●女性グループリーダー研修

【平成１９年度】

女性グループリーダー研修

グループを元気にするファシリテーション・グラフィッ
クとマネジメントを学ぶ。

対 象：団体・グループ等で活
動している女性、またはこれか
ら活動したい女性
定 員：４０人
参加者：３４人（応募３９人）
受講料：１人３，５００円

日時

テーマ

講師

１

２／１（金）
１０：３０～１６：３０

マネジメントに強くなる！
効果的な人材育成・資金調達・広報のコツ

松下典子(ＮＰＯ法人地域福祉
サポートちた代表理事)

２

２／７（木）
１３：３０～１６：３０

ファシリテーション・グラフィックで会議上手になる！

青木将幸(国際青年環境ＮＧＯ／
Ａ ＳＥＥＤ ＪＡＰＡＮ理事)

ファシリテーション技術を体験型ワークショップで身
につけ、グループを元気にするコツを学ぶ。

対 象：団体・グループ等で活
動している女性、またはこれか
ら活動したい女性
定 員：４０人
参加者：３０人（応募３４人）
受講料：１人３，５００円

【平成１８年度】

女性グループリーダー研修

日時

テーマ

講師

引き出せ！グループの力～組織を活性化するファシリ
テーション～

青木将幸(国際青年環境ＮＧＯ／
Ａ ＳＥＥＤ ＪＡＰＡＮ理事)

女性グループリーダー研修

リーダーに必要な能力の中から、ファシリテーションの
技術と個人情報の取り扱い方の２点を重点的に取り上
げ、学ぶ。

対 象：団体・グループ等で活
動している女性、またはこれか
ら活動したい女性
定 員：４０人
参加者：３５人（応募４８人）
受講料：１人３，５００円

日時

テーマ

講師

１

１／３１（水）
１０：３０～１６：３０

２

２／１（木）
１０：３０～１６：３０

３

２／７（木）
１３：３０～１６：３０

【平成１７年度】

１

２

３

２／１（水）
１０：３０～１２：３０
１３：３０～１６：３０

２／２（木）
１０：３０～１２：３０
１３：３０～１６：３０
２／１０（金）
１３：３０～１６：３０

リーダーに求められるもの
～メンバーの力をどう引き出すか～
会議の中のリーダー
～成果のあるミーティングをしよう～
ミーティングの方法（１）～メンバーの意見をうまく引
きだすためにあなたはどうしますか？～

青木将幸(国際青年環境ＮＧＯ／
Ａ ＳＥＥＤ ＪＡＰＡＮ理事)

ミーティングの方法（２）～メンバーから意見が出ない
場合あなたはどうしますか？～
グループにおける個人情報の取扱い
～個人情報流出の事例から～

高橋太郎(愛知学院大学教授、
弁護士)

【平成１６年度】

女性グループリーダー研修

女性団体・グループのリーダー等を対象に、事務局運
営・広報・財務会計等、団体運営のための実践的な研修
を行うとともに、さまざまな地域で活躍する団体間の連
携強化を図る。

対 象：団体・グループ等で活
躍する女性
参加者：２０人（応募２４人）
受講料：７，５００円（宿泊費
用含む）

日時

テーマ

講師

１／２１（金）
１０：３０～１３：３０

オリエンテーション

１３：３０～１５：３０

男女共同参画とは～地域活動の視点から～

井上匡子(愛知学泉大学助教
授)

２／４（金）
１０：３０～１２：３０
１３：３０～１５：３０

グループを長く続けるために
～ワークショップで考えよう～

山中令子(特定非営利活動法人
ＮＩＥＤ・国際理解教育センタ
ー代表)

２／１８（金）
１０：３０～１２：３０
１３：３０～１７：３０

団体運営のための実務
～資金計画、企画の立て方、効果的なＰＲ方法など～

関戸美恵子(特定非営利活動法
人起業支援ネット代表理事)

１８：００～２０：００

交流会

２／１９（土）
９：３０～１２：３０

企画書の書き方、効果的なプレゼンテーション法

関戸美恵子(特定非営利活動法
人起業支援ネット代表理事)

１３：３０～１５：００

ＮＰＯ法人について

愛知県県民生活部社会活動推
進課ＮＰＯグループ

ステップ・アップ・ライフ

職場・団体・地域の中で、中堅やリーダークラスの役割
を担うために必要なコミュニケーション術を身に付け、
活躍の場を広げる。

対 象：一般
定 員：４０人
参加者：４７人（応募７７人）
受講料：１人１，２００円

日時

テーマ

講師

１

２

３

４

【平成１４年度】

１

２／２（日）
１３：１５～１６：４５

「好感度アップのための表現法」
～相手の心をつかむ話し方～

２

２／９（日）
１３：１５～１６：４５

「対人コミュニケーションアップのために」
～コミュニケーション能力をたかめ、成長のてがかりを
つかもう～

３

２／１６（日）
１３：１５～１６：４５

「自己理解のために」
～自己の価値観と目標を明確にする～

平野美保(ひらきプランニング
株式会社取締役、ＭＣ「ナレー
ションの宅配便」ナレーター)
宇井克巳(宇井経営コンサルティ
ング＆コーチング事務所代表、名古
屋コーチングラボラトリー協同組
合代表理事、中小企業診断士、財団
法人生涯学習開発財団認定コーチ、
ビジネスコーチ)

【平成１３年度】
ステップ・アップ・ライフ

苦手を克服し、リーダーや中堅クラスの役割を担うため
の、総合的な能力を身に付ける。

対 象：一般
定 員：４０人
参加者：５７人（応募１３３人）
受講料：１人１，２００円

日時

テーマ

講師

１

６／３（日）
１３：１５～１６：４５

うまく話せない悩みを解決！話し方の技術
～言葉を上手に使い、筋道を立てて分かりやすく話す～

中村宏(ＮＨＫ名古屋放送局チ
ーフアナウンサー)

２

６／１０（日）
１３：１５～１６：４５

文章能力が効果的にアップする実務文章作成術
～どんな文章にも応用の利くライティングの基本～

倉島保美(ライティングインスト
ラクター、早稲田大学アジア太平洋
研究センター特別研究員)

３

６／１７（日）
１３：１５～１６：４５

聞いて考え主張するディベート・トレーニング
～論理を鍛え、議論のセンスを磨く～

二杉孝司(金城学院大学教授、全国
教室ディベート連盟理事長)

【平成１２年度】
ステップ・アップ・ライフ

対 象：一般
定 員：４０人
職場や団体等のリーダーや中堅クラスに求められるワ
ンランク上の能力を身に付け、ステップ・アップを図る。 参加者：４６人（応募６５人）
受講料：１人１，２００円

日時

テーマ

１

１／２１（日）
１３：３０～１６：３０

身近なイベントを企画してみよう①
～企画・運営のプロセスとポイント～

２

１／２８（日）
１３：３０～１６：３０

身近なイベントを企画してみよう②
～企画書の作成、グループワーク～

３

２／ ４（日）
１３：３０～１６：３０

コミュニケーション能力を高めよう
～苦手な人との折衝、説得を効果的にすすめる～

４

２／１８（日）
１３：３０～１６：３０

リーダーシップを発揮しよう
～自分のリーダー・スタイルを知る～

講師
横地操(有限会社ミサオプロジ
ェクトハウス代表取締役)

松田照美(愛知女子短期大学講
師・教育研修トレーナー)

【平成１１年度】

女性団体企画リーダー研修

男女共同参画社会づくりを推進するため、女性センタ
ー、女性団体等において、事業を企画する立場にある
方々に、女性を取り巻く現状や新しい考え方、事業の実
例等について研修を実施し、企画リーダーを育成する。

対 象：女性団体等で企画を担
当している人
定 員：３０人
参加者：３１人（応募３８人）
受講料：無料

日時

テーマ

講師

１

２／６（日）
１０：００～１５：３０

男女共同参画社会をめざして
～基本法で何がどう変わるのか（グループワーク）

日置雅子(愛知県立大学教授)

２

２／１３（日）
１０：００～１５：３０

企画力をＵＰする①
～企画の立案と企画書づくり

米田禮子(グループみこし)

３

２／２０（日）
１０：００～１５：３０

企画力をＵＰする②
～プレゼンテーションのノウハウ

伊原正俊(電通パブリックリレ
ーションズ第１本部第１部長)

女性団体企画リーダー研修

男女共同参画社会づくりを推進するため、女性センタ
ー、女性団体等において、事業を企画する立場にある
方々に、女性を取り巻く現状、新しい考え方、事業の実
例等について研修を実施し、企画リーダーを育成する。

対 象：女性団体等で企画を担
当している人
定 員：３０人
参加者：４１人（応募４１人）
受講料：無料

日時

テーマ

講師

【平成１０年度】

１

１／１９（火）
１０：００～１２：００

男女共同参画社会の現状

後藤澄江(日本福祉大学助教
授)

２

１／２６（火）
１０：００～１２：００

企画の立て方①

結城美惠子(インフォメーショ
ンプランニング代表)

３

２／２（火）
１０：００～１６：００

企画の立て方② グループワーク

４

２／９（火）
１０：００～１２：００

企画リーダーの資質①
～自信を持って話すコツ～

大島純子(ＪＡＬアカデミー株
式会社講師)

５

２／１６（火）
１０：００～１６：００

企画リーダーの資質②
～ＰＲのマジック グループワーク～

伊原正俊(株式会社電通パブリ
ックリレーションズ名古屋デ
ィレクション部部長)

