
  

シンボルマーク 

～ キラキラ人探求！インタビュ－風景 ～ 

*:;;;:*:;;;:* 記事内容 *:;;;:*:;;;:* 

 

○ キラキラ人探究！  

（株）エムズ・プランニング  

代表取締役 兼 ガーデンデザイナー 溝口 望 さん 
 

○ 開催報告 

鹿嶋市女子フェスタ 2016（平成 28年 10 月 15 日開催）

鹿嶋市男女共同参画フォーラム 2016  

同時開催 鹿嶋市女子フェスタ 2016 第 2 弾 
（平成 29 年 1 月 14 日開催） 

 

○ 茨城県女性が輝く優良企業 2 つ星認定事業所紹介 

医療法人社団善仁会 小山記念病院 
 

○ 市女性消防団員募集 
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＊紙名「ウィング」は、誰もが夢を持ち未来へ羽ばたける社会へという思いが込められています。 

 

「男女共同参画が進んだ社会は、誰にとっても生きやすい

社会」ということです。鹿嶋市では、第 2次鹿嶋市男女共同

参画計画において、市の目指す男女共同参画社会を次のよう

に定義しました。 
 

◆ 誰もが社会の対等なパートナーとして責任を分かち合

い、お互いを思いやり協力し合いながら、個性と持てる

能力を十分に発揮し、自分らしい生き方が選択できる社会 

◆ 市民一人ひとりが社会の一員としてまちづくりに参加

し、多様性に富んだ豊かで活力あふれる社会 

 

市の目指す男女共同参画社会の将来像 
 

『輝いて 自分らしく生きられるまち 鹿嶋』 

男女共同参画情報紙  

鹿嶋市男女共同参画推進標語 『あなたとわたし キミとボク 共に生き活き 参画社会』 

鹿嶋市男女共同参画推進 



 

 

 
 
 

 

 
 

◆ 溝口 望 さん （株）エムズ・プランニング 

代表取締役 兼 ガーデンデザイナー 

 
 

*:;:*:;:* 普段のお仕事 *:;:*:;:* 

 

個人のお宅の庭づくりを中心に、デザインから施工管理、アフタ

ーメンテナンスまでを一貫して行う会社で、ガーデンデザイナーと

して、お客様のライフスタイルに合わせた、「四季折々見て美しく」

さらには「実際に使って楽しい空間」を提案する仕事をしています。 

現場は、屋外作業や重い土を運んだり機材を扱うなどの力仕事

ですが、年々ガーデンデザインやエクステリアなどの分野で活躍す

る女性が増えてきています。日本全国で活躍する庭女子たちが集ま

る「庭女子会」もあって、そこで出会った庭女子たちは、困ったと

きに相談したり、みんなも頑張っているから私も頑張ろうと思える

大切な存在になっています。 
 
 

 

*:;:*:;:* 現在の仕事を目指したきっかけ *:;:*:;:* 

 

高校卒業後に横浜の大学に進学。横浜で生活してい

ると、四季折々に素敵な庭を目にすることが多く、庭

や植物の持つ癒しの力に心惹かれ、「私の生涯の仕事

はこれだ！」と思ったのがきっかけでした。 

当時は庭づくりを学ぶ学校もほとんどない時代でし

たので、本場イギリスに留学。帰国後は、起業を目指

し、3 年間、水戸市にある住宅と庭を手がける会社に

修行に。その会社で出会った仕事のパートナーと、

2001 年に独立し、現在の会社を立ち上げました。 
 

 

 

*:;:*:;:* ３年前の『国際バラとガーデニングショウ（例年春に開催）』 ～人生の転機～ *:;:*:;:* 

 

春はガーデナーにとっては忙しい時期。誰に言われたわ

けでもないのに、忙しいから鹿嶋で仕事をしていなくては

いけないと自分を縛っていた時期がありました。そんな中

起きた、2011 年 3 月 11 日の東日本大震災。春に向け

打合せをしていたお仕事がすべてキャンセルになりまし

た。あのときは、「あぁ、お庭の仕事はもう終わった、お

庭がなくても生活は困らない」と思いました。 

請け負っていた仕事がなくなり時間ができたこともあ

り、今まで足を運んだことがなかった『国際バラとガーデニングショウ』に行ってみることに。そこに

は、春の忙しい時期なのに、情熱を持って自分の作りたいお庭を表現している人たちがたくさんいまし

た。自分の目の前のことだけをやっているだけじゃない、何かを表現しようとする姿を見て、「よしっ！

自分も来年はやるぞ！！」という思いに。自分の中の世界観が大きく変わった瞬間でした。 

翌年出展。そこで出会った香川県の先輩ガーデナーに後押しされて、長い間、仕事のパートナーであ

り、戦友であった夫との結婚を決意。今では息子にも恵まれ 3 人家族になりました。

▲定期的に開催されるオープンガーデン＆ガーデンセミナー
の様子。時季にあったお庭のメンテナンスをオーナーさんに

紹介。 

▲溝口 望さん 

柔らかでありながら芯はブレないそんな

しなやかな印象の溝口さん。 

「キラキラ人探究！」では、男女共同参画を実践

され、イキイキと輝いている方の秘訣を紹介します。 

今回は、市内で造園業を経営する溝口 望 さんにお

話しをうかがいました。 
 

み～つけた！ 



 

*:.｡..｡.:+ 平成28年 10月 15日開催 鹿嶋市女子フェスタ 2016 +:.｡..｡.:* 

*:;:*:;:* 仕事と家庭の両立 *:;:*:;:* 

 

子どもが生まれるまでは仕事が 100％でしたが、子どもと

一緒に過ごす時間をつくるため、限られた時間で効率的に仕

事をこなすことを意識するようになりました。 

家事も、私がご飯を作ったら片付けをするのは夫と、お互

いの得意分野で分担しています。子育ても楽しいですね。一

人で育てているわけではないというのが大きいです。夫は、

いつも支えてくれる大切な存在です。子育ては今の時期だけ、

子どもが生まれる前に仕事に目一杯チャレンジして、自分の

中で仕事を続けていけるノウハウを蓄積できたので、今はで

きるだけ子どもと一緒に過ごして、子どもがもう少し大きく

なったらパワーアップしていきたいと思っています。 
 

 

*:;:*:;:* これからの夢 *:;:*:;:* 

 

一つの夢は、この仕事は引退がないので、おばあちゃん

になってもずっと仕事を続けていきたいです。 

もう一つの夢は、「庭女子会」の仲間とプロジェクトを

立ち上げて、一緒に世界でチャレンジすることです。 
 

*:;:*:;:* 若い世代へメッセージ *:;:*:;:* 

 

 自分の中の可能性は無限大。なにかやりたい、こうした

いって思ったときに無理だなって思って諦めないでほし

い。「無理、できない」と決めてしまっているのは自分で

す。「やりたい！やりたい！」とノックし続けていると、

その扉がちょっと開いたり、言い続けていることで繋がる

ことのなかった縁に繋がったりするので、ぜひ、その気持ちを諦めないで進んでいってほしいです。 

そう力強く語ってくれた溝口さんは、自分らしく輝く素敵な方でした。 

 

 

 

 

▲ＬＩＸＩＬ エクステリアコンテスト 2016 で銀賞を受賞。

受賞式に、ご家族で。 

 
 

▲ハンドメイド雑貨販売ブース 

▲日本全国津々浦々の庭女子たちとの交流。 

▲ワークショップブース（チョークアート） 

Kashima Women's Festa ～ Live, Love, Laugh and Be Happy ～ 

 保健センターを会場に、「鹿嶋市女子フェスタ 2016」を開催し

ました。このイベントは、趣味や自己実現、仕事や家事、子育てな

ど、女性の多様なライフスタイルを応援することを目的に初めて開

催したもので、当日は 20 代～40 代の女性を中心に、家族連れな

ど約 650人が訪れました。 

セミナーブースでは「発達心理学に基づく子どもとの向き合い方

（講師：親業訓練インストラクター 安 のり子さん）」「骨格診断

で知る、私に似合うファッション（講師：ファッションデザイナー 

川澄 信子さん）」「働く女性のライフ＆マネープラン（講師：ファ

イナンシャルプランナー 内村 しづ子さん）」を学ぶ 3講座を開講。 
 ▲セミナーブース（ライフ＆マネープランを作成） 

マルシェ＆ワークショップで

は、市内のハンドメイド作家に

よる手作り雑貨やフードの販

売、ヨガ体験やマッサージなど

の癒し・美容、ものづくり体験

などのワークショップを開催。 

来場者は、思い思いのブース

で、友人や家族と週末のひとと

きを過ごしていました。 
 



*:.,.:* 市女性消防団員募集 *:.,.:* 

 

地域の防災にあなたのチカラを貸してくださ

い！災害が起きた時に、現場で危険な任務に当

たるだけが消防団の活動ではありません。被害

を最小限に抑えるためには、日ごろの防災活動

が重要です。 

年々女性消防団員は増えており、県内ではす

でに 563人の女性団員が、女性ならではの視点

や感性を生かし、防火防災啓発や応急手当普及

活動等で活躍しています。入団について、詳し

くは市交通防災課までお問合せください。 

【資格】市内在住在勤で 18歳以上 

51歳未満の心身ともに健康な方 

 

 

*:.｡..｡.:+ 平成2９年 1月 1４日開催 鹿嶋市男女共同参画フォーラム 2016 +:.｡..｡.:* 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 

 

*:.｡..｡.:+ 同時開催 鹿嶋市女子フェスタ 2016第 2弾 +:.｡..｡.:* 
 

*:.,.:* 茨城県女性が輝く優良企業 

２つ星認定事業所紹介 *:.,.:* 

医療法人社団善仁会 小山記念病院 
  

茨城県において、職場における女性活躍の推進、

ワーク・ライフ・バランスの推進、子育て支援に取

り組む企業を認定する制度が設立され，初回となる

今年度、医療法人社団善仁会小山記念病院が２つ星

認定されました。 

小山記念病院では、「すべてのライフステージで情熱を持って働く

ことができる」組織を目指しています。学会・研修等の参加費用を全

額補助するキャリアアップ支援制度、医療費減免制度や健康診断割引

制度などの健康管理支援のほか、夜勤時受け入れ可能な事業所内保育

所を完備、保育士が放課後児童クラブまで迎えに行き事業所内保育所

でお預かりする学童保育の実施など、仕事と育児の両立を支援すると

ともに、育児休業取得率 100％を維持しています。また、毎年付与さ

れる最大 7連休のリフレッシュ休暇、インフルエンザ発症時の休みを

特別休暇とする休暇制度も充実。ワーク・ライフ・バランスの推進と

女性が働きやすい職場づくりに積極的に取り組まれています。2016

年 5月には、看護職のワーク・ライフ・バランスの継続した取り組み

が評価され、日本看護協会よりカンゴサウルス賞を受賞されています。 

 

 

 

鹿嶋勤労文化会館において、「鹿嶋市男女共同参画フォーラム

2016」を開催。宇宙飛行士 山崎 直子さんをお招きし、『宇宙、人、

夢をつなぐ～未来は無限大！自分の未来は自分で創る！～』をテー

マに、講演会を開催しました。 

講演では、宇宙飛行士という夢を叶えるまでの軌跡から、「失敗

から学ぶことの大切さ」、「今やっていることに無駄なことはない。

一つ一つの経験は、自分の糧となり未来につながっている」と話さ

れ、未知の宇宙になぞらえ「未来はわからないから素晴らしい！自

分がどう感じて動いて、人と関わっていくかで新しい可能性が広が

っていく」と希望あふれるメッセージで締めくくりました。 

講演会終了後は、エフエムかしま公開収録「ようこそ 宇宙研究

室へ」理学博士 布施 哲治さんとともに、未来を担う鹿嶋っ子が英語

で山崎さんにインタビュー。宇宙に関する質問を繰り広げました。 

 

 

 

第 1弾好評につき、第 2弾を男女共同参画フォーラムと同時開催

しました。 

セミナーブースでは、キャリアカウンセラー 小倉 環さんを講師

に、『仕事も恋もうまくいく？！働き女子のライフキャリア処世術』

をテーマに、年代で求められる働き方、脳科学や感情マネジメント

の観点から、女性ならではの感性や思考のクセ、モチベーションの

ポイントなど、女性が幸せなライフキャリアを送るためのコツをお

話しいただきました。 

また、マルシェ＆ワークショップブースでは、第 1 弾の 19 店舗

からパワーアップし 31店舗に出店をいただき、約 1,000名の方に

ご来場いただき、会場は大変な賑わいとなりました。 
 

 

編集後記 

自分の力を存分に発揮し、それぞれにとっての「幸せ」を

尊重し合えるまち－鹿嶋－を実現すべく 、日々奔走してい

る方々との出会いに感謝します。その方々もキラキラ輝いて

いましたよ。そんな素敵な鹿嶋での子ども達、そのまた子ど

も達の健やかな成長を心から祈ります（N.K) 

▲質問者お一人おひとりに歩み寄る山崎さん。

素敵な笑顔と気さくな人柄。会場からのたくさん

の質問に丁寧に答えてくれました。 

市内では、自己実現や起業を目指し、自宅やレンタルスペースなどで活動をする女性が増えています。今後

もこのような事業を通じて、多くの方に知っていただく機会や交流の場を創出し，『鹿嶋ってなんだか楽しい!!

元気だよね!!』と言ってもらえるような事業を展開していきます。 

☆次回は、平成 29年 10月頃の開催を予定しています☆ 

 

▲ホワイエの様子。ギャラリーから喫茶室まで手作り

雑貨、飲食、癒し・美容、ワークショップのブースが並

びました。 


