
森と森の恵みにかかわるすべての女性の皆様

そんな女性達と共に新しいモノづくりに挑戦したい企業の皆様

全国の森と森の恵みにかかわる様 な々女性『森女』のための

オンラインコミュニティ 「森女ミーティング」
が立ちあがりました。  ぜひご参加ください! 

森女とは、女性林業者をはじめとして、森林・林業に関心のあるすべての女性を指します。
 「森女ミーティング」が、様 な々職種・立場・想いの皆さんが集まる場であり、

社会と次世代の子ども達に、森女の活躍を伝えるきっかけとなればと願っています!

morijo.com
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森女ミーティングって、どんなことができるの?

全国各地で活躍する森女がネットワークに参加し、
日々の仕事や地域の暮らしの中で培った知恵、成
功体験や課題を共有!

森女と、様 な々分野で活躍する企業・団体とを結び
つけることで、新しい商品やサービスを生み出し、
社会へ広く発信!

①～③について、参加の仕方(無理のない関わり方)を選ぶことができます。

②森女×企業PJ ③森女ゼミ①交流&情報発信

全国の同じ境遇の人に気軽に相談したい

新しい切り口で企画・商品開発を展開したい

地域内で仲間や集まりを作るきっかけにしたい

楽しいイベントで人とつながりたい

例えば、こんな方にもおすすめです

森女ミーティングの3つの柱

企業と森女が連携し、 
企業課題から、

新たなモノ・コトづくりに
挑戦するワークショップ

森女が集まり、テーマを考え、
主体となって研究や勉強会
などを実施するサークル活動

森女メンバーだけの
会話・相談が可能な
交流の場（承認制）と、

発信専用の外部向けの場

参加  企業として
参加 参加 ゼミを

作る
イベント
企画

情報
交換

情報
収集

 ちょっと
相談

講師として
参加

  成果発表会
参加・傍聴

※すべての取り組みが基本的にオンラインで行われるため、新型コロナウイルスを想定した「新しい生活様式」
　にも対応した新時代の活動スタイルです。

新型コロナウイルスの影響もありますが、全国を横断したつながりはオンラインを基本にし
たい考えです。今後、森女ミーティングで生まれたつながりを介して、各地域での取り組み・
イベント、また、地域を横断した集いが、実施できるようになれば最高です！

すべてオンライン（インターネット上）の実施になりますか？
よくある
ご質問

Q
A
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森女でできること　①交流＆情報発信

交流、情報収集・交換

参加者間の情報・意見交換を行い、より気軽な
集いの場としても活用していきます

FacebookやZOOMを活用した、
「森女メンバーだけの
会話・相談が可能な交流の場」

Facebook「森女グループ」内
情報共有の例

交流 ： ZOOM での
お茶会（おしゃべり会）

情報発信

2020 年 12 月 24 日、「森女ミーティング」サイトの正式
オープンと同時に Facebookページを立ち上げました。

イベント発信などを行い、積極的に森女の魅力を発信
します(上記のFacebookグループ内で発信された情報
を適宜外部向けに事務局が発信予定です)。

誰でも見られる
「外部向けの発信の場」

「森女ミーティング」サイト Facebook のページ
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参加手順

ステップ 1

ステップ 1

Facebook「森女グループ(承認制)」の登録方法

Facebook「森女グループ」は、承認制のため、登録が必要になります。
※Facebook のアカウント作成方法も以下を参照

お互いが見える方が安心なので、
こちらは必須とさせてください

登録後にも詳しくご説明しますので、
事前の準備不要です

パソコン・スマホ共通の手順　　※facebook アカウントをお持ちでない方も「1」から進みます

まずは、交流と情報収集・交換に参加する場合

Facebook
「森女グループ」への登録

ステップ ２

さらに、イベントや森女ゼミ等に参加する場合

ZOOMの利用

アカウント作成は簡単！

詳細は次のページ

1. 登録ページにアクセス ４. 【Facebookのアカウントをお持ちでない方】

５. 受信したメール本文の
　「アカウントを認証承認」をクリッ ク

登録ページは、
「森女グループ」で
検索も可能です。

2. 「グループに参加 」を選択

３. 【Facebookのアカウントをお持ちの方】 
　 これで完了

→管理者の承認をお待ちください! →管理者の承認をお待ちください!

「新しいアカウントを作成」を選択
し、次のページで情報を入力

１　ご自身の氏名、 メールアドレス
の入力

2　パスワードの設定
3　誕生日・性別の入力
　　※公開されません

4　「アカウント登録」を選択
　→登録したアドレス宛てに自動
返信メールが行きます

これ以外の
情報登録ナシ!

※記載イメージ

★ アカウントを作成すると、あなたのメールアドレスをスマホのアドレス帳に登録している知人 ・友人の方から友達申請
　 が来る場合がありますが、放置も可能ですし、検索されない設定もできます。心配な方はご相談ください。
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ライフスタイルや色 な々ご事情に合わせて、その時々により、無理のない関わり方を選択
していただくことが大切だと考えています。お休みしたり、例えば、Facebookグループ内
の他の皆さんのコメントを見ているだけでも全く問題ありません。

登録したら、積極的に活動をしなければなりませんか ?

よくある
ご質問 ありません。いつでもお気軽にご参加ください！

参加登録の期限はありますか？

男性の方にも関心を持っていただけたなら、大変ありがたいです。ですが、ごめんなさい！
Facebookグループと、企業プロジェクトは女性のみの参加と考えています。「森女ゼミ」に
ついては当面の間、女性の参加のみを考えていますが、今後内容によっては男性、子ども達
など様 な々参加の輪が広がることを想定しています。その際には是非お声がけさせてください。

男性は参加できますか？

ZOOM のインストール方法、 ZOOM の参加方法

ZOOMは、無料で、スマホ・パソコンで利用できます。
※パソコンは機種によって、カメラとマイクを別途接続する必要があります。

いずれの場合も、アカウントを作成しなくても、参加できます。
(毎回名前を入力するのが手間と感じる場合、自分がイベントを作りたい場合にはアカウントを作成します)

パソコンの場合は、ZOOMのインストールもせずに参加が可能です。
(ですのでインストール方法は記載しません)

スマホの場合の ZOOM のインストール方法

1. イベント等 の ZOOM の URL をタッチ

２. ZOOM をダウンロード
(以降、GooglePlay の場合)

３. インストール 後、 ZOOM を開く

 ZOOM の参加方法（画像はスマホの場合）

４. ZOOM の URL をクリックすると、
　 この画面に遷移

　 「ミーティングに参加」をタッチ

５. 名前を入力し「OK」をタッチして参加 !

3分でできる
ZOOM の準備

※インストール後は「1」(ZOOMのURLをクリック)の次は、
　「5」に飛びます。
※URLのクリックではなく、 ミーティング IDとパスコードを
　入力して参加も可能です。

ステップ ２

Q
A

Q
A

Q
A
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森女でできること　②森女 × 企業プロジェクト

ポイント

スケジュールイメージ森女の皆様へ

新しい価値づくりに、
ご自身の経験をぶつけてみませんか?

森女と共に、
社会課題を解決してみませんか？

企業・団体の皆様へ

企業・団体へ事前ヒアリング
▼

森女×企業でチーム結成
▼

企業の課題、地域の課題の共有
▼

テーマ決定(意見整理) 
▼

アイディアの整理
(実現の可能性、 資材、役割・体制、予算等検討)

▼
 成果の発表

▼
全国、市場へ展開

企業の知見・技術・資産、地域資源、森女の知恵
・経験とをかけ合わせた新しい商品やサービスづ
くりに挑戦し、最終的にはそれらを広く全国、市場
に展開していくことを目指します。

オンラインならではの「地域を選ばない挑戦」、
同じチーム内の森女同士で試行錯誤する経験、
ここで得た人とのつながりは、皆さんの地域での
活動や業務に必ず活かされます。企業の皆さん
のお力もお借りしながら、新しいモノ・コトづくり
に挑戦してみませんか。

世界では持続可能な社会を実現するための開発
目標「SDGｓ」への取り組みが始まっています。
本プロジェクトは、林業に関わる経験豊かな森
女と共に、自社のナレッジや資産を活用した社
会課題を解決する新しい商品やサービスづくり
を目指すプログラムです。
６ページの実践例もご覧ください！

森女ミーティングの強みとは?
・全国を横断した森女の情報網
・山村と都市の両方の視点
・山の現場、木材、環境教育、木育など様 な々分
野、若手からベテランまで幅広い世代の人材

第１期目の取り組みとなる2020年度は、
様 な々地域・分野・所属・年代の森女19名と

企業３社（以下）が挑戦中です !

　　・株式会社シード
　　・ホテル椿山荘東京(藤田観光株式会社)
　　・野地木材工業株式会社

森女と企業は、数回の打ち合わせを兼ねたオンラ
インのワークショップを行います。ワークショップの
間に、森女だけのゼミを行い、話し合いや内容の
ブラッシュアップを行います。

※「森女×企業プロジェクト」は、参加人数が限られています。企業と森女の参加募集が行われる場合、サイトで告知します。
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 今期の「森女×企業プロジェクト」の例

「眼」の専門総合メーカーとして、
お客様の「見える」をサポートする

企業からのオーダー・検討ポイント

ご担当者の声

シードは「『見える』をサポートする」という使命のも
と、地域に開かれた保育園の運営や、環境保全の取
り組みなどを積極的に行っています。 これらの企業資
源を最大限に活かしながら、森の専門家である森女
のエッセンスを入れ込んだ新しい何かを作っていき
たいです。

コンタクトレンズと森は遠
いと思っていたけれど、
意外で、分かりやすい企
画を提案していただきま
した！

森女メンバーの声

自分の地域ですぐに実
践できるような学び、チー
ムメンバーとの出会いに
感謝です。

いつの時代も、その時代が必要とする
オアシスであり続けること

企業からのオーダー・検討ポイント

ご担当者の声

70周年を迎えるホテル椿山荘東京は、ホテルの環境
を活かし「自然を次世代にも残す」、「時代に即した
癒しを提供する」ことに取り組んでいます。森女の力
を結集し自然を用いお客様・地域へのベネフィットと
なる体験を一緒に創出していきたいです。

アイディアがおもしろく、私も
ワークショップだけでなくホテ
ル椿山荘東京チームのゼミ（※）

にも参加したくなりました。

森女メンバーの声

幼児を抱えながらのゼミ（※）

の時間確保が難しかったで
す。でも、この機会を逃すと
出会えないメンバー、体験で
とてもワクワクした日々 でした！

熊野の木を通じて、熊野の魅力を広めたい

企業からのオーダー・検討ポイント

ご担当者の声

林業の発展のためには、木材の商品価値を高める
必要があります。 森女の皆さんには「有り得ない」角
度からのアイディアに、ビジネス視点を取り入れた企
画を提案していただきたいです。

皆さんが想像以上の熱
量で感動しました。今すぐ
商品化したい、凄く良い
アイディアをありがとうご
ざいました！

森女メンバーの声

試作品を試行錯誤して
作るのも本当に楽しかっ
たです！

ホテル椿山荘東京だからこその
「癒やしと森林環境の体験」を提供する

※各チーム内の森女のみの「森女ゼミ」のこと



森女でできること ③森女ゼミ

 ゼミに参加する

ゼミを作る

参考! ゼミの作り方
ゼミの一例

森女ミーティングで行われるゼミは、「森と森の恵みにかかわる女性」、 
「これからかかわりたいと考えている女性」であればどなたでも参加できます。
Facebook グループへの登録は必須とさせていただきます。
各ゼミの概要、参加者の募集は、公式サイト及び SNS 等で発信します。

ゼミの中身は、おしゃべり・相談会、勉強会、イベント、語り合う場、
オンライン飲み会などなど。単発でも長期でも構いません。
例えば...
「林業の基礎知識」などの学習を目的としたゼミ、
「木育について語る」といった交流や議論を深めるための
ゼミなど、人数・メンバー・頻度も自由な企画で実施できます。 
ゼミの企画は随時、公式サイトで募集していますので、フ ォームからご相談下さい。

森女が集まり、お互いに学んだり、
モノ・コトづくりを楽しむサークル的なものです。

企業プロジェクトに参加したメンバーで作るゼミのほか、
自主的に仲間を集めて立ち上げるゼミを作ることも可能です。

  皆さんの「こんなのあったら いいな！」「やってみたい！」 「楽しそう！」に応える自由な取り組みが可能です

発案者がやること
① 企画案検討
　(目的、目指す先、大切にしたいこと、半年程

度のやりたいこと。大まかでOK！)
② 上記をみんなに伝わるように文書化
③ 企画・運営コアメンバーの募集
　(3名程度がちょうど良い人数！)

以降は、コアメンバーでやること
④ 企画案とスケジュール確定
⑤ 告知 (森女サイトと facebook 内) 
⑥ コアメンバーで打ち合せ
⑦ 初回ゼミ実施

スケジュール例
２月／オープニング会議
３月／定例会、料理&実食+おしゃべり
４月／定例会、料理&実食+おしゃべり
５月／定例会、学習(ゲストを呼ぶなど)

お問い合わせ先
(一社)全国林業改良普及協会　　　　メール : info@morijo.com　
TEL : 03-3584-6625　住所 : 東京都港区赤坂 1-9-13 三会堂ビル 2F 
※本プロジェクトは、林野庁の「令和2年度多様な担い手育成事業」の支援を受けています。


