一流の講師陣、想いを同じにする仲間と共にあなたの団体の活動の質を飛躍的に向上させる
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鈴木高祥

一般社団法人 SoLaBo 代表理事

2013 年

古瀬正也

古瀬ワークショップデザイン事務所 代表
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長浜洋二

NPOマーケティング研究所 代表

日本財団経営支援グループ情報コミュニケーションチーム
（CANPAN、NPO 情報発信、社内システム、公式サイト担当）所属

11/16（土）
〜12/14（土）
計6回
主
協

催 ：東京都教育委員会・BumB 東京スポーツ文化館
力 ： United Youth

日
程 ：11/16（土）〜 12/14（土）計 6 回（部分参加歓迎）
場
所 ：BumB 東京スポーツ文化館（新木場駅 徒歩約 10 分）
参 加 費 ：各回 学生 500 円 一般 1,000 円
参加対象：NPO の若手・中堅スタッフ（有給・無給不問）
、学生サークル運営メンバー 等
定
員 ：各回 20 名（※先着順）
お申込み締切：各回 5 日前（※お申込み多数の場合は抽選）

メンバーとの意思疎通がうまくいかない、議論がまとまらない、といったコミュニケーション上の悩みから、
お金が足りない、イベントに参加者が集まらないなど、活動をしていくには悩みがつきものです。そんな悩みに
お応えするべく、第一線で活躍する講師の方々をお招きし、若者向けのスキルアップ講座をご用意しました。
あなたの活動を一つ上のステージへ上げるために、この冬はぜひ「若者スキルアップ講座」にご参加ください。

対象
団体内の
コミュニケーションに
お悩みの方

テーマ
コミュニケーション講座

合意形成のファシリテーション講座
運営資金に
お悩みの方

フ ァンドレイジング
（ 資金調達）基礎講座
セルフブランディング
+ プレゼンテーション講座

見せ方・情報発信に
お悩みの方

SNS を使った広報講座

イベント作りに
お悩みの方

アイディアから
イベントを作る講座

Information

概略
「会話」
「議論」
「対話」の違い

2013 年度若者スキルアップ講座
日時
11/16（土）
14 時 -17 時

スケジュール

内容

講師

人と人とが集まり、何かを進めていく上では、
「コミュニケーション」は必要不可欠なも
のです。それは日々の日常生活の上でも、何かのプロジェクトを進めていく上でも、同
じことが言えます。しかし「コミュニケーション」という現象の原理を、私たちはどこ
まで深く理解できているでしょうか？そこで本講座では、
「コミュニケーション」をテー
マに、特に、言語活動で起こる現象を扱い、
「会話」
「議論」
「対話」の違いやコミュニケー
ションに関する「思考の枠組み」を、体験学習を基に学び合います。

古瀬正也

11/17（日）
14 時 -17 時

何か物事を決めたり、話し合ったりするミーティングや会議では、一人一人の意見や気持
ちを聴き、前に進めていく「ファシリテーション」が必要です。しかし、最近では、その
手法や技法にばかりに目が向き、会議に参加している参加者の気持ちがないがしろにされ
てしまい、良い結果が得られないことがしばしあります。そこで、本講座では、会議の一
つの目的にもなる「合意形成」に焦点を当て、
「合意形成の際には何が起きているのか」と
「納得いく合意形成のポイント」を、体験学習を基に学び合います。

古瀬正也

資金源・会員特典・寄付者との
コミュニケーション

12/ 1（日）
14 時 -17 時

ＮＰＯやボランティア活動を継続して行い、様々な社会課題解決を図るためには、
『ファンドレイジング』
（資金調達）に関する知識とスキルが不可欠です。この講座で
は、寄付、会費、助成金、事業収入などの資金源の全体像を俯瞰したうえで、特に寄
付や会費など、使途の自由度の高い資金を獲得する際に基本となる５つのポイント中
心にお話しします。講義とグループワークを組み合わせて行いますので、ファンドレ
イジングの基本的な考え方と実践的なノウハウの両方を習得することができます。

長浜洋二

自分のストーリーを振返り
自分をプレゼンする

12/ 8（日）
10 時 -15 時

納得いく合意形成のポイント

Facebook・Twitter・ブログ等を
使った情報発信

アイディア出しから、イベントの
企画・発表まで

スタイル決め：自分のスタイルを見つめなおして、自分らしさの表現・原点を探す。
ワークシートを活用しながら、自分のストーリーを振り返り、自分の原点やター
ニングポイントを整理する時間です。また、プレゼンテーションで『伝える』と
いうことを実践練習します。個人ワーク＋発表の練習の場になります。

鈴木高祥

12/14（土）
10 時 -14 時

個人から企業や NPO などの組織も活用しているソーシャルメディア・SNS。こ
のセミナーから見えてきた SNS の本当の使い方「ネットワーキング」
「情報収集」
「情報発信」を軸に、個人としての活用、組織・団体としての活用についてお話
いたします。また、その他、団体の情報発信・広報として重要なその他の Web
活用（ブログとホームページの使い分け）についてもご説明いたします。

山田泰久

12/14（土）
15 時 -18 時

団体の活動を広げたり、仲間を増やしていくため必要なもの、それが「アイディア」と「イ
ベント」です。皆に共感してもらえるような「アイディア」を具現化していくこと、その実現
の場として「イベント」を開催していくこと。このセミナーでは、最近、団体も個人も積極
的に開催している「イベント」を軸に、アイディアを考え、どのようにイベントとして実現
していくかの企画をワークショップ形式で考えていきます。イベントの企画を通じて、アイ
ディア出しに必要なことと、それをプロジェクト化していくことを一緒に考えましょう。

山田泰久

講師の方々（日程順）
古瀬正也

Masaya Furuse

古瀬ワークショップデザイン事務所 代表
http://furuse.ws

1988 年生まれ。さいたま市在住。2008 年、ワールド・カフェとい
う話し合いの手法を体験し、対話に興味を持つ。2010 年、全国 47
都道府県でワールド・カフェを開催し、約 1200 名が参加。2013 年、
立教大学大学院 21 世紀社会デザイン研究科修了。社会デザイン学修
士（MBA）。2012 年度修士論文「ワールド・カフェ・デザインの可能性」
執筆。現在、フリーランスのワークショップデザイナー／ファシリ
テーターとして活動中。

長浜洋二

Youji Nagahama

NPO マーケティング研究所 代表
http://www.npomarketing.org/

NTT、マツダを経て、現在、富士通に勤務。大手企業でマーケティ
ング業務に携わる。米ピッツバーグ大学院にて NPO マネジメント
に関わる公共経営学修士号を取得後、非営利シンクタンクにて調査・
研究、ロビイング、ファンドレイジング等を行う。NPO マーケティ
ング研究所代表／シャンティ国際ボランティア会理事。NPO マーケ
ティングで社会を変える！『草莽塾』、ブログ『飛耳長目：米国に
みる NPO 戦略のヒント』主宰。

鈴木高祥

Takaaki Suzuki

一般社団法人 SoLaBo 代表理事
http://www.solabo.net/

2012 年 8 月に横浜にて立ち上げ。ファシリテーター＆企画を担当。
新しい社会活動を生み出すために、企業の CSR 視点や個人の働くと
いう観点から対話の場の設計を図る。世代や部署が交わることでの
新しい発想を促す。ワールド・カフェ、フューチャーセッションな
どの手法を活用。地域に関わる企業とともに本業を活かした社会貢
献の形を模索している。

山田泰久

Yasuhisa Yamada

日本財団 CANPAN マネージャー

http://ﬁelds.canpan.info/

日本財団経営支援グループ情報コミュニケーションチーム
（CANPAN、NPO 情報発信、社内システム、公式サイト担当）所属。
1973 年群馬県生まれ。1996 年日本財団に入会し、国際協力部門に
所属。総務部門を経て、2005 年から福祉の助成担当に。2009 年 6
月より現職、公益コミュニティサイト「CANPAN」の企画・開発、普及・
利用促進、そして NPO の情報発信支援に取り組む他、NPO 向けの
セミナーの企画・開催を行っている。

本講座はこれまで継続して開催してまいりました。
その中から、参加者の声を抜粋してご紹介します。

前回参加者のアンケートより

プレゼンをすることで漠然と抱いていたイメージ
（自分のやりたいことの）がはっきりした。
他の人にプレゼンの評価をしてもらう場はとても貴重だなと
感じた。
まとめられた！という達成感と自信を得た。
体験型のワークから、プレゼン内での大切なことを学べた
ので今後の活動に活かしていきたい。
プレゼンはスキルだけでなくいかに感情移入することが大
切かを学んだ。

すごく実践的で、業務に即役立てられそうです。
団体のブランディングの意識をもって HP 改定をしよう
と思っています。
相手が「知りたい！」と思うには、どのような問いかけ
が必要なのか？という視点を持つことが大切だと学んだ。

社会を変えていきたいというモチベーションを持った方々に出会えました。
講師の方、集まった方みんなが様々な視点から1つの事を話し合ってすごく楽しかった。
講座を通して学びの多い有意義な時間を過ごすことが出来ました。
学んだことを利用して今後の活動、生活をさらに良いものにしていきたいと思います。
今までこんなに自分のためになった講座はなかった。
学生でこのようなことを学べる場は少ないので良かった。
自分の大切にしていることや信念、将来のことなど明確になりました。
個人レベルでも十分使えるテクニックばかりでした。時間を忘れるほど真剣に頭を使った事が
良かった。
傾聴することの大切さ、会議における笑いがあった方がいいことを学んだ。
講師の立ち居振る舞いすべてが勉強になりました。
スキルにとらわれないことや普段やっていることを改めて見直し、整理すれば、自分のやるべ
きことが見えてくるということ。

「若者スキルアップ講座」内容、講師の方々の詳細プロフィールはこちら！
アクセス・お問合せ
BumB 東京スポーツ文化館 東京都江東区夢の島 2-1-3
TEL : 03-3521-7323 FAX : 03-3521-3506
e-mail : tsubota@xecta.co.jp（坪田）
お申込み http://bit.ly/1e3bZTB

お申込み
こちらのお申込みフォームからお願いします。

主

催：東京都教育委員会・BumB 東京スポーツ文化館

協

力：United Youth

