
申し込みに関して

2020年8月▶2021年3月

TKPガーデンシティ竹橋（東京都千代田区）
セミナーハウス  クロスウェーブ梅田（大阪府大阪市）

会 期

会 場

女性農業コミュニティリーダー塾事務局（受託：株式会社アール・ピー・アイ）
TEL：03-5212-3411（受付時間）平日10：00～17：00　E-mail ： agrileader@rpi.co.jp

お問い合わせ

受講希望の方は、エントリーシートをご記入の上、公式WEBサイトからお申し込みください。
公式WEBサイト「輝く農女新聞」　http://www.jma.or.jp/kagayaku-nj/news/ikuseijuku/info.html

詳細は基礎研修終了後、参加者の方へメールにてご案内をさせていただきます。

地域・コミュニティを牽引する意欲がある女性農業者であること。

かつ全ての講習日に出席することができる方。

22,000円（税込）/年間

※会場（東京・大阪・名古屋）までの往復交通費並びに宿泊費、先進地視察にかかる費用は事務局が負担します。

※ホテルでかかる宿泊以外の費用（朝食代、飲み物代、ルームサービス等）は受講生負担となります。

なお、宿泊・移動手配に関してはすべてJTBが担当いたします。受講決定後別途ご案内を送付いたします。

本塾　基礎研修へのご参加（WEB会場での受講も含む）
▶基礎研修参加者に実践研修の申込方法等についてご案内します

合否連絡（メール）をお送りします
▶合格者の方には別途、受講料のお支払い方法に関してのご案内をいたします

受講料のお振込み
▶指定期日までにお振込みをいただけない場合は、受講できません

受講料の入金確認後、受講のご案内をお送りいたします
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2020年度

講師陣の紹介

申込方法

受講条件

申込締切

受講費用

女性が変える未来の農業推進事業
農林水産省補助事業

株式会社ジェイアール
東日本企画
ソーシャルビジネス開発局
地域コーディネーター

林　聖子
リクルート退社後、NPOにて「食農を通じて地域を元気
に」「地産都消」として、グリーンツーリズム、都内マルシェ、
地方食材交流会を実施。
生産者と消費者、生産者と飲食店を繋ぐかけ橋を目指し、
様 な々活動を行う。震災以降は、東北にて食を通じた復興
支援を行い、福島県いわき市遠野町では、持続可能な地
域になるための将来ビジョン策定にかかわる。

プログラムアドバイザー・メンター

金子和夫事務所株式会社
代表取締役
地域ブランドコンサルタント

金子 和夫

地方の活性化を地域ブランド手法と住民参加型プラット
フォームづくりで支援している。特にマーケットインの商品
開発からブランディング、販路開拓まで一気通貫のパッ
ケージで応援している。
ファッション業界で小売マーケティングを12年担当後、株
式会社日本総合研究所で地域活性化コンサルティング
を２５年間担当し、定年退後、地域ブランディングによる地
域活性化を目指して専門会社を設立した。

株式会社プレイバック・シアター研究所
キャリアコンサルタント
Disc公認インストラクター
心理カウンセラー

高橋 和美
２０年に渡ってコンサルティング、研修を通じた自分らしく
生き生きと高いモチベーションで、ポジティブに働く個人の
実現を基盤とした生産性の高い、強いチームづくりの支
援を行なっている。
特に２児童の子育てとの両立、学童保育、PTA活動など
地域のコミュニティにも携わる中での経験を生かしながら
一人ひとりの多様性が活かされるチーム、女性活躍や
リーダ育成、人が育つチーム風土づくりを支援プログラム
を展開している。

ヒューマンスキル研修担当主幹講師

1次募集〆切 ： 6月26日（金）
2次募集〆切 ： 7月22日（水）
3次募集〆切 ： 8月 7日（金）

1次募集〆切 ： 2020年6月26日（金）
2次募集〆切 ： 2020年7月22日（水）
3次募集〆切 ： 2020年8月 7日（金）

※第1回は名古屋にて開催予定



女性農業コミュニティリーダー塾とは？女性農業コミュニティリーダー塾とは？

本塾は地域・コミュニティの活性化に向けて周囲を巻き込み、実践できる人材を育成します。

講義
ワークショップ

ビジョン策定
志を立てる

事後課題

8 月27日（木）
8 月28日（金）

■コミュニティの現状を把握するとともに、私のビジョンをつくる
　　　現状に対する自分の問題意識やビジョン
　　　コミュニティの課題を確認、コミュニティの宝を探して再評価する
　　　私のビジョンをつくる
　　　コミュニティリーダーに必要なコミュニケーション能力

私のビジョンの整理
コミュニティの現状把握
ワークショップ手法の事前学習①

講義
ワークショップ

身近な仲間を
巻き込む

事後課題

■身近な仲間を集めてビジョンをつくる
　　　身近な仲間を集めて話し合い、ビジョンをつくる
　　　ビジョンづくりの為のワークショップ実践編
　　　仲間を巻き込むコミュニケーション

実際に身近な仲間を集めて、会合を実施する
コミュニティのビジョンを策定する
ワークショップ手法の事前学習②

講義
ワークショップ

事後課題

■ビジョンを実現するアクションプランをつくる
　　　ビジョンを実現する為のアクションプランを作る
　　　アクションプランのKPI（目標）を設定する
　　　アクションの優先順位をつける
　　　戦略とアクションプランをつくる「ワークショップ」

目的と目標の整理
戦略とアクションプランのブラッシュアップ
発表の準備

アクションプランの
策定

研究・現地研修
（場所未定）先進事例に

学ぶ

事後課題

■先進事例に学ぶ
　　　女性が地域・コミュニティで活躍する先進事例先への訪問
　　　先進事例の現地研修を通じた気づきの共有

ビジョンのブラッシュアップ

講義
ワークショップ

アクションプランの
発表と行動宣言

■アクションプランの共有と活動宣言
　　　本塾での活動の振り返り
　　　自地域・コミュニティにおける活動の宣言

2

3

4

5

1

★”女性農業コミュニティリーダー塾”は『基礎研修（導入編） 』と『実践研修（学びを深める場）』で構成されています。

★基礎研修では、コミュニティづくりの基本的な進め方やそれを実現するスキルを学ぶことができます。

★実践研修では、全国に広がる女性農業者の仲間と一緒に、講義と実践を繰り返すことによって、学びを深めていきます。

農業コミュニティ活動をリードする「ノウハウ」と
  　実践する「ヒューマンスキル」を身につける学びの場

女性農業コミュニティリーダー塾  プログラムアジェンダ女性農業コミュニティリーダー塾  プログラムアジェンダ

研修内容・スケジュール研修内容・スケジュール

女性農業コミュニティリーダー塾はこんな場です女性農業コミュニティリーダー塾はこんな場です

コミュニティ活動をリードするノウハウ ヒューマンスキル

定員（予定）
東京・大阪
各20名

合
同（
名
古
屋
）

10月  6日（火）
10月  7日（水）

10月15日（木）
10月16日（金）

12月  9日（水）
12月10日（木）

東
京

大
阪

1 月12日（火）
1 月13日（水）

1 月19日（火）
1 月20日（水）

東
京

大
阪

合
同（
先
進
地
）

3 月  8日（月）
3 月  9日（火）

合
同（
東
京
）

日　程 テーマ 研修区分 概　　要

輝く女性農業者コミュニティスキル塾 基礎研修 女性農業コミュニティリーダー塾 実践研修

①参加型リモート　セミナー

②動画　学習

③テキスト　学習

実践研修
受講

東京＆大阪

実践研修
エントリー

受講者の
選考及び
決定

受講
決定者への
案内

「自分たちの地域・コミュニティのこれからを深く考え、行動したい！」
と思いつつ、「リーダー」なんて荷が重いし、私にはできないのでは・・・と
お感じの方も多いのではないでしょうか。
本塾では各分野の専門家の講義の他、ワークショップや先進地での現地
調査などを通じ、次のようなスキルをステップを踏んで身につけることがで
きます。

　★「コミュニティづくりを進めていく」ノウハウ習得
　★自分らしいリーダーシップの発見（リーダーは怖くない！）
　★周囲を巻き込む！コミュニケーションスキルの習得
　★課題を自ら発見し、その解決に取り組む手法を知る

本塾は、農業経営に直結する幅広い学びで構成されています。

地域・コミュニティ
を活性化したい！

地域・コミュニティ
のこれからを見つめ、
行動したい！

日頃感じている課題
解決に取り組みたい！

だけど・・・。
私にできるかしら・・・

多様な主体を
巻き込む

組織化

評価・改善の
しくみづくり

実行する

現状把握
評価分析

戦略策定

コミュニティ形成モデル
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リーダーシップ

コミュニケーションファシリテーション

＋

昨年度の実践研修
学びの様子はコチラ

WEBで実施

1次募集〆切　 6月26日（金）
2次募集〆切　 7月22日（水）
3次募集〆切　 8月  7日（金）

１次結果　 ７月上旬に連絡
２次結果　 ８月上旬に連絡
３次結果　 ８月12日までに連絡

2020年8月～
　　　　2021年3月
（第1回は8月27-28日）

現在所属しているコミュニティ活動をさらに盛り上げたい方

自身の経営だけでなく、地域やコミュニティを盛り上げたい方

地域やコミュニティを巻き込み、ブランディングを実現したい方

現在の取り組みをブラッシュアップし、更なる成果を目指したい方

本塾に関心があり、【実践研修】にチャレンジしたい方

地域やコミュニティづくりの具体的なノウハウ
周囲の仲間を巻き込む手法
多様な仲間との合意形成をとる手法
経営にも直結するコミュニケーションスキル
自分らしいリーダーシップ
広域に及ぶ女性農業者同士のネットワーク
視野の拡大、視座の向上

こんな方に“おすすめ” 参加して得られるメリット

※個別プログラムは変更する可能性があります。


