
～ファンドレイジング（資金調達）のノウハウを学び、協力者とつながろう！～

「お金がないから、
活動ができない」

から脱却しよう!!

ワタシのNPO・NGOをピカピカに磨く研修 2015

 スタッフ向け環境NGO・NPOレベルアップ実践研修 2015〔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  ぎふNPOセンター、 特定非営利活動法人  まち創り

「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3日分まで）　※交通費：片道上限1,500円／日（最大3日分まで）

団体のファンドレイジング(資金調達)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）

対 象 者

研修期間

（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）参 加 費

経費補助

定 員

申込み方法

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しあいながら、以下の5つに取り組みます。

①自団体をふりかえり、資金調達の基礎について学びます。

②3つの資金調達の方法を学びます。

③講師のアドバイスを受けながら、自団体の資金調達計画を練りましょう。

④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、実践しましょう。

⑤そして、仲間を集めて、組織力アップをめざしましょう！

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/

特定非営利活動法人
名古屋NGOセンター（認定NPO法人）
〒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
開所時間：火～土　13：00～17：00
e-mail：info@nangoc.org

●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。
申込〆切：2015年7月24日(金)必着 参加の可否は7月31日(金)までにメールにてお知らせいたします。

万一、連絡が届かない場合は至急ご連絡ください。

「スタッフ向け環境NGO・NPOレベルアップ実践研修 2015」ファンドレイジング編　参加申込書

□名古屋会場 必須研修    
　 ①8/23(日)10:00～17:00(　  )  ②9/30(水)18:45～20:45( 　 )  ③11/29(日)13:00～17:00(　  )

3.企業との連携
9/8（火）18：45～20：45 【名古屋会場】 (      )

2.寄付・会費を集めよう
9/5（土）10：00～12：00 【名古屋会場】 (      ) 9/4(金) 18:00～20:00 【大垣会場】 (      ) 

1.助成・委託事業申請のコツ
8/27(木) 18：45～20：45 【名古屋会場】 (      ) 8/26(水) 18:00～20:00 【大垣会場】 (      ) 

9/10（木）18：00～20：00 【大垣会場】 (      ) 

□岐阜(大垣)会場 必須研修    
　 ①8/22(土)10:00～17:00(　  )  ②9/29(火)18:00～20:00( 　 )  ③11/28(土)13:00～17:00( 　 )

●選択研修 (下記の講座から2つ以上お選び下さい)

●現場体験・実習 ※日程は、6月中旬までに名古屋NGOセンターHPに掲載します。
　ご希望の日程を申込時にお知らせください。

5.参加の可否

6.本研修2回目～3回目までの期間で
　取り組みたい資金調達の内容

7.この研修に期待すること

1.団体名

3.団体の住所

4.書類の送付先
（上記と同じであれば不要）

2.担当者
（役職・担当）

お名前 ： 電話番号：

メールアドレス：役職・担当 ：

（金）
必着！！
7/24

ファンドレイジング
（資金調達）編

※以下の会場のうちいずれかを選択して頂きます。

※第2回目以降の会場は、参加決定後にご連絡します。

会 場
【名古屋会場】  ウィルあいち 会議室5　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）
【岐阜（大垣）会場】  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）

※原則、全回参加される方
が対象です。参加者多数
の場合は、参加率の高い
方が優先となります

本研修では必須研修の2回目～3回目の間で
実際に資金調達に取り組んでいただくことに
なります。

※1団体2名以上の参加が
可能です。

ふりがな

〒（　　　）-（　　　　）

〒（　　　）-（　　　　）

@

お名前 ： 電話番号：

メールアドレス：役職・担当 ：

ふりがな

@

※原則、名古屋会場or岐阜会場に3回通しでのご参加となります。□のいずれかに□をして下さい。
　万一、違う会場でご参加の場合（　）に○をつけて下さい。欠席の場合は×をつけて下さい。

各会場20名　※定員を超えるお申し込みがあった場合は選考させて頂きますので予めご了承下さい。

裏面の申込用紙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。

2015年8月～11月



1. オリエンテーション、自己紹介
2. 講義・ワークショップ
まずは基礎講座編！“お金がないから活動できない”から脱却しよう!
資金調達計画づくりワークショップ

8月22日(土) 10:00-17:00大 垣 会 場8月23日(日) 10:00-17:00　　名古屋会場

9月29日(火) 18:00-20:00大 垣 会 場9月30日(水) 18:45-20:45　　名古屋会場

A. 必須研修

第1回

第2回

オリエンテーション／
資金調達の基礎を学び、
資金調達計画をつくろう！

第3回 フォローアップ～
実践結果を共有し、
アドバイスを行う

作成した資金調達計画を
参加者で共有し、改善を図る

以下の６つの団体の実習から選び、第1回:必須研修終了
後～第2回:必須研修の間に1日～3日間の現場体験・実習
を行います。実習では、各団体がどのように、資金調達に取
り組んでいるかが分かるような内容となっています。他団
体の取り組みを学び、自団体に取り入れましょう。

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々
とともに、循環型社会の実現をめざして、「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。

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）

1

中部環境パートナーシップオフィス
（EPO中部）
（名古屋市中区）

2 環境省とNPOが協働で運営している。市民、NGO/NPO、行政、事業者など社会を構成する
様々な主体が単体ではなく、それぞれの強みや資源を持ち寄り、協働(パートナーシップ)で取
り組むことにより社会課題の解決が促進されるよう支援を行う。今、未来に生きるすべてのい
のちが大切にされる社会をつくるために、協働を軸に、参加と対話を重視して取り組んでいる。

公益財団法人
あいちコミュニティ財団 
（名古屋市東区）

3 愛知県初の市民コミュニティ財団。県内の地域課題を「見える化」し、その解決に挑む市民公益活動
団体（NPO）へ“志金”を融通することで、安心できる地域の未来づくりに取り組んでいる。

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）

4 環境に負荷をかけない暮らし方、自然を体感できるイベントの実施、垂井町や西濃地域ならではの
自然環境やそれらに育まれた文化に関する調査研究などを行っている。

西濃環境NPOネットワーク 
（岐阜県揖斐川郡揖斐川町）5 2006年11月に西濃地域2市9町の環境活動をするNPOのネットワーク組織として設立。主な活動

は、揖斐川流域クリーン大作戦、アースデイいびがわ、ぎふ・エコライフ推進プロジェクト、新しい縁づく
りプロジェクトを実施。今後も揖斐川流域運命共同体として活動展開予定。

認定NPO法人 ムラのミライ
（岐阜県高山市）6 インド、ネパールの農山村や都市スラムでコミュニティが存立するための基盤である地域の資源を住

民自らが発見し維持管理するための人材育成を２０年以上にわたり行っている。特に住民自身が主体
的に取り組むためのコーディネートを得意としている。地域の課題は世界の課題をモットーに岐阜県
高山でも地域づくりに取り組んでいる。

認定NPO法人ムラのミライ　事務局長代行

会社員・派遣社員を経て、2003年より関西NGO協議会で
7年間勤務し、NGO向け/一般向けの人材育成・情報発信・
コンサルティングなどに従事。2010年より認定NPO法人
ムラのミライ（旧ソムニード）の職員として、約1年半のインド
駐在の後、2011年からは関西事務所の責任者として、団体
内外のコミュニケーション、ファンドレイジング、海外事業の
後方支援、人材育成などを担当。認定ファンドレイザー。

みやした わ  か

宮下 和佳氏1.

特定非営利活動法人中部リサイクル運動市民の会 
副代表理事

1999年にスタッフとなり、環境情報誌の編集、フリーマー
ケットの運営、再生コピー用紙の普及、市民参加型合意形
成手法に関する研究などに携わる。2007年6月に共同代
表に就任し、2013月6月から現職。現在は、リユース・リサイ
クルの仕組みづくり、チャリティーショップの全国ネットワー
クづくりなどに携わっている。

わ　き　た けいすけ

和喜田 恵介氏2.

特定非営利活動法人 ボランタリーネイバーズ 理事　
相談事業部部長 

税理士、准認定ファンドレイザー。あいちモリコロ基金創
設当初から相談コーナーチーフスタッフとして、年間100
件以上の助成金申請相談に従事。その他、NPO向け助成
金・委託事業の審査員・運営委員として、審査や制度設
計・制度改善提案などに取り組んでいる。

なか お

中尾 さゆり氏2.

住友理工株式会社  CSR・社会貢献室長／
特定非営利活動法人 中部プロボノセンター 共同代表理事

1948年生まれ。35年間大手スーパーの(株)西友に勤
務、2007年執行役上席副社長を最後に退任、その間に
日本チェーンストア協会の初代社会貢献委員長を務め
る。自宅の在る日進市に戻り、第二の人生を社会に貢献し
たく、同年住友理工(株)（旧東海ゴム工業(株)）に入社、社
会貢献推進室を設立し、室長に就任。NPOとの協働によ
る社会課題解決型のプログラムをスタートさせている。

と なり し ろう

戸成 司朗氏3.

選択研修　講師プロフィール

他団体から学ぶ 現場体験・実習現場実習

事例を学ぶ、企業からの視点を知る選択研修

※1～3の内、2講座以上選択して下さい。

第1回や選択研修、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
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、改めてファンドレイジ
ングのための有効な手段を考えます。

11月28日(土) 13:00-17:00大 垣 会 場11月29日(日) 13:00-17:00　　名古屋会場

1977年愛知県名古屋市生まれ。大学卒業後、地方銀行勤務を経て、A SEED JAPAN事務局長やap bank運営事務局スタッフなどを歴任。
2005年にコミュニティ・ユース・バンクmomoを設立し、若者たちによる“お金の地産地消”の推進や、市民公益活動へのハンズオン支援を行って
いる。13年4月にはあいちコミュニティ財団を設立し、14年4月に公益財団法人として愛知県から認定。愛知淑徳大学非常勤講師、中京大学大学
院客員教員、名古屋大学大学院非常勤講師、東海若手起業塾実行委員会理事／事務局長、全国NPOバンク連絡会副理事長、一般社団法人全
国コミュニティ財団協会副会長、認定NPO法人日本NPOセンター評議員、NPO法人日本ファンドレイジング協会理事／認定講師／認定ファンド
レイザーなども務める。15年には第3回「日経ソーシャルイニシアチブ大賞」国内部門賞を受賞。

まさ きき むら

木村 真樹氏 公益財団法人あいちコミュニティ財団 代表理事、コミュニティ・ユース・バンクmomo 代表理事

第1回～第3回（必須研修）講師プロフィール

8月～11月 Ｂ. 選択研修 8月～9月

C. 現場体験・実習 8月～9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。
参加者の計画に沿って、名古屋NGOセンタースタッフがサポートします。

計画を実践しよう
10月～11月

※実習の日程は、6月中旬頃までに名古屋NGOセンターWEBサイトに
　掲載いたします。申し込み時にご希望の日程をお知らせください。

9月5日(土)10：00～12：00 9月4日(金)18：00～20：00

9月8日（火）18：45～20：45 9月10日（木）18:00～20：00

2.寄付・会費を集めよう  宮下 和佳氏

8月27日（木）18:45～20:45 8月26日（水）18：00～20：001.助成・委託事業申請のコツ 和喜田 恵介氏、
中尾 さゆり氏

3.企業との連携について 戸成 司郎氏

講　師 名古屋会場 大垣会場

事前課題 第1回研修までに事前課題に取り組みます。 ※事前課題は参加決定と共にお送りします

参加者が所属する団体で実践した結果を共有し、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。
アドバイザー：本講座の講師、実習先のNPO/NGOの指導者、名古屋NGOセンター職員


