
WEB 用報告原稿 

平成 27 年度「スタッフ向け環境 NGO・NPO レベルアップ実践研修(中部北陸ブロック)」

実施状況 

 

 

ワタシの NPO をピカピカに磨く研修(基礎研修広報編) 

あなたの団体の魅力、ちゃんと伝わってる？？ 

～プロから学び、伝え方パワーアップ！協力者とつながろう！～ 

 

１．目的・ねらい 

目的： 

環境保全に取り組む民間団体(NGO・NPO 等)のスタッフを対象とした、広報戦略、資金獲得、

をテーマとした研修を開催し、組織運営における課題を解決へ導くために必要な各員の知

識・技能向上を目的とする。また、研修を通じ、受講者、中間支援組織、専門家、行政、

地域住民などのステークホルダーとのネットワーク構築を図るとともに、NGO・NPO の組織

運営力や活動推進力の向上と、地域における環境分野の課題解決への取り組みも促進を目

指す。 

 

ねらい： 

【1】｢組織マネジメント｣に対する課題に取り組んだ経験が少ない中、小規模 NGO が｢広報｣

という切り口によって、自らの組織の目的やビジョン、マネジメントについて考える

機会を設ける。 

【2】中部地域の環境 NGO・NPO のスタッフが、広報活動におけるターゲットの絞り込み、

マーケティング能力の重要性を学ぶことで、自団体の課題を的確に把握する。 

【3】｢広報｣を切り口にした、環境 NPO 同士およびプロボノ、専門家などとのネットワーク

構築。  

 

２．実施概要 

（１）開催日時 

【必須研修：名古屋会場】 

第 1回：4月 19 日(日)10:00～17:00 

第 2 回：6月 9日(火)18:45～20:45 

フォローアップ講座：7月 18 日(土)13:00～17:00 

 

【必須研修：大垣会場】 

第 1回：4月 18 日(土)10:00～17:00 

第 2 回：6月 17 日(水)18:00～20:00 

フォローアップ講座：7月 19 日(日)13:00～17:00 

 

 

広報戦略 



【選択研修】 

(1)FACEBOOK 講座 

名古屋会場：4月 21 日(火)19:00～21:00 

大垣会場：4月 23 日(木)18:00～20:00 

 

(2)ワードで作れるチラシのコツ 

名古屋会場：5月 12 日(火)19:00～21:00 

大垣会場：5月 13 日(水)18:00～20:00 

 

(3)新聞メディアとの付き合い方講座 

名古屋会場：5月 19 日(火)19:00～21:00 

大垣会場：5月 21 日(木)18:00～20:00 

 

(4)プロから学ぶ、活動写真の撮り方 

名古屋会場：5月 26 日(火)19:00～21:00 

大垣会場：5月 27 日(水)18:00～20:00 

 

（２）開催場所 

【名古屋会場】 

 必須研修：ウィルあいち 会議室 

愛知県名古屋市東区上堅杉町 1番地 

 選択研修：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 

 

【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 

 

（３）各回参加人数 

【名古屋会場】 

 第 1回：13 人 

 第 2回：8人 

 フォローアップ講座：9人 

 

【大垣会場】 

 第 1回：12 人 

 第 2回：8人 

 フォローアップ講座：9人 

 



【選択研修】 

(1)FACEBOOK 講座 名古屋会場 10 人 大垣会場 7 人 

(2)ワードで作れるチラシのコツ 名古屋会場 12 人 大垣会場 8 人 

(3)新聞メディアとの付き合い方講座 名古屋会場 10 人 大垣会場 4 人 

(4)プロから学ぶ、活動写真の撮り方 名古屋会場 10 人 大垣会場 8 人 

 

（４）プログラム・当日の様子 

 

 

本講座第 1回目 名古屋会場：4月 19 日（日） 大垣会場：4 月 18 日(土) 

10：00～17：00 

オリエンテーション/プロから「広報の基礎」を学ぶ 

講師／コーディネーター 

吉田知津子 氏 ((特活)市民活動情報センターハンズオン！埼玉 副

代表) 

織田元樹 氏 ((特活)ボラみみより情報局 代表) 

10:00～11:00 

概要 

スタッフ紹介、オリエンテーション 

11:00 ～12:00 講義、ワークショップ 

12:00 ～13:00 休憩 

13:00～16:00 講義、ワークショップ 

16:00～16:40 振り返り、ワークショップ 

16:40～17:00 事務連絡 

選択講座：(1)FACEBOOK 講座 講師：藤岡博孝氏 

名古屋会場:4 月 21 日(火)19:00～21:00 大 垣 会 場：4月 23 日(木)18:00～20:00 

選択講座：(2)ワードで作れるチラシのコツ 講師：堀川絵美氏 

名古屋会場:5 月 12 日(火)19:00～21:00 大 垣 会 場：5月 13 日(水)18:00～20:00 

選択講座：(3)新聞メディアとの付き合い方講座 講師：関口威人氏 

名古屋会場:5 月 19 日(火)19:00～21:00 大 垣 会 場：5月 21 日(木)18:00～20:00 

選択講座：(4)プロから学ぶ、活動写真の撮り方 講師：東畑賢治氏 

名古屋会場:5 月 26 日(火)19:00～21:00 大 垣 会 場：5月 27 日(水)18:00～20:00 

 

 

 

 

本講座 1 回目、選択講座 



■当日の様子■ 

 第 1回研修 名古屋会場、大垣会場 

研修を開始する前に全体での自己紹介、また今回の研修を通して実施したい広報の発表

の時間を設けた。その後の研修はワークショップ中心で進め、参加者同士の活発な議論が

行われるように促した。吉田氏の講義では動画、写真を用いて吉田氏が過去に行ったイベ

ントの紹介をしていく中で、広報の基本的な知識・広報の実施の仕方等、広報について様々

なことを話していった。研修全体を通して、織田氏にはコーディネーターとしての立場か

ら意見を出し、講義後のまとめを行うことによって参加者のより深い理解を得られるよう

に心がけた。終了後も講師の吉田氏、織田氏へ多くの質問が投げかけられた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 選択研修 名古屋会場、大垣会場 

2014 年度開催した本講座第 2 回は、講座の内容量が多く、各内容によって、参加者の関

心度の差が見受けられた。参加者のアンケート結果も受け、2015 年度は内容別に講座を開

催し、参加者が関心を持っている内容を集中的に学べるよう、選択型の講座とした。それ

ぞれ参加者は関心の高いトピックの講座を選択したため、積極的な意見交換が見受けられ

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

休憩中、参加者の方によるレクリエーシ

ョンを実施     第 1回大垣会場 

講師の織田氏。オリエンテーション時 

の自己紹介      第 1回名古屋会場 

新聞メディアとの付き合い方講座、

講師の関口氏     大垣会場 

プロから学ぶ、活動写真の撮り方の講座の際に

は、参加者の方々が持参したカメラを用いて実

践的な講座を行った。  名古屋会場 



オリエンテーションでの自己紹介

 

 

4 月 22 日（水）14:00～21:00 

実習先／滞在先 (特活)名古屋 NGO センター 

ねらいと課題・

作業の概要 

ねらい：本講座で得た知識を実践につなげるため、名古屋 NGO センターの広

報に関する具体的な取り組みを知り、会報編集に携わることで、広報力の向

上を図る。 

14：00～16：00 オリエンテーション 

（名古屋 NGO センターの活動と組織運営について紹介します） 

16：00～17：00 会報『さんぐりあ』の作り方とバックナンバー 

（ボランティア中心で作成している会報。バックナンバーを読み解きます。）

18：00～21：00 会報『さんぐりあ』の編集会議へ参加 

（『さんぐりあ』の編集会議に参加し、７月号紙面の企画づくりを体験しま

す。） 

 ■当日の様子■ 

・名古屋 NGO センターの会報誌「さんぐりあ」を通しての広報を中心に学んだ。「さんぐり

あ」は、ボランティアが主体となって企画・取材・執筆している会報誌である。編集会議

に参加し、7月号の「さんぐりあ」の企画づくり行った。 

 

【参加者の感想】 

・会報編集会議では、司会進行、アポ取りから取材までをボランテ

ィアの方が行い、スタッフはコーディネーター役に徹していたこと。 

・チラシを作る時のターゲットの設定の仕方が、上手。（国際協力に

関心があるが、行動できなくてモヤモヤしている人。「私にもできる

かも」と思ってもらえるような写真選択） 

 

 

5 月 28 日（木）10:00～17:00 

実習先／滞在先 (特活)中部リサイクル運動市民の会 

ねらいと課題・

作業の概要 

実習先の設立から今の活動に至るまでの経緯についての講義。実際にリユー

ス・リサイクルの現場やチャリティショップ RE:倉庫の見学。 

10：00～11：00 オリエンテーション 

11：00～11：30 リユース＆リサイクルステーション見学 

11：30～11：45 チャリティーBOX 見学（イオンモールナゴヤドーム前店）

13：30～14：45 Re☆創庫あつたの見学（同上） 

15：00～17：00 広報に関するレクチャー 

 

 

現場体験・実習 



ボランティアが運営するリユース

＆リサイクルステーション 

 

■当日の様子■ 

・中部リサイクル運動市民の会が実施するリユース＆リサ

イクルステーション、Re☆倉庫あつたの見学を行い、どの

ように市民への広報を行っているかをヒアリングした。 

 

 

 

【参加者の感想】 

・市民ボランティアさんによって支えられている。やりがい、責任を持って現場を担当さ

れている姿が素敵でした。継続することで認知が上がる。財政的に自立出来るように試行

錯誤されているところ、とても勉強になりました。 

                                       

 

 

 

本講座第 2回目：名古屋会場：6月 9 日(火) 

18:45～20:45 

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 

講師：織田元樹 氏 ((特活)ボラみみより情報局 代表) 

概要 

18:45～18:55 振り返り 

18:55～19:55 広報計画 (8 つの DON シート)の発表(グループ) 

19:55～20:00 休憩 

20:00～20:15 広報計画(8 つの DON シート)の修正 

20:15～20:35 修正点の共有(グループ) 

20:35～20:45 事務連絡 

本講座第 2回目：大垣会場：6 月 17 日(水) 

18:00～20:00 

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 

講師：織田元樹 氏 ((特活)ボラみみより情報局 代表) 

概要 

18:00～18:10 振り返り 

18:10～19:10 広報計画(8 つの DON シート)の発表(グループ) 

19:10～19:15 休憩 

19:15～19:30 広報計画(8 つの DON シート)の修正 

19:30～19:50 修正点の共有(グループ) 

19:50～20:00 事務連絡 

 

本講座 2 回目 



 第 2回研修 名古屋会場 大垣会場 

これまでの講座、現場実習体験を通して学んだ事を元に、事前に作成した広報計画(8 つ

の DON シート)をグループ単位で発表、広報計画のブラッシュアップを図った。各グループ

に当センタースタッフ 1 名以上が必ず参加し、個別にフォローできるよう励んだ。特に広

報の対象となる“どんな人へ”の部分を中心に修正し、講師の織田氏と共により効果的な

広報について考えていった。本講座後から次回フォローアップ講座までの間に作成した広

報計画を元に広報活動を実施する予定になっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全ての講座の冒頭に、前回までの振り

返りを実施している  第 2回大垣会場 

グループワークにて広報計画のブラッ

シュアップを図った。第 2回名古屋会場 

3つのグループに分かれて広報計画

の発表。第 2回名古屋会場 

参加者同士でお互いの計画に意見を

出し合う。第 2 回大垣会場 



 

 

 

実践期間中の課題等 

広報の計画シートを作成し各自団体内、本講座内で広報計

画について共有、ブラッシュアップを実施。その後、作成

した広報計画を実際に実施。なお広報の計画実施の際の手

段は問わず。(広報計画実施例：チラシの作成、イベント

開催等) 

ヒアリング・アドバイスの手法 メール、メーリングリスト、電話、口頭。 

実施記録 

本講座第 2回終了後以降、各団体に毎に担当者を設けて広

報の計画の進捗状況、結果についてのヒアリング、アドバ

イスを実施。 

 

 

 

事後報告会/フォローアップ講座：名古屋会場：7 月 18 日(土) 大垣会場：7 月 19 日(日) 

13:00～17:00 

成果を共有し、つながりを生み出そう!! 

ファシリテーター 

堀川絵美 氏 (atelier.w 代表) 

講師 

織田元樹 氏((特活)ボラみみより情報局 代表) 

吉田知津子 氏((特活)市民活動情報センターハンズオン！埼玉 ) 

名古屋会場アドバイザー 

藤岡博孝 氏 (フジオカヒロタカデザイン事務所 代表) 

大垣会場アドバイザー 

藤岡博孝 氏 (フジオカヒロタカデザイン事務所 代表) 

関口威人 氏 (環境情報紙「Risa」編集長) 

13:00～13:10 あいさつ 

13:10～13:45 発表準備 

13:45～15:20 発表スタート 

15:20～15:45 講師コメント 

15:45～16:40 課題解決へのアイデア出し 

16:40～16:55 ふりかえり 

16:55～17:00 事務連絡、アンケート記入 

17:00～ 交流会 

ヒアリング・アドバイス 

事後報告会／フォローアップ講座 



 フォローアップ講座 名古屋会場 大垣会場 

前回の研修を通して作成した広報の計画を実施した結果の発表、共有を行った。参加者、

講師、スタッフが参加団体に「共感」「この団体“ならでは”」「改善提案」を付箋紙に書き

出し、参加団体にフィードバックを行った。 

また、参加団体同士で協働が生まれるよう、「困っていること」「他の団体に提供できる

こと」を出し合い、マッチングを行った。終了後には、交流会を行い、講座の中で聞くこ

とのできなかった疑問を講師やスタッフに聞けるようにした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広報計画実施の発表、共有を行った。

第 4 回名古屋会場 

大垣会場集合写真  第 4 回大垣会場 

お茶とお菓子を囲んでの交流会   

フォローアップ講座 名古屋会場 

広報計画実施の発表、共有を行った。

第 4 回大垣会場 



４．受講者等の声 

 広報をやらねば!!と思ってはいましたが、どうやって??といった思いがあり行動でき

なかったのが方法を教えてもらえた。 

 自分たちの活動がよりそう人(参加者)にどれだけ、元気・やる気・喜びを与え・伝え

られるかを考えることが広報に一番大事だと認識したこと。 

 

５．現場体験・実習 受け入れ先の指導者等の声 

 受け入れることで、参加者の方とのつながりができ、協働事業を実施することになる

など、自団体にとっても有意義な研修だった。 

 研修の受け入れを行うことで、普段の業務で関わることのない、他団体とつながるこ

とができた。 

 

６．考察・今後の課題 

 参加者によって、広報について実践したいテーマにバラツキが有り、ヒアリング・ア

ドバイス等を臨機応変に行っていくことが求められた。 

 広報計画の実施期間が短く、その期間内での広報計画実施が難しい団体もあった。 

 

 

以上 

 

 

 

 

 


