業財
北陸学院
㈱日本旅行
(財)石川県産業創
出支援機構

講演
講演
講演
講演
講演

講演
講演
講演
講演
講演
講演
講演
講演
講演
講演
講演
講演
講演
講演
講演
講演
以上
抜粋

内灘町教育委員会
石川県教職員組合
河北支部
石川県中小企業者
協会
NEO KANAZAWA交
流会

タイトル

（予定含む）
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増える職場ストレスに、会社としてどう
対処するか
ゆきぐにの使いやすいみちをめざして パネラー
女性の自立とIT革命
増える職場ストレスに、会社としてどう
対処するか
企業の求める”人財”とは
～ なぜ、就職するのか？ ～
今だから言える 創業体験記
気がつけば社長
企業の求める人財とは
～ 女性をみつめる企業の目 ～
再就職の心得
～ 氷河期の中でのチャレンジ法 ～
マルチメディアが革命を起こす日
～ IT活用法 ～
マルチメディアが革命を起こす日
～ IT活用法 ～
自分らしく生きていくには？
～ 一緒に考えてみよう ～
企業の求める人財とは
ステキな自分であるために
激変のIT化社会で生き残るには？
目ざせ石川のﾍﾞﾝﾁｬｰ

起業家への第一歩、心構え等について

生涯学習社会における新しい公民館
事業の企画について
ジェンダーフリーをめざして
ｼﾞｪﾝﾀﾞｰ･ﾊﾞｲｱｽに気づき「再生産」しないため
～ 職業を通して思うこと ～
に
元気のでる話し
激変のIT化社会で生きる為に

IT革命と私たちの暮らし
～ ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ等の情報通信技術の発
展がもたらすもの ～
(社）ﾘﾈﾝｻﾌﾟﾗｲ協会 知っていて得をするIT産業の裏と表
雇用能力開発機構
いかに自分を売り込むか
金沢大学工学部仁
求む！21世紀を切り開く人財
石川社会保険事務
情報化社会について
金沢学院大学
起業への挑戦
(財)石川県女性ｾﾝ
生き方を考えよう
金沢市鳴和中学
生き方を学ぶ会
雇用能力開発機構 今、どんな起業が求められているか
北国新聞文化ｾﾝﾀｰ
自己啓発のすすめ
今、どのような起業が求められている
宇ノ気ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ
か
河北郡社会教育委 男女共同参画の基本的な考え方につ
員連絡協議会
いて
珠洲市各種女性団
女性社長奮戦記
体連絡協議会
～ 今日も元気にがんばろう ～
石川県農林水産部
女性の企業活動が地域を変える
畜産課
小松ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ
IT時代を迎えて
高岡ロータリー
コンピューターとの付き合い方
金沢市中央公民館

詳細

高齢者向けに、ITに対応することの必要性を
具体的事例で学んでもらう

情報化社会の裏表と今後の情勢について

創業支援ｾﾐﾅｰ
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