
地域 内　　　　　容 日　　　付 会　　　場 講　　師
参加者数
(団体数）

伊豆 アフターコロナの伊豆地域を考える 2020年12月11日（金）19：00～20：30 起雲閣（熱海市）※
飯倉　清太
市来　広一郎
荒武　優希

45名(14団体)

「プレイスメイキング」で考える公共空間活用法 2020年11月28日（土）14：00～15：30 富士市民活動センター　コミュニティｆ※ 園田　聡 21名( 6団体)

オンパクがもたらした地域活性のかたち 2021年 1月16日（土）14：00～15：30 富士市民活動センター　コミュニティｆ※ 渡村　マイ 32名( 7団体)

静岡のローカル指標をつくろう　～ＳＤＧｓを考える。その5～ 2020年10月10日（土）13：30～16：30 静岡市番町市民活動センター
長谷川　雅子
塩原　太一郎
木下　聡

39名(31団体)

静岡のローカル指標をつくりました！　～ＳＤＧｓを考える。その6～ 2021年 2月20日（土）13：30～16：30 静岡市番町市民活動センター※ 木下　聡 57名(42団体)

NPOによるマーケティング広報講座 2020年11月 8日（日 ）13：30～15：30 島田市民総合施設プラザおおるり 河井　孝仁 21名(19団体)

これからの地域とアートの関わりとは 2021年 2月17日（水）19：00～21：00 オンライン開催（ZOOM） 山出　淳也 21名(20団体)

まちを育てる！　戦略的クラウドファンディングの活用法！ 2020年11月14日（土）13：30～16：00 プラザきくる2階　多目的エリア
土肥　潤也
木下　聡

20名(16団体)

ふじのくに地域芸術祭セッション！ 2021年　1月30日（土）13：30～15：30 プラザきくる3階　大会議室
静岡県内の芸
術祭関係団体

26名(23団体)

自分たちの活動をSDGsで発信してみよう！ 2020年10月から2021年1月 各団体拠点またはZOOM 小林　芽里 10名(10団体)

議員と語ろうNPO円卓会議～NPO市民と議員でわくわくコラボ 2021年 1月30日（土）13:30～16:30 オンライン開催（ZOOM） さとう　ひさゑ 28名(24団体)

西遠
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「好きなことだけやって生きていく」という提案 2019年9月11日（木）15：00～17：00 修善寺share（伊豆市） 角田　陽一郎 30名(18団体)

シティプロモーションでまちを変える 2019年 9月28日（土）14：00～17：00 東伊豆EASTDOCK（東伊豆町） 河井　孝仁 31名(16団体)

～ドイツの事例・考え方から学ぶ～
　　省エネ・再エネによる域内経済の強化

2019年10月 9日（水）19：00～21：00 コワーキングスペースnaedoｃo（熱海市） 村上　敦 26名(14団体)

しくじりすぎてるコミュニティづくり 2019年 8月 2日（日）19：00～21：00 富士市民活動センター　コミュニティｆ 中脇　健児 25名(15団体)

ポップカルチャーがもたらす観光とコミュニティの未来 2019年 9月 6日（金）19：00～21：00 富士市民活動センター　コミュニティｆ
大久保　あかね
米山　栞合
峯　知美

21名(10団体)

「まちやど」からはじまる地域コミュニティ 2019年11月15日（金）19：00～21：00 富士市民活動センター　コミュニティｆ 宮崎　晃吉 22名(14団体)

しずおかのあなたができること　～ＳＤＧｓを考える。その1～ 2019年 6月29日（土）13：30～16：30 静岡市番町市民活動センター 木下　聡 49名(43団体)

座談会ライブ♪
　「次世代につなぐ～ＮＰＯの志・仲間・経営～」

2019年 9月28日（土）13：00～16：30 静岡市番町市民活動センター 富永　一夫 35名(29団体)

誰もが輝いて生きる！生命の尊厳とは　～ＳＤＧｓを考える。その2～ 2020年 1月19日（日）13：30～16：30 静岡市番町市民活動センター 小野　美智代 45名(26団体)

NPO向け広報・デザイン講座
　「伝える」から「伝わる」へ！～チラシデザインのコツ～

2019年 8月17日（土 ）13：00～17：00 藤枝市青島北地区交流センター 谷 浩明 23名(11団体)

マチを動かす若者のチカラ 2019年10月 5日（土）13：30～15：30 島田市市民活動センター 土肥　潤也 19名(13団体)

ウーマンパワー！マチづくりと女性の力 2019年12月21日（木）13：30～15：30 島田市市民活動センター 指出 一正 23名(14団体)

まちの多様性とアート
　―“ちがい”とトライ＆エラーを受け入れた先にあるもの―

2019年 7月20日（土）13：30～15：30 大日本報徳社　仰徳記念館（掛川市） 鈴木　一郎太 23名(13団体)

土から生まれる協働とセラミックコミュニケーション 2019年 9月29日（日）13：30～15：30 菊川市市民協働センター 前田　直紀 19名(10団体)

課題解決の先にあるまちづくり 2019年11月27日（水）19：00～21：00 菊川市市民協働センター 大場　唯央 26名(15団体)

持続可能な未来のために～知ろう、使おうSDGs 2019年 7月 7日（日）13:30～16:30 浜松市市民協働センター 八木　亜紀子 43名(40団体)

議員と語ろうNPO円卓会議～SDGs×浜松市 2019年 7月27日（土）13:30～16:30 鴨江アートセンター 事例発表者 53名(35団体)

読みこなそう、使ってみよう～データ＆リサーチ 2019年 9月 7日（土）13:30～16:30
浜松市男女共同参画・文化芸術活動
推進センターあいホール

笹原　恵 24名(18団体)

西遠
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「自分たちの暮らしも街も自分たちでつくる」
　ソンミサンマウルのコミュニティ

2018年9月13日（木）19：00～21：00 コワーキングスペースnaedoｃo（熱海市） 朴　ミラ 15名(7団体)

都市と地方をかきまぜる「食べる通信の奇跡」 2018年 9月28日（金）18：30～20：30 伊豆市立修善寺図書館　視聴覚室 高橋　博之 15名(9団体)

ＨＡＧＩ ＳＴＵＤＩＯの取り組みから学ぶ街の編集術 2018年11月 4日（日）13：30～15：30 東海汽船事務所（東伊豆町） 宮崎　晃吉 17名(9団体)

竹あかりで地域を照らす「ちかけん」の取り組み 2018年 8月26日（日）14：00～16：00 富士市民活動センター　コミュニティｆ 三城　賢士 35名(12団体)

地球を豊かにする生活のデザイン
　～パーマカルチャーの視点を学ぶ～

2018年 9月29日（土）14：00～16：00 富士市民活動センター　コミュニティｆ 設楽　清和 21名(10団体)

ともにカラフルなセカイをつくる：
　課題をおもしろさに変えるＷＥＬｇｅｅの取り組み

2018年10月20日（土）14：00～16：00 富士市民活動センター　コミュニティｆ 渡部　清花 28名(10団体)

座談会ライブ♪
　「自分らしく生きる～ワクワクする方へ～」

2018年 7月21日（土）13：30～16：30 静岡市番町市民活動センター 堀田　奈都希 42名(24団体)

ＣＳＲ見学会～ＮＰＯ×企業の協働を考える～ 2018年 9月22日（土）13：00～16：30
静岡市内各所
　(アオイネオン・平井工業・静岡ガス)
　座談会会場　静岡ガス静岡支社

萩野　隆
北川　浩孝
上﨑 修嗣

32名(25団体)

座談会ライブ♪
　戦争の傷跡を乗り越えるために～私たちができること～

2019年 1月26日（土）13：30～16：30 静岡市番町市民活動センター 森田　太郎 48名(31団体)

関係人口による地域の可能性とは？
　生きるアート集団・パーリー建築の場合

2018年10月4日（木）19：00～21：00 島田市地域交流センター歩歩路
指出 一正
宮原 翔太郎

36名(22団体)

地域を自分ごととして楽しむには？
　「桃色ウサヒ」の場合

2018年11月1日（木）19：00～21：00 大村屋酒造場（島田市）
指出 一正
佐野 恒平

31名(20団体)

地域の未来をつくる手応え
　「幸福な過疎地」のロールモデル・十日町市の場合

2018年12月6日（木）19：00～21：00 島田市地域交流センター歩歩路
指出 一正
多田 朋孔

35名(21団体)

芸術祭の現在
　～芸術祭からみた地域、地域からみた芸術祭～

2018年7月13日（金）19：00～21：00 大日本報徳社　仰徳記念館（掛川市） 関口 正洋 20名(13団体)

ＮＰＯ向け広報・デザイン講座
　「伝える」から「伝わる」へ！～チラシデザインのコツ～

2018年9月 2日（日）13：00～17：00 菊川市市民協働センター 谷 浩明 25名(11団体)

シビックプライドと『まち』を編集する方法 2019年1月17日（木）19：00～21：00 大日本報徳社　仰徳記念館（掛川市） 紫牟田 伸子 19名(10団体)

数字で信頼を得る！
　～ＮＰＯ会計入門　＆　会計ソフト講座～

2018年7月1日（日）

（１）10:00～12:00　入門編

（２）13:00～15:00　ソフト講座

（３）15:00～16:00　個別相談

浜松市福祉交流センター
中尾　さゆり
井ノ上　美津恵

26名(15団体)

議員と語ろうＮＰＯ円卓会議２０１８ 2018年7月22日（日）13:30～16:30 浜松市子ども館分室 事例発表者 39名(22団体)

ソーシャルセクターで働く～ＮＰＯとキャリア～ 2018年11月17日（土）15:00～17:30 浜松市鴨江アートセンター 青木 研輔 ほか 13名(6団体)

西遠
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地震ITSUMO講座　～被災者から学んだ生活防災術～ 2017年9月30日（土）14：00～16：00 下田市開国下田みなと 小倉 丈佳 12名(7団体)

コミュニティー・オーガナイジング・ミニワークショップ 2017年11月3日（金・祝）14：00～16：00 起雲閣（熱海市） 会沢 裕貴 9名(7団体)

「サポマネ」が語る自走する地域社会の作り方 2017年12月16日（土）14：00～16：00 伊豆市生きいきプラザ 木藤 亮太 6名(4団体)

地震ITSUMO講座 2017年10月1日（日）14：00～16：00 裾野市民文化センター 小倉 丈佳 11名(9団体)

パラレルキャリアの可能性 2017年12月1日（金）19：30～21：30 富士市民活動センター　コミュニティｆ 武田 信幸 16名(11団体)

元ナンパ師の市職員が挑戦する、すごく真面目でナンパな「地域活性化」 2018年1月13日（土）18：30～20：30 富士市民活動センター　コミュニティｆ 山田 崇 22名(10団体)

参加型評価を学ぶ一日　～団体活動を見つめ直しより良くする為に〜 2017年7月29日（土）10：00～16：00 静岡市番町市民活動センター 田中 博 36名(32団体)

未来はみんなの参加でつくっていく　～若者のトライが変えたもの～ 2017年9月23日（土）13：00～16：30 静岡市番町市民活動センター 塚本 竜也 40名(38団体)

見た目で魅きつける　～ＮＰＯのロゴづくり～ 2018年1月28日(日）13：00～16：30 静岡市番町市民活動センター 林田 全弘 15名(14団体)

「助け合い」はそば一杯の掛け金で　～生命保険の誕生とNPO～ 2017年7月13日（木）19：00～21：00 島田市地域交流センター歩歩路 渡辺 房男 29名(11団体)

月刊『ソトコト』編集長に聞く　地域を動かす「ローカルヒーロー論」 2017年10月6日（金）19：00～21：00 島田市地域交流センター歩歩路 指出 一正 33名(22団体)

北川フラムさんに聞く　続・アートで開く地域の可能性 2018年3月16日（金）19：00～21：00 島田市地域交流センター歩歩路 北川 フラム 75名(38団体)

これからの地方を元気にするカタチ 2017年7月14日(金）19：00～21：00 菊川市市民協働センター 飯倉 清太 29名(22団体)

NPO向け広報・デザイン講座
　　～実践から学ぶ「伝わる」チラシデザインのコツ～

2017年9月16日（土）13：00～17：00 菊川市市民協働センター 谷 浩明 28名(19団体)

シティプロモーションでまちを変える 2017年11月9日(木）19：00～21：00 菊川市市民協働センター 河合 孝仁 33名(19団体)

会計のお悩み解決！
～NPO会計入門　＆　会計ソフト講座～

2017年7月2日（日）

（１）10:00～12:00　入門編

（２）13:00～15:00　ソフト講座

（３）15:00～16:00　個別相談

浜松市市民協働センター
中尾　さゆり
井ノ上　美津恵

19名(12団体)

議員と語ろうNPO円卓会議2017 2017年7月17日（月・祝）13：30～16：30 浜松市福祉交流センター 神田 浩史 42名(23団体)

市民活動のための資金調達セミナー 2017年9月2日（土）13：30～16：30 浜松市福祉交流センター 米田 佐知子 26名(22団体)

西遠
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「一次産業をかっこよくて・感動があって・稼げる3Ｋ産業に」
 全国の農家を繋げて取り組む一次産業改革

2016年8月6日（土）13：30～15：30
古藤田商店建材店2階会議室（伊豆
市）

宮治　勇輔 18名(13団体)

日本の田舎の素敵な変え方 2016年11月4日（金）19:00～21：00 松崎町農村環境改善センター 大南　信也 22名(15団体)

ピンチをチャンスに変える地方創生～ＣＣＲＣとの上手な付き合い方 2016年12月8日（木）18：30～20：30 起雲閣（熱海市） 松田　智生 12名(7団体)

読み手の心をギュッとつかむ　共感を生み出す活動紹介リーフレットの作り方 2016年8月26日（金）19：00～21：00 富士宮市交流センター　きらら 林田　全弘 13名(11団体)

日本の田舎の素敵な変え方 2016年11月5日（土）14:00～16：00 三島市民活動センター 大南　信也 18名(14団体)

元スーパー公務員に学ぶ地域再生への行動力！ 2017年3月1日（水）19：00～21：00 富士市民活動センター　コミュニティｆ 高野　誠鮮 40名(18団体)

つながる力～まちの価値は自分たちでつくる～ 2016年7月16日（土）13：30～16：30 静岡市番町市民活動センター
山本　洋平
柴山　広行

40名(38団体)

世代を超えてつながる～誰もみな、役割がある～ 2016年9月17日（土）13：30～16：30 静岡市番町市民活動センター 菅原　直樹 31名(29団体)

大地と暮らしをつなぐ～農のストーリー～ 2016年11月27日(日）13：00～16：30 静岡市番町市民活動センター 学生レポーター 80名(51団体)

いま考えたい。これからのパラレルキャリア
 ワクワク生きるために、もう一つの「顔」をもとう

2016年6月12日（日）14：00～16：00 島田市地域交流センター歩歩路 石山　恒貴 35名(23団体)

動画の発信で世界とつながる。伝わる映像作ろう講座 2016年7月2日（土）14：00～16：00 島田市博物館及びヒストピア島田 水品　一彦 21名(16団体)

学習指導要領の視点から考える「子どもの生きる力」と地域のツナガリ 2016年8月12日（金）19：00～21：00 島田市立金谷公民館みんくる 岡田　京子 35名(25団体)

丸ごと学ぶ！基礎からわかるＮＰＯ会計＆マイナンバー講座 2016年9月10日(土）10：00～15：00 掛川市生涯学習センター　2Ｆ 中尾　さゆり 10名(8団体)

地域とつながる！企業の社会貢献活動 2016年11月5日（土）13：30～16：30 菊川市市民協働センター　2Ｆ 川端　務夢 17名(17団体)

協同で地域活性化！中間支援センター活用講座
　　～つなぎ・つながる交流の輪～

2017年2月4日(土）13：30～16：30 菊川市市民協働センター　2Ｆ
市民協働セン
ター・ＮＰＯ

8名(5団体)

NPO会計入門 ＆ 会計ソフト講座2016
2016年7月3日（日）

　　　　　　　　　(1) 13：30～14：50　NPO会計入門

　　　　　　　　　(2) 15：00～16：50　会計ソフト入門
クリエート浜松

中尾　さゆり
井ノ上　美津恵

25名(18団体)

議員と語ろう　NPO円卓会議2016 2016年7月18日（月・祝）13：30～16：30 浜松市福祉交流センター 日詰　一幸 39名(25団体)

”えんたくん”を使って会議をしてみよう 2016年10月30日（日）13：30～16：30 クリエート浜松 鈴木　まり子 23名(17団体)

西遠
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伊豆

東部

静岡

志太
・

榛原

中東遠



地域 内　　　　　容 日　　　付 会　　　場 講　　師
参加者数
(団体数）

「みんなどうしてる？」人が集まる地域や社会のお話 2015年9月26日（土）13：00～16：00 生きいきプラザ（伊豆市） ナカムラ　ケンタ 20名(6団体)

MAD Cityから学ぶまちづくり講座 2015年11月7日（土）13:00～17：00 つばき屋佐藤油店（熱海市） 寺井　元一 20名(14団体)

身近な取り組みから学ぶ　伊豆地域の防災と災害救援 2016年1月26日（火）13：00～15：30 伊東市役所8階大会議室 仲田　慶江　他 48名(28団体)

寄付金控除に関する講座　“寄付をすると税金は安くなるの？” 2015年6月7日（日）13：00～14：00 富士市民活動センター　コミュニティf 佐野　公洋 13名(9団体)

コミュニティビジネスで地域を活性化！
　～NPO法人宮崎文化本舗の取り組み～

2015年10月31日（土）18：30～21：00 富士市民活動センター　コミュニティf 石田　達也 15名(7団体)

元企業のCSR担当者から学ぶ協働講座 2015年11月28日（土）13：30～16：00 ふじのくに東部ＮＰＯ活動センター 池上　直樹 16名(14団体)

実践NPOマーケティング講座
「想いをカタチに…情報収集から始まる！」

2015年7月26日（日）13：30～17：00 静岡市番町市民活動センター 杉山　浩之 36名(30団体)

「まちをひらく」　～自分なりの展開図をつくりながら、まちと関わる～ 2015年9月13日（日）13：00～17：00 静岡市番町市民活動センター 田中　玄洋 33名(32団体)

座談会ライブ♪　「子どもが笑顔で暮らせる街へ」 2016年1月16日(土）13：30～17：00 静岡市番町市民活動センター
栗林千絵子

他
40名(38団体)

アートで開く地域の可能性　～地方と都会の「カンケイ」～ 2015年7月9日（木）18：30～20：30 島田市地域交流センター歩歩路 北川　フラム 112名(38団体)

オガールプロジェクトから見る未来の公民連携 2015年7月15日（水）18：30～20：30 島田市民総合施設プラザおおるり 岡崎　正信 76名(25団体)

ビジネス展開をするNPOの本音
～これからは地域経営の時代！挑戦する社会起業家勢揃い～

2015年9月11日（金）18：30～20：30 焼津公民館
飯倉清太・佐野荘
一・市来広一郎

56名(23団体)

NPOプレゼント講座 in 菊川　「棚田保全活動」から学ぶ 2015年9月5日(土）13：30～17：00 掛川市上倉沢公会堂 堀　延弘 22名(7団体)

NPOプレゼント講座 in 森町
　「遠州小京都の歴史文化を活かしたまちづくり」に学ぶ

2015年11月21日（土）10：00～12：00 東福山西光寺 榊原　淑友 9名(4団体)

NPOプレゼント講座 in 御殿場

減災をめざしたまちづくりに向けて～Part2～女性の力を非難所運営に活かす
2016年1月16日(土）13：30～16：30

御前崎市原子力広報研修センター
大研修室

落合　美恵子 12名(5団体)

議員と語ろう　NPO円卓会議　～課題のネタを集めよう・届けよう～ 2015年10月3日（土）13：30～16：30 浜松市福祉交流センター 日詰　一幸 29名(27団体)

浜松・湖西NPOのCEO会議　～わいわい語ろうまちづくり大作戦～ 2015年10月17日（土）13：30～16：30 浜松市福祉交流センター NPO団体多数 19名(15団体)

NPO会計入門 ＆ 会計ソフト相談会　～会計のお悩み解決！～ 2016年3月6日（日）13：30～16：30 浜松子ども館分館（予定）
中尾　さゆり
井ノ上　美津恵

21名(16団体)

西遠

【NPOプレゼント講座　2015年度】

伊豆

東部

静岡

志太
・

榛原

中東遠



地域 内　　　　　容 日　　　付 会　　　場 講　　師
参加者数
(団体数）

社会的起業の本質 2014年10月19日（日）14：00～16：00 三島商工会議所会議室 鈴木　慶太 33名(13団体)

高齢者支援と介護事業 2014年11月22日（土）14：00～16：00 東部地域イノベーションセンター会議室 稲葉　雅之 27名(17団体)

ＣＳＲとＮＰＯ 2014年12月13日（土）14：00～16：00 三島商工会議所会議室 景山　摩子弥 14名(9団体)

ヒトとヒトで“つくる”イベント 2014年10月19日（日）13：00～16：30 富士市市民活動センター com-f 田村　逸兵 7名(5団体)

ヒトとヒトで“つくる”イベント 2014年10月25日（土）13：30～17：00 富士宮駅前交流センター　きらら 田村　逸兵 12名(10団体)

ＮＰＯ法人事務力向上セミナー＆ＮＰＯ法人事務力検定 2014年11月29日（土）10：00～16：00 ふじのくに東部ＮＰＯ活動センター 加藤　彰子 34名(24団体)

ＮＰＯ事業計画ブラッシュアップワークショップ 2015年1月24日（土）13：00～17：00 富士市市民活動センター com-f 広石　拓司 9名(9団体)

実践プレゼンテーション講座
「想いをカタチに…ど～したら伝わるの？～したら、“なかま”が増やせるの」

2014年6月22日（日）13：00～16：00 静岡市番町市民活動センター 田中　玄洋 42名(25団体)

ダイアログＢarに学ぶプラットフォームづくり 2014年8月24日（日）13：30～16：30 静岡市番町市民活動センター 西村　勇也 35名(20団体)

座談会ライブ♪
世界とつなぐ　～3.11以降の私たちが考えなくてはいけないこと～

2014年10月26日(日）13：30～16：30 静岡市番町市民活動センター
多文化共生の活
動をしている方

39名(20団体)

新たなクリエイティブは「神山モデル」が作り出す 2014年9月19日（金）18：30～20：30 藤枝市文化センター 大南　信也 51名(30団体)

子ども達の放課後を救え！ 2014年12月6日（土）14：00～16：00 島田市民総合施設プラザおおるり 織畑　研 24名(18団体)

「僕らの街でつくるアート」 2015年1月25日（日）14：00～16：00 島田市民総合施設プラザおおるり 関口　正洋 37名(20団体)

木の文化や歴史を生かしたまちづくり 2014年9月14日(日）13：30～16：30 掛川市竹の丸ギャラリー 東宮　照男 21名（15団体）

ＮＰＯ助成の活用法～菊川まちいきの場合～ 2014年11月8日（土）13：30～16：30 菊川赤レンガ倉庫 須藤　八千代 22名(9団体)

減災をめざしたまちづくりに向けて 2014年12月6日(土）13：30～16：30 磐田市総合健康福祉会館iプラザ2Ｆ 日詰　一幸 43名（31団体）

健康長寿をより伸ばすために…

～団塊シニアの力を地域に活かす～
2015年1月17日（土）13：30～16：30 袋井市協働まちづくりセンター 山本　伸晴 21名（16団体）

西遠地域ＮＰＯによるＣＥＯ会議 2014年10月4日（土）13：30～16：30 浜松市福祉交流センター
先駆的な
NPO団体

19名(14団体)

議員と語ろう　ＮＰＯ円卓会議 2014年11月1日（土）13：30～16：30 浜松市福祉交流センター 日詰　一幸 24名(16団体)

ＮＰＯ会計入門　＆　会計ソフト相談会 2015年3月1日（日）13：30～16：30 浜松市福祉交流センター
中尾　さゆり
井ノ上　美津恵

23名(15団体)

西遠

【NPOプレゼント講座　2014年度】
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地域 内　　　　　容 日　　　付 会　　　場 講　　師
参加者数
(団体数）

ここに注目！！
先駆者に学ぶ社会事業家への道

2013年10月2日（水）10：00～16：00 三島市民活動センター 川北　秀人 22名(15団体)

ＮＰＯ法施行15周年　ＮＰＯって何？
存在目的と活動事例から考える

2013年11月16日（土）10：00～16：00 日本大学国際関係学部 川北　秀人 17名(14団体)

ＮＰＯと税金AtoZ

ＮＰＯにかかわる税　丸ごと勉強会
2014年1月11日（土）10：00～16：00 静岡県東部地域イノベーションセンター 佐野　隆 29名(25団体)

市民と行政で考える協働の基盤づくり、
中期戦略をつくる

2014年1月22日（土）10：00～16：00 伊東市役所 川北　秀人 85名(41団体)

共に地域をつくる勉強会の創り方 2013年9月14日（土）14：00～17：00 富士宮市西公民館 広石　拓司 20名(17団体)

ゼロから学ぶ！！
「ＮＰＯマーケティング講座」

2013年9月28日（土）13：30～17：00 富士市民活動センター 長浜　洋二 19名(15団体)

「日本の田舎は宝の山」
～地域課題解決のための地域資源の活かし方～

2013年11月30日（土）14：00～17：00 御殿場市民交流センター 曽根原　久司 27名(19団体)

座談会ライブ「私がつくるご近所福祉」
～長寿社会をどう暮らしあうか～

2013年7月20日（土）13：30～16：30 静岡市番町市民活動センター 93名(38団体)

座談会ライブ「これからの社会を担う者たち」
～若者の力を引き出す環境づくり～

2013年11月16日（土）13：30～16：30 静岡市番町市民活動センター 51名(22団体)

座談会ライブ「防災の視点でとらえるまちづくり」
～安心・安全を見直す～

2014年1月25日(土）13：30～16：30 静岡市番町市民活動センター 51名(39団体)

街はまるごとキャンパスだ！最先端の「学び」のカタチ
～ＮＰＯと社会のベクトル講座1～

2013年7月4日（木）18：30～20：30 焼津公民館 左京　泰明 49名(36団体)

新しい女性の価値が日本を変える！社会と「働く女性」が目指す姿
～ＮＰＯと社会のベクトル講座2～

2013年9月5日（木）14：30～16：30 島田市民総合施設プラザおおるり 福井　真紀子 20名(15団体)

地域協働が開く世界への窓。「現代アート」から生まれる地域活性
～ＮＰＯと社会のベクトル講座3～

2013年10月17日（木）18：30～20：30 島田市民総合施設プラザおおるり 関口　正洋 28名(20団体)

自然を守る活動から 2013年9月21日(土）13：30～16：30 磐田用水土地改良区会議室 長島　康男 15名(10団体)

地域とともに暮らす活動から 2013年11月30日（土）13：30～16：30 菊川市中央公民館 鈴木　克則 14名(10団体)

パネルディスカッション
地域課題解決のロールモデルを考える

2014年1月25日(土）13：30～16：30
菊川市総合保健福祉センター
プラザけやき

日詰　一幸 18名(13団体)

子どもたちとともに育ちあう活動から 2014年2月8日（土）13：30～16：30
菊川市総合保健福祉センター
プラザけやき

神谷　尚世 12名(7団体)

西遠地域ＮＰＯによるＣＥＯ会議
～課題を共有しよう～

2013年7月13日（土）13：30～16：30 浜松市福祉交流センター 35名(32団体)

地域とＮＰＯのネットワーク会議
～地域の課題を解決しよう～

2013年9月14日（土）13：30～16：30 浜松市福祉交流センター 36名(27団体)

議員と語ろうＮＰＯ円卓会議
～現場と課題解決の一歩を探ろう～

2013年12月21日（土）13：30～16：30 浜松市福祉交流センター 日詰　一幸 31名(16団体)

西遠

【NPOプレゼント講座　2013年度】
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地域 内　　　　　容 日　　　付 会　　　場 講　　師
参加者数
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目からウロコの市民活動先進事例　　＆
手軽に使えるＩＴツールとＮＰＯの情報発信

2012年9月10日（月）10：30～16：30

2012年9月11日（火）10：30～16：30

いとう市民活動支援センター　Pal

南伊豆町湯の花観光交流館
山田　泰久

12名(17団体)

5名(1団体)

改正NPO法対策講座

活動計算書の作り方＆改正NPOなんでも相談

2012年10月10日（水 ）10：00～16：00

2012年10月24日（水）10：00～16：00

伊豆市若者交流施設　9izu

下田市道の駅開国みなと
鈴木　聡

10名(11団体)

11名(11団体)

持続可能なNPO運営のためにお金のことをもう一度考えてみよう 2012年9月15日（土）14：00～17：00 富士市民活動センター 木村　真樹 16名(13団体)

はじめようファンドレイジング！ 2012年10月13日（土）14：00～17：00 富士市民活動センター 徳永　洋子 16名(15団体)

サポーター・会員を増やすコミュニティ戦略 2012年11月17日（土）14：00～17：00 富士市民活動センター 広石　拓司 11名(10団体)

ファシリテーションを活用した楽しい協働による地域づくり講座
～協働のまちづくりを楽しく楽しくと、それだけで進めるとどうなる？～

2012年9月8日（土）10：00～16：30（初級）

2012年10月13日（土）10：00～16：30（中級）
静岡市番町市民活動センター

釘山　健一
小野寺　郷子

15名(11団体)

13名(10団体)

「遠野まごころネット」はこうしてできた
～東日本大震災を機にNPO法人を立ち上げた男達の熱い思い～

2012年11月10日（土）13：30～16：30 静岡市番町市民活動センター 多田　一彦 25名(16団体)

次世代リーダーズビジョン
～サスティナブルNPOへの思考回路の仕組み～

2012年10月11日（木）18：30～21：00 島田市地域交流センター　歩歩路 飯倉　清太 22名(15団体)

これからの地域コミュニケーション
～共感から支持者を増やす仕組みづくり～

2012年11月8日（木）18：30～21：00 島田市地域交流センター　歩歩路 河井　孝仁 19名(16団体)

一杯のワインが変えた地域の視点
～NPOの活動の「魅力」を新たに「見える」化させる手法～

2012年12月2日（日）14：00～16：30 島田市地域交流センター　歩歩路 笹本　貴之 27名(19団体)

一人ひとりが考える地域の防災対策 2012年9月29日（土）13：30～16：30 掛川市大須賀市民交流センター 落合　美恵子 25名(17団体)

地域資源の活用による元気づくり 2012年10月27日（土）13：30～16：30 掛川市大須賀市民交流センター 中野　眞 13名(9団体)

地域福祉を支える担い手づくり 2012年12月1日（土）13：30～16：30 掛川市大須賀市民交流センター 平田　厚 25名(22団体)

地域課題解決のロールモデルを考える 2013年1月26日（土）13：30～16：30 掛川市大須賀市民交流センター 日詰　一幸 35名(23団体)

NPO法改正をチャンスに　　～認定NPO法人にチャレンジ！～ 2012年7月8日（日 ）13：30～16：30 静岡県西部地域交流プラザ　パレット 関口　宏聡 27名(12団体)

NPO法人会計基準　～活動をわかりやすく見せよう～ 2012年9月23日（日）13：30～16：30 浜松市教育会館 中尾　さゆり 27名(20団体)

NPOの広報力　～活動の魅力を広く伝えよう～ 2012年11月4日（日）13：30～16：30 浜松市鴨江別館 戸倉　由紀枝 12名(8団体)

NPO法人会計　～個別相談会～ 2013年3月3日（日）13：00～16：00 静岡県西部地域交流プラザ　パレット
小林　正樹
中尾　さゆり

4名(4団体)

【NPOプレゼント講座　2012年度】
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インターネット・モバイル端末活用法in南伊豆（1回目）

インターネット・モバイル端末活用法in南伊豆（2回目）

2011年9月8日（木）13：30～16：00

2011年9月9日（金）10：00～15：00

道の駅　下賀茂温泉湯の花
観光交流館会議室

笠井　政明
11名(4団体)

9名(4団体)

下田で学べる、NPO法人の変更登記 2011年10月6日（木）13：30～16：30 道の駅　開国下田みなと　会議室 志賀　剛 6名(7団体)

伊豆で学べる、NPO法人の変更登記 2011年10月20日（木）13：30～16：30 伊豆市若者交流施設（9izu) 志賀　剛 7名(6団体)

インターネット・モバイル端末活用法in伊東（1回目）

インターネット・モバイル端末活用法in伊東（2回目）

2011年11月7日（月）10：00～15：00

2011年11月14日（月）10：00～15：00

2011年12月5日（月）10：00～15：00

いとう市民活動支援センターPal 笠井　政明

13名(11団体)

13名(12団体)

10名( 10団体)

サークルや勉強会の立ち上げ
2011年10月14日（金）

昼の部／15：00～17：00　夜の部／19：00～
富士市民活動センター 広石　拓司 32名(19団体）

雑談から始まるファシリテート＆場作り
2011年11月25日（金）

昼の部／15：00～17：00　夜の部／18：30～
御殿場市民活動支援センター 広石　拓司

13名(8団体)

10名(7団体)

顧客・支援者・仲間を増やすコミュニケーション
2011年12月8日（木）

昼の部／15：00～17：00　夜の部／18：30～
静岡県東部地域交流プラザパレット 広石　拓司 14名(13団体)

「うちとけの法則」を学ぶ 2011年9月17日（土）10：00～16：30 静岡市番町市民活動センター 釘山　健一 16名(15団体)

市民活動力UP講座 2011年10月15日（土）10：00～16：30 静岡市番町市民活動センター 釘山　健一 24名(18団体)

認定NPO法人と税制講座 2011年11月19日（土）10：00～15：30 静岡市番町市民活動センター 早坂　毅 25名(13団体)

中東遠地域とNPO活動の現状 2011年8月28日（日）13：30～16：15 袋井市協働まちづくりセンター“ふらっと” 戸塚　征彦 38名(26団体)

地域協働型まちづくりの成功の秘訣 2011年9月11日（日）13：30～16：15 袋井市メロープラザ 小野寺　郷子 23名(15団体)

中東遠の未来予想図を創ろう！！ 2011年10月16日（日）13：30～16：15 袋井市メロープラザ 小野寺　郷子 16名(13団体)

未来を現実にする実行計画作戦会議 2011年11月27日（日）13：30～16：15 袋井市メロープラザ 小野寺　郷子 14名(9団体)

プレゼン大会＆交流会（年度のまとめ） 2011年12月11日（日）13：30～16：15 袋井市メロープラザ 小野寺　郷子 15名(12団体)

ソーシャルメディア活用術 2011年9月3日（土）10：00～16：00 静岡県西部地域交流プラザパレット 山田　泰久 10名(9団体)

NPOの会計基準 2011年9月10日（土）13：30～16：30 静岡県西部地域交流プラザパレット 早坂　毅 31名(25団体)

寄付を集める法人になるには 2011年11月12日（土）10：00～16：00 静岡県西部地域交流プラザパレット 脇坂　誠也 11名(10団体)

NPO会計の個別相談会 2012年3月3日（土）13：00～16：00 静岡県西部地域交流プラザパレット
小林　正樹
中尾　さゆり

13名(9団体)

【NPOプレゼント講座　2011年度】

伊豆

東部

静岡

西遠

中東遠



地域 内　　　　　容 日　　　付 会　　　場 講　　師
参加者数
(団体数）

専門家に学ぶ！NPOの労務・会計・税務in南伊豆
2010年10月3日（日）13：30～15：30

2010年10月4日（月）9：30～15：30

南伊豆町
湯の花観光交流館多目的室

佐野　隆
20名(12名)

20名(12名)

仲間が集まる団体パンフレット作成講座in伊東
2011年1月13日（木）10：00～16：00

2011年1月27日（木）10：00～16：00

伊東市生涯学習センター
ひぐらし会館会議室

遠山　茂雄
8団体(7団体)

8団体(7団体)

市民活動のための「最新インターネットサービスとモバイル端末」勉強会 2011年3月2日（水）13：00～16：00 いとう市民活動支援センターPal 笠井　政明 20名(8名)

会議ファシリテーター認定講座
2010年10月16日（土）9：30～17：00

2010年11月13日（土）9：30～17：00
静岡市番町市民活動センター

釘山　健一
小野寺　郷子

20名(30名)

20名(29名)

NPO法人会計基準の意義とその活用 2011年1月15日（土）10：00～16：00 静岡市番町市民活動センター 早坂　毅 50名(37名)

NPO法人会計基準を活用しよう
2010年7月31日（土）10：00～12：00

2010年9月25日（土）10：00～12：00

浜松ザザシティ中央館5階
西部パレット会議室

早坂　毅
中尾　さゆり

50名(21名)

50名(14名)

NPO法人会計基準に則った会計報告書作成のための個別相談会

2010年10月30日（土）

（A）10：00～（B）10：50～（C）13：00～

（D）13：50～（E）14：40～

浜松ザザシティ中央館5階
西部パレット会議室

早坂　毅
中尾　さゆり

10団体(3団体)

東部

中部

西部
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