
NGO/NPOにとって広報活動は、ビジョンを達成するための活動と両輪で展開していく必要がありま
す。しかし、実際には、資金やスキル、マンパワー不足により、効果的な広報の展開や継続ができて
いないことも多くあります。
そこで、本講座では、「広報の戦略的な位置づけ」や「持続的な情報発信の体制づくり」、「ソーシャル
メディアの活用」など、効果的な広報活動を展開するための視点やスキルを学び、社会を変える力と
なる「広報力」を身につけます。

協力：九州環境パートナーシップオフィス（EPO九州）　NPO法人環境ネットワークくまもと
後援：熊本日日新聞（予定）

独立行政法人
環境再生保全機構 地球環境基金
http://www.erca.go.jp/jfge/

主　催 .

NPO法人環境市民
http://www.kankyoshimin.org/
Twitter…@kankyoshimin

企画・運営 .

参加者団体の広報の現状、問題把握を行い、
問題解決のために役立つ情報提供や相談を
的確に行います。
環境市民など NGOの活動に精通した講師
陣の経験をもとに、失敗例もまじえながら、
実践・応用しやすい情報を提供します。
講義だけではなく、参加ワークを取り入れ、
学びを体得できるような内容です。

特　長 .

【第１回】11月19日（土）
 ……午前 9:30から午後4:50
（終了後交流会を開催、自由参加）

【第２回】11月20日（日）
 ……午前 9:30から午後4:50

【希望制 /第３回】12月4日（日）
 ……午前 10:00 から午後4:30

と　き .

熊本市国際交流会館
…………1、2回目　第3会議室
…………3回目　研修室

ところ .

環境 NGO/NPO 等で広報活動を担ってお
り、もっと充実させたいと思っているスタッ
フ、ボランティアの方
原則、第１回、２回に参加可能な方

対　象 .

JR熊本駅より…①熊本市営電車で約10分、
熊本城前下車、徒歩約3分②熊本市営バス、
九州産交バス、熊本電鉄バスで約 10 分、
交通センター下車、徒歩約3分

アクセス .

20人（応募多数の場合は選考有）定　員 .

１人 1000円（全回通し）参加費 .

■地球環境基金とは……国内の民間団体（NGO・NGO）が
行う環境保全活動への資金の助成や人材育成、情報提供等へ
の支援を行っています。

■環境市民とは……環境問題に対して総合的に活動できる
NGOを目指して1992年に発足（本部：京都市）。持続可能
で豊かな社会をめざし、ライフスタイルと社会システムを変
えるため、自ら実践するとともに社会に提案し、さらに企業
や行政に環境活動を促進させるように働きかける、幅広い活
動を行っています。

■環境NGO・NPO活動推進・組織運営講座とは……環境
NGO・NPO の基盤強化・活動の発展を目的とし、組織運営
に係る知識、技術を習得することにより、活動の推進力や組
織運営力を強化したり、パートナーシップ (協働 ) 推進のた
めの企画、調整力の向上をはかる講座です。

平成23年度九州・沖縄ブロック「環境NGO・NPO活動推進・組織運営講座」

熊本城

市民会館

市役所前

市役所パルコ
下
通
り

上
通
り

通
町
筋

鶴屋熊本城前

銀座通り

辛島町

西辛島町

花畑
公園

交通センター
熊本阪神

市民会館

市役所前

パルコ
下
通
り

上
通
り

通
町
筋

鶴屋熊本城前

銀座通り

辛島町

西辛島町

花畑
公園

交通センター
熊本阪神

国際交流会館

NGOの 講座
社会を変える、社会に伝わ

る、

環境市民の広報……1992年設立当初から会報誌「みどりの
ニュースレター」を発行。毎月約 1200 部発行し、2011
年 9月には通算 220号を達成。ウェブサイトは 1996年に
開設。2003年から、NPO法人京都コミュニティ放送にて、
身近な話題からわかりやすく環境問題を伝える番組「環境市
民のエコまちライフ」を開始。3月 11日以降は、福島原発
事故の状況や放射線の影響、防御方法などについて伝える「福
島原発事故特番」をUstream にて配信している。また、メ
ディアに毎年約 40件以上紹介されている。ウェブサイトは
2005 年に環境 goo 大賞の大賞、2004 年、2008 年には
奨励賞を受賞。会報誌は2003年に「HYOGONコミュニケー
ション祭り2003」優秀賞を受賞。



記載の個人情報は、受講に関するやりとり以外に使用することはありません。
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ご住所
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第3回の参加希望

TEL ‒　　　　‒

＠

‒　　　　‒FAX

mail

所属団体・勤務先（あれば）

志望動機（簡潔に）

お名前

（ ）

〒

申込み・
問合せ先

特定非営利活動法人 環境市民 〒 604-0932　京都市中京区寺町二条下る呉波ビル 3階
[TEL：075-211-3521 FAX：075-211-3531 E-mail：kouhou@kankyoshimin.org]

プログラム

【１日目】NGOにとっての広報とは

ポイント
NGOの広報の特性を知り、各団体の広報の問題、
可能性に気づく。さらにコンテンツの創り方のコ
ツをつかみます。

内容

広報の問題・課題の確認・NGOにとっての広• 
報とは
各媒体の特性を知る 効果的な活用方法とその• 
効果とは～環境市民の広報事例から～
各団体の広報媒体の適正・ポテンシャル分析• 
伝わる広報文の書き方のコツ• 
思いが伝わるわかりやすいウェブサイト、メー• 
ルマガジンのつくり方

【２日目】戦略的な広報で活動をもっと活発に

ポイント
継続的かつ効果的に広報するための体制づくりと
戦略的な広報を学びます。

内容

社会的信頼を高め、仲間を広げるための広報• 
チーム（体制）づくり
新聞記者からみた環境NGOの広報• 
市民から発信する TV＆ラジオの活用法、伝わ• 
る話し方
広報と一体となった活動づくり• 
参加者の団体のミッション達成のための広報戦• 
略立案

【３日目】広報個別相談会

ポイント
団体ごとに、広報面で抱えている問題を解決しま
す。

内容

２日目に作成した広報戦略に基づき、研修参加者
の中から、団体ごとに、広報面で抱えている問題
に対し、アドバイスを行います（要申込み / 各団
体を１時間20分ずつ、合計８団体）。

講師・ファシリテーター プロフィール

　参加希望者の（1）お名前、（2）（主な）所属団体、（3）連
絡先住所、（4）日常的に連絡できる電話番号、（5）FAX番号、
（6）E-mail、（7）志望動機（簡潔に）（8）３日目の個別相談
会への参加の有無を添えて（（2）,（5）,（6）がない場合は
不要）、下記までお申込みください。メールの場合は、件名を「広
報講座申込」としてください。
　応募者多数の場合は、選考し、結果を通知いたします。受
講決定者には、広報の実施状況を書いていただく書類を送り
ますのでご返信ください。また、受講料は事前にお振り込み
いただきます。
　なお、受講は原則全２回参加できる方といたしますのでご
了承ください。九州地区での開催ですが、全国どこからでも
申し込み可能です。

申込み方法

伊藤 美佳（（有）ミューズプランニング取締役）
（株）エフエム中九州（現・エフエム熊本）を経て、フリーライター
として独立。生活情報紙やタウン誌などのライターや企画スタッ
フを務める。2003年に、女性だけの編集プロダクション（有）
ミューズプランニングの設立に参加。以来、教育、ライフスタ
イル、医療・福祉など幅広い分野の企画・編集に関わる。

澤 克彦（NPO法人環境ネットワークくまもと EPO九州担当）
大学院修了後、環境地域づくりNPO役員となり、NPOセンター
の情報誌発行業務をはじめ各種プログラム企画を担当。2007
年より EPO九州スタッフ。EPO九州では、環境活動の情報収
集発信拠点として、環境パートナーシップに関する情報発信を
行っている。

立藤 慶子（フリーライター）
ウェブサイト制作会社に勤務した後、独立。ライターとして、
商店街の広報ツールや企業の CSR レポート・CSR サイトでの
執筆を経験後、現在は主に京都の文化・観光情報をウェブや雑
誌などで執筆している。その一方で、市民団体や社会活動を行っ
ている店舗などのウェブの設計や編集も行っている。

堀 孝弘（NPO法人環境市民　事務局長）
複数の大学の非常勤講師も兼ねる。人情話が好き。今のお気に
入りは「わたしの特別な場所（パトリシア・マキサック）」。動
物では犬派。環境分野では、身近なライフスタイル系活動と環
境教育分野に力を入れてきました。堀ブログ「事務局長堀が行
く」、ぜひ読んでください。

久間 孝志（熊本日日新聞 記者）
社会部で水俣病問題を担当。中心となって執筆した「水俣病
公式確認 50 年」の連載で 2007 年日本ジャーナリスト会議
大賞を受賞し、「水俣から、未来へ」（岩波書店）として出版。
2008年 3月から、文化生活部で環境問題と科学を担当し、環
境NGOなどの活動を取材している。

下村 委津子（NPO法人環境市民　理事）
これまで各局のテレビ・ラジオで、報道番組や経済情報番組、
娯楽番組まで幅広く経験する。マスコミと環境NGOでは捉え方、
使う言葉が大きく違うことで伝わるべき情報がうまく伝わらな
いことに気づき、双方の良いところを活かした伝え方の橋渡し
役になりたいと活動している。フリーランスアナウンサー。

杦本 育生（NPO法人環境市民　代表理事）
グリーンコンシューマー活動を日本で初めて具体化。地域から
持続可能で豊かな社会創りのため「日本の環境首都コンテスト」
を企画し、全国13の NGOネットワークで2001年度から 10
年にわたり開催。各地の自治体、企業とのパートナーシップ活動、
環境教育活動、環境キャンペーン活動を企画し、実施する。

有川 真理子（NPO法人環境市民 広報担当）
2004年より広報を担当。マスメディアへの働きかけと同時に
「市民の発信で社会を変える」をミッションに、ニュースレター、
ウェブサイト、メールマガジンなどの企画運営を行うボランティ
アチームをコーディネート。京都グリーン購入ネットワーク事
務局も兼務。


