
主足

受講生募集

～活動・地域・未来に元気を～

子どもの貧困や、高齢者の一人暮らし、頻発する災害、そして新型コロナ
ウイルス感染症・・・。多くの課題が山積する社会の中で、一人ひとりの力
を集結し、明るい未来を切り開こうとするボランティア・ＮＰＯのみなさん
がいます。そんなみなさんが元気に活動を行うきっかけとなるよう企画しま
した。

皆様がそれぞれの問題意識に応じて、講座を選択していただき、次のス
テップアップのきっかけとしていただければ幸いです。

こんな方に・・・ おすすめ講座

Ⅰ 団体のマネジメン
ト力を向上したい

(マネジメントコース)

１ ＮＰＯのための労務＆
働き方改革

２ 思いをつなぐ「ミッショ
ン」と達成へと導く「ビジョ

ン」とは？

Ⅱ 企画力・実践力を
向上したい

(オペレーションコース)
１ ＮＰＯの資金調達 ２ 活動計算書の作り方

３ 市民活動
コミュニケーション

Ⅲ 協働について知り
たい、連携して事業を

したい
(地域協働推進員養成コース)

１ 事例で学ぶ
とちぎの協働

事前学習inぽ・ぽ・ら

２ 事例で学ぶ
とちぎの協働

現地実習in鹿沼市

３ 事例で学ぶ
とちぎの協働

現地実習in市貝町

Ⅳ 社会の動きやニー
ズを知りたい

１ コロナ時代のＮＰＯ・
ボランティア
事業の開き方

★モデル例

主催：とちぎボランティアＮＰＯセンター

お申込み・お問い合わせ

参考までに、受講のモデル例をお示ししますが、講座の選択は自由になっています。また、1講座
からの受講も可能です。

※ 希望者には修了証を発行いたします。

裏面の申し込み書に記載の上、ＦＡＸまたはE-mailでお申し込みください。
ＦＡＸ：０２８－６２３－３４６５／ E-mail：popola@tochigi-vnpo.net
とちぎボランティアNPOセンターぽ・ぽ・ら 宛



２０２０年度

ぽ・ぽ・ら

市民活動大学校

カリキュラム

思いをつなぐ「ミッション」と
達成へと導く「ビジョン」

１年前にNPO法人化を果たし、ミッションに共感
したメンバーや若者を巻き込み、現在100年後の夢に
向かって躍進中のNPO法人わたらせ未来基金の事例を
通して、ミッション・ビジョンの大切さやリーダー
のあるべき姿に気づき、自身の活動への振り返りの
きっかけをつかんでいただきます。

開催日：2020年12月15日(火)13：30～15：30
講 師：ＮＰＯ法人わたらせ未来基金理事長

作新学院短期大学ボランティアセンター
センター長
ＮＰＯ法人とちぎ協働デザインリーグ 理事
青木 章彦氏

会 場：とちぎボランティアＮＰＯセンター
定 員：30名

Ⅰ-２

会場参加

市民活動コミュニケーション
「どうしてわかってもらえないんだろ
う・・・？」を紐解く、仲間づくりの視点

「どうしてわかってもらえないの？」と感じたこ
とはありませんか？相手に関心を寄せ自身の視点を
変えて他者を理解しようとすることで、相手との関
係性が良くなるかもしれません。「相手を理解する
とはどういうことか」を学び、仲間との関係性づく
りに活かしてみませんか。

開催日：2021年2月5日(金)13：30～15：00
講 師：白鴎大学教授

ＮＰＯ法人とちぎ協働デザインリーグ
理事 結城 史隆氏

会 場：とちぎボランティアＮＰＯセンター
定 員：30名

オンライン

ＮＰＯのための労務＆働き方改革Ⅰ-１

テレワークを導入したい、ＮＰＯ向けの雇用関係
の助成制度は？、働き方改革の内容を知りたいなど、
コロナの影響等によるスタッフに関するお悩みにつ
いて、社会保険労務士が、分かりやすく説明します。

開催日：2020年11月25日(水)13：30～14：30
講 師：栃木働き方改革推進支援センター

専門家（社会保険労務士）
時田 英和氏

会 場：オンライン
定 員：無制限

オンライン

Ⅱ-１
ＮＰＯの資金調達
～共感と納得の伝え方～

ＮＰＯは非営利と言うけれど・・・

活動を行う上で、コスト(資金)は必ずかかります。
収入構成を振り返り、私たちの活動に合った資金調
達方法を考えていきましょう。

開催日：2020年12月11日(金)13：30～14：30
講 師：とちぎボランティアＮＰＯセンター

コーディネートリーダー
町田 英俊氏

会 場：オンライン

オンライン

Ⅱ-２ よくわかる活動計算書の作り方

活動計算書を作るポイントとは？

会計の目的をふり返り、伝わる活動計算書を
作ってみましょう。伝えるために必須な注記に
ついても、お話しします。

開催日：2021年2月26日(金)13：30～14：30
講 師：とちぎボランティアＮＰＯセンター

コーディネートリーダー
町田 英俊氏

会 場：オンライン

Ⅱ-３

会場参加

終了しました



事例で学ぶとちぎの協働２
現地実習in鹿沼市

事例で学ぶとちぎの協働３
現地実習in市貝町Ⅲ-３

事例で学ぶとちぎの協働１
事前学習inぽ・ぽ・らⅢ-１ Ⅲ-２

★参加をご希望の皆さまへのお願い
・当日、発熱や風邪の症状がある方のご出席はお控えください。
・講座受講時にはマスクの着用、当日会場受付での検温及び手指消毒のご協力をお願
いいたします。

・新型コロナウイルス感染症の感染状況によっては実施方法が変更になる場合があ
りますので、あらかじめご了承ください。

・キャンセルの際は必ずご連絡ください。

コロナ時代のＮＰＯ・ボラン
ティア事業の開き方Ⅳ

コロナ時代に事業を実施するには、どのような対
策を取ったらいいのでしょうか？感染症対策を講じ
ながら活動を行っている医師と活動者の事例をもと
に、事業実施のためのヒントを探りながら、共に考
えていきましょう！

開催日：2020年11月4日(水)13：30～15：30
講 師：宇都宮協立診療所

千葉大学先進予防医学共同専攻
博士課程 千嶋 巌氏
光プロジェクト株式会社
代表取締役 杉村 卓哉氏

会 場：オンライン
定 員：40名程度

県内において、多様な主体による協働の取組みは、
地域課題の解決に大きな成果を上げています。本講
座では、地域課題解決のための「つなぐ」役割の重
要性を再認識し、地域で協働を推進する人材づくり
を目的に、３回シリーズで開催します。第２回、第
３回は協働の現場で学びます。

開催日：2020年12月20日(日)13：00～16：00
講 師：一般社団法人とちぎ市民協働研究会

代表理事 廣瀬 隆人氏
専務理事 土崎 雄祐氏

会 場：とちぎボランティアＮＰＯセンター
定 員：20名

県内で多様な主体との協働を実践している団
体を訪問し、「つなぎ手のノウハウ」について
学びます。参加者との意見交換、振り返り等も
予定しています。

開催日：2021年1月17日(日)13：00～16：00
講 師：ＮＰＯ法人福聚会 和久井亭
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ：一般社団法人とちぎ市民協働研究会

代表理事 廣瀬 隆人氏
専務理事 土崎 雄祐氏

会 場：ＮＰＯ法人福聚会 和久井亭（鹿沼市）
定 員：20名

県内で多様な主体との協働を実践している団
体を訪問し、「（行政との）協働のしかけ方」
について学びます。参加者との意見交換、振り
返り、３回の講座のまとめ等も予定しています。

開催日：2021年1月24日(日)9：30～14：00
講 師：NPO法人オオタカ保護基金 サシバの里自然学校

スタッフ
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ：一般社団法人とちぎ市民協働研究会

代表理事 廣瀬 隆人氏
専務理事 土崎 雄祐氏

会 場：NPO法人オオタカ保護基金 サシバの里自然学校
（市貝町）

定 員：20名
※昼食代をご負担願います。

オンライン会場参加

会場参加 会場参加

終了しました



市民活動大学校参加申込書

※記載いただいた個人情報は、本講座の目的以外には使用いたしません。

参加を希望される講座に☑を入れてください。

とちぎボランティアＮＰＯセンター「ぽ・ぽ・ら」
とちぎボランティアNPOセンター「ぽ・ぽ・ら」では、
様々な分野の市民活動やボランティア活動を支援しています。
また、市民活動団体、地域団体、企業、行政など、多様なま
ちづくりの主体をつなぎ、協働のまちづくりを応援します。

HP：https://www.tochigi –vnpo.net/
ブログ：https://blog.canpan.info/popola/
Facebook： https://www.facebook.com/popola.tochigi/
管理運営団体：NPO法人とちぎ協働デザインリーグ

イベント情報・助成金
情報はこちら

講座番号 講 座 名 開 催 日

□ Ⅰ-１ NPOのための労務＆働き方改革 2020年11月25日(水)

□ Ⅰ-２ 思いをつなぐ「ミッション」と達成へと
導く「ビジョン」 2020年12月15日(火)

□ Ⅱ-１ NPOの資金調達
～共感と納得の伝え方～ 2020年12月11日(金)

□ Ⅱ-２ よくわかる活動計算書の作り方 2021年2月26日(金)

□ Ⅱ-３
市民活動コミュニケーション
「どうしてわかってもらえないんだろう・・・？」を紐解く、仲間づくりの視点 2021年2月5日(金)

□ Ⅲ-１
事例で学ぶとちぎの協働１
事前学習inぽ・ぽ・ら 2020年12月20日(日)

□ Ⅲ-２
事例で学ぶとちぎの協働２
現地実習in鹿沼市 2021年1月17日(日)

□ Ⅲ-３
事例で学ぶとちぎの協働３
現地実習in市貝町 2021年1月24日(日)

□ Ⅳ
コロナ時代のNPO・ボランティア
事業の開き方 2020年11月4日(水)

フリガナ

団体名
氏 名

住 所
〒

電話番号 FAX番号

E-Mail 修了証 希望する・希望しない

ご意見・ご質問などがございましたら、こちらにご記入ください

↑ ＦＡＸ：０２８－６２３－３４６５ ↑


