
　本スクールは、地域事業に挑戦する人たちが集う学習コミュニティー「Local Creative School(略称：LCS)」と、森林づくりの技術や経営改善、

地域づくりや交流など森林・林業にかかわる活動を行っている「全国林業研究グループ連絡協議会」との協同により、委託を受けた一般社団法人 全

国林業改良普及協会が企画運営して行います。

Forest Creative Women's School

森林資源を活かした新しいモノ・コトづくりや、事業拡張に
挑戦したい女性のためのオンラインスクール

～本スクールで深めること～ チャレンジを成功させる９つの問い

　森林資源を活かした、新しいモノ・コトづくりや起業活動の促進を図ること

を目的に、新規事業の発足や既存事業の拡張を行う意欲がある女性を

対象に、オンラインでの講座と相談・コミュニケーションを実施するスクールを

開催します。

　事業創出のワークフレーム等について実践的な学びや気づきを提供し、

受講者が、「森のめぐみを活かし、地域で事業を創出する」ための具体的な

アクションを実行していくことを目指します。

×

「小さく稼ぐところから始めたい」、「事業がうまくいっていないかな･･･」という人にもおすすめです

森林資源を活かした､さま

ざまなモノ・コトづくりに

チャレンジしたい女性

オンライン講座：11～3月

の夜間約２時間×９回

定員：１０名程度

受講料：￥25,000(税込)
☆初回無料お試し参加可能！

★説明会：11/2(火)19:30～
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■以下のほか、個別相談、コミュニケーション（オンライン交流会等も）を実施します。

■講座は全日程、時間は19:30～21:00をコアタイムとして、左記の他30分は自由参加時間とします。

※オンライン講座全9回等、全てZOOMで行います。講座は後日アーカイブ動画を共有いたします。

11/24（水）

12/8（水）

12/22（水）

1/5（水）

1/19（水）

2/2（水）

2/16（水）

3/2（水）

3/16（水）

Will -Can-Need～やりたいこと、できること、求められることを棚卸しし、対話する～

【ステップ２】地域と向き合う

ありたい未来を描く～「As is/To be」、「Vision Mission Value」で地域のありたい未来を描く

ギャップを見つける～「ロジックツリー」、「VRIO分析」で、ありたい未来の阻害要因を特定する～

未来を実現する～「バリュープロポジション」、「リーンキャンバス」を使って、三方よしの事業を創る

「村まるごとホテル」等を仕掛ける“さとゆめ”からローカルビジネスのリアルを学ぶ

ケーススタディ１　山梨県小菅村　村まるごとホテルと、村に新たに生まれたベンチャー達

ケーススタディ２　長野県信濃町 森林を癒し・健康の場として活用する「癒しの森事業」

2つのケーススタディを踏まえ、地域でのビジネスプラン構築手法を学ぶ～

【ステップ３】事業と向き合う

「自分の好きを、世の中の価値に」を軸に事業創出のワークフレームを学ぶ

【ステップ１】自分と向き合う

点火役“ファイアープレイス”との対話を通じて自己理解を促進する

適性検査と価値観診断、仲間との対話を通じて自信を客観視する

ライフログ～人生の転機と、自身に決定的な影響を及ぼした3Personとの出会いをマッピング～

起業実践者による専門的な指導

全９回の講座日程・内容（予定）

https://zoom.us/j/92916723575?pwd=Q0EwOEpmTXYzOGc0bnFhZnN6OFhUZz09

説明会(ZOOM)：11/2(火)19:30～　▼以下リンクをクリックするかQRコードから

※女性限定。確認の為、入室時、ビデオ（カメラ）をオンにしてください。その後はオフでも結構です。

無料でお試し参加可能
※詳しくは要項を参照

受講生同士が同じ課題に向

き合いながら、支え合える

ところも、スクールの良い

ところです。懐かしい学生時代･･･

事業と向き合う
自分のやりたい事と、周囲の役に立つ事の両

方をわがままに、欲張る事が事業を実現させ

る大切な一歩になります。

自分と向き合う
自分を客観視し、周囲からフィー

ドバックを受ける機会は案外少な

いものです。改めて自分と向き

合ってみましょう。
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渡邉 知さん

株式会社ファイアープレイス代表取締役/東京都観光まちづくりアドバイザー

嶋田 俊平さん

株式会社さとゆめ代表取締役/京都芸術大学 客員教授

竹内 誠一さん

株式会社We&E 代表取締役/情報経営イノベーション専門職大学 客員教授

★受講料 ： ￥25,000(税込)　【初回（無料お試し参加可）後、受講料振込口座をお知らせいたします】

★別紙募集要項を必ずご確認の上、お申込み下さい。

★応募結果の連絡

　【お問い合わせ先（事務局）】

（担当者：一般社団法人 全国林業改良普及協会　編集制作部　三石 麗）

MAIL:fw-info@ringyou.or.jp　※ZOOM等のご相談もこちらへ　TEL:03-3584-6625(直通)

令和３年度 林野庁「未来の林業を支える林業後継者養成事業」（全国林業研究グループ連絡協議会受託）により実施し

　電通グループ～リクルートを経て、2015年に「つながりを創出し しあわせの総量を増

やす」をミッションとする(株)ファイアープレイスを設立。内発的動機（ WILL）を起点

としたつながりを増やし、そこから新規事業を創出していくための一連のメソッドとアクショ

ンを「点火（ IGNITION）」と称し、地域づくり、場づくり、チームづくり事業に挑戦

中。つながり＝「共感と共働」と起き、つながりから産まれる「共創」に伴走する点火

役。

　環境系シンクタンク勤務を経て、2013年にさとゆめを創業。「ふるさとの夢をかたち

に」をミッションに、地方創生の戦略策定から商品開発・販路開拓、ショップの立上げ・

集客支援まで、一気通貫で地域ビジネスの事業化を支援している。全国各地で約

30程の地域で道の駅・アンテナショップ・観光事業・DMO設立等に関わる。2019 年

には、山梨県小菅村に、「700人の村がひとつのホテルに」をコンセプトとした分散型ホ

テル「NIPPONIA 小菅 源流の村」を開業。

　雑誌編集業界のエディター兼ライターから、リクルートコミュニケーションズに転職し、ク

リエイティブディレクター、部長、ビジネスプロデューサーを歴任。大手企業の組織開発

＆事業開発の実行支援に従事しながら、アート、学び、食をテーマに自社サービス＆

プロダクトを開発中。「正しく、美しく、かっこいい商品を追求したい」がモットー。

http://www.ringyou.or.jp/rinken/cat149_1712.html

  ご応募頂いた結果（受講の可否）については、11月15日（火）に事務局からメールにより、ご応募頂いた方全員に直

接連絡いたします。

ファシリテーター

申込【10月20日（水）～11月13日（日）】

▼以下リンクをクリックするかQRコードからアクセス

頼りになるアニキ達が伴走してくれます。気鋭の社長３人によるぜいたく講座。
ここだけの話、めっちゃジェントルマンぞろいなんですよ～ とっつきやすい皆さんです！
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林業研究グループ：森林づくり、人づくり、地域づくりを担っている自主的なグループで、全国におよそ1,000

グループ、16,000人の会員がいます。（参考）森と森の恵みに関わる・関わりたい様々な女性のためのオンラ

インネットワーク「森女ミーティング」があります。詳しくは、https://morijo.com/ へ。
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令和３年度 未来の林業を支える林業後継者養成事業（林野庁） 

（全国林業研究グループ連絡協議会） 

「Forest Creative Women's School」受講者募集要項 

 

 

１ 目的  

森林資源を活かした、新しいモノ・コトづくりや起業活動の促進を図ることを目的に、

新規事業の発足や既存事業の拡張を行う意欲がある女性林業者等を対象に、全９回のオ

ンライン講座とオンラインでの相談・コミュニケーションを実施するスクールを開催し

ます。事業創出のワークフレーム等について実践的な学びや気づきを提供し、受講者が

「森のめぐみを活かし、地域で事業を創出する」ための具体的なアクションを実行して

いくことを目指します。 

なお、本スクールは、地域事業に挑戦する人たちが集う学習コミュニティー「Local  

Creative School(以下 LCS)」と、森林づくりの技術や経営改善、地域づくりや交流な

ど森林・林業にかかわる活動を行っている「全国林業研究グループ連絡協議会」との協

同により、委託を受けた一般社団法人 全国林業改良普及協会が企画運営して行います。 

 

※本事業成果を他の女性林業者等へのモデルケースとするため、スクール受講中の状

況等を、個人情報等を除き可能な範囲で情報公開させていただきます。なお、受講中・

受講後、経過等のアンケートにもご協力いただきたいと考えています。 

 

２ 対象 

森林資源の活用を基幹とした事業の女性実施者（新規、既存事業の拡張） 

想定する範囲：林業、林産、木工、特用林産（山菜・キノコ）・ジビエ等の食、森林・

林業教育、森林利用・リクリエーション、木育等。 

※女性限定となります。 

 

３ 定員  

  １０名程度 

 ※受講希望が定員を超えた場合、追加でエントリーシートを提出いただき、受講者を

選考させていただきます。 

 

４ 説明会(ZOOM) 

11/2(火)19:30～ ▼以下リンクするとアクセス可能です 

https://zoom.us/j/92916723575?pwd=Q0EwOEpmTXYzOGc0bnFhZnN6OFhUZz09 

※女性限定。確認の為、入室時、ビデオ（カメラ）をオンにしてください。その後は

オフでも結構です。 

https://zoom.us/j/92916723575?pwd=Q0EwOEpmTXYzOGc0bnFhZnN6OFhUZz09


５ 講座日程・内容（予定） 

※順番は変更になる場合があります。 

■全日程、時間は 19:30～21:00をコアタイムとして、左記の他 30分は自由参加時間と

します。 

 

【ステップ１】自分と向き合う： 

点火役“ファイアープレイス”との対話を通じて自己理解を促進する 

11/24（水） 適性検査と価値観診断、仲間との対話を通じて自信を客観視する 

12/8（水） ライフログ～人生の転機と、自信に決定的な影響を及ぼした

3Personとの出会いをマッピングする～ 

12/22（水） Will -Can-Need～やりたいこと、できること、求められることを

棚卸しし、対話する～ 

 

【ステップ２】地域と向き合う： 

「村まるごとホテル」等を仕掛ける“さとゆめ”からローカルビジネスのリアルを学ぶ 

1/5（水） ケーススタディ１ 山梨県小菅村 村まるごとホテルと、村に新た

に生まれたベンチャー達 

1/19（水） ケーススタディ２ 長野県信濃町 森林を癒し・健康の場として活

用する「癒しの森事業」 

2/2（水） 2つのケーススタディを踏まえ、地域でのビジネスプラン構築手法

を学ぶ～ 

 

【ステップ３】事業と向き合う： 

「自分の好きを、世の中の価値に」を軸に事業創出のワークフレームを学ぶ 

2/16（水） ありたい未来を描く～「As is/To be」、「Vision Mission Value」

で地域のありたい未来を描く～ 

3/2（水） ギャップを見つける～「ロジックツリー」、「VRIO分析」で、あ

りたい未来の阻害要因を特定する～ 

3/16（水） 未来を実現する～「バリュープロポジション」、「リーンキャンバ

ス」を使って、三方よしの事業を創る～ 

 

 ※上記以外のフォローアップ、ファシリテータ情報はチラシ参照 

 

 

 

 

 

11/24（水）初回をお試し受講日とし、ご応募頂いた方全員を受講可能とします。ただ

し、希望人数が多い場合、見学のみの「聴講」に変更していただく等、事前調整をさせ

ていただきます。受講定員に余裕がある場合、ご応募の時点で全９回の受講を決めてい

ない方も、２回目以降の受講が可能となります。ただし、ご応募の段階で全９回の受講

を決めていらっしゃる方が優先的に受講可能となりますのでご了承ください。 



６ 受講料  

  ￥25,000(税込) 

 

７ 申込方法  

  次のページから、申込フォームに必要事項を記入の上、ご応募ください。 

http://www.ringyou.or.jp/rinken/cat149_1712.html 

 

８ 申込期間 

  10月 20日（水）～11月 13日（日） 

※応募の状況によっては、募集期間内に、事務局よりご連絡させて頂く場合があります。 

 

９ 結果の連絡 

  ご応募頂いた結果（受講の可否）については、11月 1５日（火）に事務局からメール

により、お申込み頂いた方全員に直接ご連絡いたします。受講料のお支払いは、初回の

講座（無料お試し参加可）終了後、２週間以内にお願いいたします（初回後、受講料振

込口座をお知らせいたします）。受講料納入後の受講キャンセル、受講料の返金は致し

かねますので、ご了承ください。 

 

        【お問い合わせ先（事務局）】 

  担当者：一般社団法人 全国林業改良普及協会 編集制作部 三石 麗 

MAIL：fw-info@ringyou.or.jp  TEL：03-3584-6625(直通) 

http://www.ringyou.or.jp/rinken/cat149_1712.html
mailto:fw-info@ringyou.or.jp

