
～広報のプロから学び、伝え方パワーアップ！  
協力者とつながろう！～

あなたの団体の魅力、
ちゃんと伝わってる？？

ワタシのNPO・NGOをピカピカに磨く研修 2014

平成26年度   スタッフ向け環境NGO・NPOレベルアップ実践研修 〔名古屋会場／岐阜（大垣）会場〕

主催：独立行政法人環境再生保全機構  地球環境基金部　企画・運営：特定非営利活動法人  名古屋NGOセンター　協力：特定非営利活動法人  まち創り

団体の広報について課題をもっており、解決したいと考えている環
境NGO・NPOスタッフ。
活動期間1年以上、もしくは同等の実績・経験を有しているスタッフ
を対象とします。（原則、全回参加できる方）

（全回・実習分含む）： 1,000円
（同一団体から2名以上参加の場合、参加費は1人500円）

「現場体験・実習」に限り、「昼食代」「交通費（実費分）」を支給します。
※昼食代： 上限1,000円／日（最大5日分まで）
※交通費： 片道上限1,500円／日（最大5日分まで）

各会場10名　※定員を超えるお申し込みがあった場合は選考とさ
せて頂きます。

裏面の参加申込書に必要事項をご記入の上、メール、ファックスま
たは郵送でお送り下さい。

・1回目： ウィルあいち  セミナールーム2　
愛知県名古屋市東区上堅杉町1番地
（地下鉄「市役所」駅徒歩10分）

・2回目以降： 名古屋NGOセンター事務所　
愛知県名古屋市中区新栄町2-3 YWCAビル7F
 （地下鉄「栄」駅徒歩3分）

※下記よりどちらか選択して頂きます。

対 象 者 研修期間

会 場

参 加 費

経費補助

定 員

申込み方法

【名古屋会場】

・1回目： 大垣スイトピアセンター 会議室5　
岐阜県大垣市室本町5-51 (JR「大垣」駅徒歩15分)

・2回目以降： 大垣市多目的交流イベントハウス
  1Ｆ展示室
岐阜県大垣市郭町2丁目28番地（JR「大垣」駅徒歩10分）

【岐阜（大垣）会場】

この研修では、講師から学び、参加者どうしで意見を交換し、
お互いにアドバイスをしあいながら、以下の5つに取り組みます。

①プロから「広報の基礎」を学びます。

②3つの広報スキル（チラシづくり、Facebook活用法、マスコミとの
　つながりづくり）を学びます。

③他団体（実習先）の事例を知り、自団体に取り入れる基盤を作りましょう。

④プロのアドバイスを受けながら、自団体の広報計画を作り、実践しましょう。

⑤仲間を集めて、組織力アップをめざしましょう！

「ワードで
作れるチラシ！」

「Facebook 活用法！」
「マスコミとの
つながり方」など
盛りだくさん！

独立行政法人 
環境再生保全機構　地球環境基金部
〒212-8554　神奈川県川崎市幸区大宮町1310番　
ミューザ川崎セントラルタワー8階
TEL：044-520-9505　http://www.erca.go.jp/jfge/

（特活）名古屋NGOセンター
〒460-0004　 
愛知県名古屋市中区新栄町2-3  YWCAビル7F
TEL＆FAX　052-228-8109
e-mail：info@nangoc.org
開所時間：火～土　13：00～17：00

●お問合せ・お申込み先
「地球環境基金」は、国内外の民間団体（NGO・NPO）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
等の支援を行っています。

※個人に関する情報は、本研修開催の目的以外には使用致しません。

以下の項目にご記入の上、メール、FAX、郵送にてお申込み下さい。
参加の可否は9月2日（火）までにメールにてお知らせいたします。

「スタッフ向け環境NGO・NPOレベルアップ実践研修」
参加申込書

申込〆切：2014年8月27日（水）必着

2.団体名

3.団体の住所

5.受講者の電話番号
※携帯も可

※このメールアドレス宛に連絡を致しますので、
　読みやすく正確にご記入下さい。

6.受講者のメールアドレス

※どちらかの会場にて全回ご参加いただきます。

7.希望会場

8.この研修に期待すること

4.書類の送付先
（上記と同じであれば不要）

1.受講者（役職・担当）
※1団体2名以上の参加が可能です。

お名前

ふりがな 役職・
担当

お名前

ふりがな 役職・
担当

〒（　　　）-（　　　　）

（  　　）名古屋会場　　　　（  　　）岐阜（大垣）会場

（水）
必着！！
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2014年9月～2015年1月



広報計画のブラッシュアップ

計画を実践しよう　11月～12月
本講座で習得した知見や改善計画・実行手段を踏まえて、所属団体での課題解決に取り組みます。
受講者の広報計画に沿って、アドバイザーがサポートを実施します。

改善計画実施のプロセスと結果を共有

コーディネーター：織田元樹氏 （(特活)ボラみみより情報局 代表）
アドバイザー：吉田知津子氏、本講座の講師、実習先NPO・NGOの指導者、名古屋NGOセンター職員

講師：織田元樹氏 （(特活)ボラみみより情報局 代表）

第1回・第4回

大学卒業後、大手広告代理店などに勤務。企業の広
告戦略の企画立案、制作実施を担当。倉本聰氏（「北
の国から」の脚本家）の「参加型広告制作プロジェ
クト」やCMやネーミング制作チームなどに携わる。
１９９９年東海村臨界事故を契機に「さいたまNPO

センター」の広報専門スタッフへ転職。２００５年「ハンズオン！埼玉」を設立。
現在、 全国のＮＰＯやＮＧＯなどで「広報のお産婆さん」を目指し、広告広報
のコンサルテーションに取り組んでいる。

（特活）市民活動情報センター
ハンズオン！埼玉 副代表

「瓦町スタジオ」代表
けんじとうはた

東畑 賢治氏

（特活）ボラみみより情報局　代表理事
お だ もとき
織田 元樹氏
1999年7月に仕事の傍ら4名のボランティアで「ボ
ラみみより情報局」を設立。2000年4月よりボラン
ティア情報誌｢月刊ボラみみ｣を1万部発行。 PC版・
携帯版ボランティア情報サイトの運営、個人ボラン
ティア登録サイトの運営。その他、冊子制作、研修、
コンサルティング、イベント運営など、ボランティアや
NPOに関わる事業を展開。

「atelier.W」代表
え みほりかわ

堀川 絵美氏
イラストレーター。愛知県新城市と名古屋市を拠点
に活動。ウェブサイト、チラシ、ショップカード、名刺等、
主に広報ツールの制作を行う。デザイン制作を通し
て、NPOの広報サポートを行う。

写真家、老川良一氏に師事後、スタジオエイソー、ス
タジオダダを経て独立。2009年、名古屋市栄に瓦
町スタジオを設立。広告、舞台、ウェディングフォト
を中心に活動。中部ファッション専門学校でカメラ
ワークの授業を担当。2012年、世界トップテンウェ
ディングフォトグラファー Jonas Peterson ワーク
ショップ（ケープタウン、南アフリカ）に参加。NPOの
プロボノ経験も豊富。

環境情報誌「Risa」編集長

「フジオカヒロタカデザイン事務所」代表

名古屋市市民活動推進センター元嘱託職員。コミュ
ニティ・ユース・バンクmomo元理事。Facebook
ページの運用、Ustreamを利用した情報発信、WEB
サイトの更新などを担当。自身が経営するデザイン事
務所でも様々なNGO・NPOの後方支援を実施。

ジャーナリスト。中日新聞記者を経て2008年に独立。
防災、災害救援、環境、地方自治、NPOなどをテーマ
に取材を続ける。ソーシャル・ビジネス・マガジン「オ
ルタナ」編集委員。「環境ジャーナリストの会」正会員。
愛知県内で54万部の発行部数を誇る、環境情報紙
「Risa」編集長。

ひろたかふじおか

藤岡 博孝氏

たけとせきぐち
関口 威人氏

11月11日(火) 18:30～21:00　
11月4日(火)　18:30～21:00

名古屋会場

大 垣 会 場

2015年1月10日(土) 13:00～17:00
2015年1月11日(日) 13:00～17:00

名古屋会場

大 垣 会 場

1. オリエンテーション、参加団体の紹介
2. 講義・ワークショップ
　「広報のプロから学ぶ基礎講座～あなたの団体が伝えたいことは何？ 自団体の分析＆広報計画の策定!!～」
3. 現場体験・実習先とのマッチング
　「センパイ団体から学ぼう、つながろう！ ～現場体験・実習先のマッチング！～」
コーディネーター： 織田 元樹氏（(特活)ボラみみより情報局 代表）
講師： 吉田 知津子氏（広報プランナー、（特活）市民活動情報 センターハンズオン！埼玉  副代表）

1. チラシの作り方（ワード＆写真）
　「ぜいたく！ダブル講座～ワードで作れるチラシのコツ＆プロから学ぶ、活動写真の撮り方～」
講師：堀川 絵美氏（デザイナー）、東畑 健二氏（プロカメラマン）

2. SNS・ブログを使った広報
　「1時間でわかる！！ Facebook、twitter、ブログの活かし方！」
講師：藤岡 博孝氏（フジオカヒロタカデザイン事務所代表）

3. マスメディア（マスコミ）に取り上げてもらう方法について
　「新聞に載るにはどうしたらいい？」
講師：関口 威人氏（ジャーナリスト）

他団体から学ぶ 現場体験・実習　9月～11月
右記の5団体の中から1団体以上を選び、9～11月の間に合計3～5日程度の現場体験・
実習を行います。実習では、協力者とのコミュニケーション、外部者を巻き込む力、ミーティ
ングファシリテーションなど、組織運営のためのノウハウが身につくよう、OJT(オンザ・ジョ
ブ・トレーニング)による指導のもとで参加して頂きます。
※日程は実習先と調整の上、決定します。

すべての “いのち” が調和する持続可能な未来のために、地域に暮らすさまざまな立場の人 と々ともに、循環型社会の実現をめ
ざす。「リユース＆リサイクルシステムづくり」 「自治体の環境まちづくりサポート」「人づくり・環境教育」「企業とのパートナーシッ
プ」「エコ商品の開発・普及」「ネットワークによる活動」の6つの柱を基本に、幅広い活動を行っている。

【1】（特活）中部リサイクル運動市民の会　　
【2】（特活）ボラみみより情報局　
【3】（特活）名古屋NGOセンター
【4】（特活）泉京・垂井（せんと・たるい）
【5】（特活）ぎふNPOセンター

オリエンテーション／プロから「広報の基礎」を学ぶ

【1】 特定非営利活動法人　中部リサイクル運動市民の会 （名古屋市東区）

人道的動機に基づき、市民のイニシアチブにより設立され、かつ民主的に運営されている非営利の市民組織として、環境・開発・
人権などの分野における国際的な協力活動を主目的とする団体（NGO）間の協力関係を促進している。

【3】 特定非営利活動法人　名古屋NGOセンター （名古屋市中区）

垂井町や揖斐川流域の自然に育まれた歴史や文化、環境を活かした地域づくりを行っている。地域内や国内での地産地消、資
源循環はもちろん、海外とのつながりについて考えるイベント、講座、調査研究なども実施している。

【4】 特定非営利活動法人　泉京・垂井（せんと・たるい）（岐阜県不破郡垂井町）

地域の再生と自律（自立）、より広い社会との連携、NPOの活動環境の整備と広報支援、NPOセクターの成長のために様々な事
業に取り組む。困難を抱えている子ども・若者・子育て家庭を、市民の手で支えたいと「ぎふハチドリ基金」を立ち上げた。

【5】 特定非営利活動法人　ぎふNPOセンター （岐阜県岐阜市）

ボランティアに参加したい個人と、ボランティアを必要とする団体などとの橋渡しを目的に、ボランティア求人情報誌『月刊ボラ
みみ』を11,000部発行し、愛知県を中心とした地域のスーパーや公共施設など760か所で無料配布している。

【2】 特定非営利活動法人　ボラみみより情報局 （名古屋市中区）

9月6日(土) 10:00～17:00　
9月7日(日) 10:00～17:00

名古屋会場

大 垣 会 場

9月21日（日） 10:00～17:00
9月15日（月・祝）10:00～17:00

名古屋会場

大 垣 会 場

第1・2回の講座、現場体験・実習をふりかえり、自団体の広報に関する課題についての再分析を行います。
課題分析についてグループに分かれて共有し、改めて広報の改善のために有効な手段を策定します

受講者が所属する団体で広報の改善計画を実践した結果をグループごとに共有し、講師や現場体験・実習先の指導者などから
適時アドバイスをもらいます。

現場実習先のNPO・NGO紹介

講師・コーディネーター プロフィール

第1回・第3回・第4回

第2回

ち づ  こ
吉田 知津子氏
よしだ

第1回

プロのアドバイスを受けながら、自団体の広報計画を作る
第3回

第2回 3つの広報スキル（チラシづくり、Facebook活用法、
マスコミとのつながり方）を学ぶ

第4回 フォローアップ～実践のプロセスと結果を共有。
プロからアドバイスをもらう～


