
近年、「ワークショップ」という言葉が一般的になってきました。
ただ、実際に体験する機会は少なく、日頃の活動に取り入れるにはまだまだハードルが高いもの。
そこで、実際にワークショップの達人たちの技術を体感し、より有用な手法を身につけていただく機会として、
1年に1度、ここ一関にお集まりいただいています。
あなたの活動をパワーアップさせるヒント盛りだくさんな空間へ、ようこそ！

開催日▶平成28年11月26日（土）

会 場▶ なのはなプラザ（〒021-0881 岩手県一関市大町4-29）

受 付▶ 8:30～9:00 ２階（午後のみ参加の方は13：30～４階いちのせき市民活動センターにて受付）

講 座▶ 9:00～18：00 ２階・３階・４階各ワーク会場

参加料▶ 3000円（懇親会参加費は別途）

※午前or午後どちらか１ワークのみに参加の場合 2000円

申込み・問合せ▶ いちのせき市民活動センター

TEL：0191-26-6400／ FAX：0191‐26‐6415

Ｆａｃｅｂｏｏｋでも受付・情報発信中！
https://www.facebook.com/CENTER2005

申込締切
11月12日（土）

【主 催】一関市・いちのせき市民活動センター

午
前
の
ワ
ー
ク

講 師 ワーク内容 定員
第１
希望

第２
希望

①
三浦 まり江

NPO法人陸前高田まちづくり協働センター
理事長

（陸前高田市）

「ファシリテーターって、どんな役割？」
ファシリテーターの役割を体験

１５名

②
澁谷 和之
澁谷デザイン事務所

代表
（秋田県）

「地域を繋げる“コトバ”と“カタチ”の編集・デザイン」

編集・デザインのチカラや可能性を体感
２０名

③
小野 浩司

NLPコーチ/NLPマスタープラクティショナー
教師

（福島県）

「言葉のパワー」
言葉のもつ力に着目しより良い関係構築を学ぶ

２０名

④
下山 真之

株式会社下山代表取締役
１mm project代表

（群馬県）

「人財育成していますか？」
企業も地域も強くたくましい活動が行える
環境を整えるためのノウハウを学ぶ

２０名

氏 名
団体
名等

住 所

電 話
メール
アドレス

領収書 請求書

懇親会 備考

午
後
の
ワ
ー
ク

講 師 ワーク内容 定員
第１
希望

第２
希望

①
後藤 真

桜の聖母短期大学
キャリア教育学科准教授 学生支援部部長

（福島県）

「チームのために自分が犠牲にならないリーダーシップ」
「チームとは何か？」初心に戻り組織を考える

１２名

②
遠藤 智栄

地域社会デザイン・ラボ
代表

（宮城県）

「地域がチームになるために」
「全員で話し合う体験」をしながら

「地域がチームになる」を一緒に考える

２０名

③
稲村 理紗

まちづくりファシリテーター
NPO法人あきたNPOコアセンター理事

（山形県）

「話し合いを可視化、共有！
ファシリテーション・グラフィック入門」

‟ファシリテーション・グラフィック”の理論を学び実践する
２０名

④
小野寺 浩樹

いちのせき市民活動センター
センター長
（一関市）

「ふりかえりで事業を改善する！」
改善を行うのに有効な「ふりかえり」の仕方を体験し、

批判大会から改善会議に変化！

１５名

※必要な方は宛名を備考欄に必ずお書きください。

参 加 ・ 不参加

※参加希望者には別途ご案内いたします。

必 要 ・ 不 要

フリガナ

必 要 ・ 不 要

※必要な方は宛名を備考欄に必ずお書きください。

〒

【申込み・問い合わせ先】
いちのせき市民活動センター 〒021-0881 一関市大町4-29 なのはなプラザ４階

Tel 0191-26-6400  Fax 0191-26-6415

※下記申込用紙に必要事項をご記入の上、ＦＡＸ（0191-26-6415）にてお申込みください。
※Facebookや電話でも申し込みを受け付けております。
※午前、午後それぞれのワークから第1希望、第2希望を１つずつお選びください。（〇を記入）
※各ワーク定員制です。後日決定した受講ワークをご連絡させていただきます。

申込締切
11月12日（土）



たくさんの学びの声を
ありがとうございます！！

スタッフ一同

多分年代の高い方に
属していると思いますが、

これだけ若い世代の方々の参加が
あるのはとても心強く思いました。地元
にもきっと関心のある方がいると思

います。掘り起こします。
今後もこういう企画があれば

参加したいです。

想像していたよりもっ
と分かりやすく、あたた

かい雰囲気で受講できた
上、今後につなげられるような
有益な内容でした。一緒になっ
た方々は地域のことや他の人
のためになることを一生懸命
考えていらっしゃって感動と
ともに嬉しくなりました。
そういった方たちと関
われて良かったです。

今の自分に必要な知識
だと思ったことと、初めて聞
くワークショップの内容だっ
たので興味をひかれて、参
加しました。改めて自分を
見つめ直す、自分を発見で
きる良い機会になりました。
明日からできることを実践
していきたいと思い

ます。

昨年も参加させていただき、
非常に有効だったため今回も
参加いたしました。講座を受け
ながら、自分にはどういう部分
が大切かを考えながら受ける
ことができました。少しずつ成
長できるといいなと思います。
ありがとうございました。

市内６０代男性
地域協働体事務局

平泉町３０代女性
団体職員

市内３０代女性
地域協働体事務局

市内３０代男性
企業経営者

年の参加者の声昨

午後はコチラ

午前はコチラ

※当日、受付にてスタッフ
おすすめのランチ情報
マップを配布予定♪座の流れ講

午前② 澁谷 和之さん午前① 三浦 まり江さん 午後① 後藤 真さん 午後② 遠藤 智栄さん

午前③ 小野 浩司さん 午前④ 下山 真之さん 午後③ 稲村 理紗さん 午後④ 小野寺 浩樹さん

希望のワークが見つかったら裏面の申込用紙にご記入いただきFAXでお申し込みください。 ※希望状況が偏った場合、第１希望の講座を受講できないことがございます。必ず、第2希望もお選びください。後日決定した受講ワークをご連絡させていただきます。

【ファシリテーターって、どんな役割？】 【地域を繋げる“コトバ”と“カタチ”の編集デザイン】

【言葉のパワー】 【人財育成していますか？】

【チームのために、自分が犠牲にならないリーダーシップ】 【地域がチームになるために】

企業・団体等の
リーダークラスの
方にお勧めです。
研修の一環にご活
用ください。

企業・団体等の
リーダークラスの
方にお勧めです。
研修の一環にご活
用ください。

「話し合いを可視化、共有！
ファシリテーション・グラフィック入門」

【ふりかえりで事業を改善する！】

手法：ファシリテーション 手法：デザイン

手法：ＮＬＰ（神経言語プログラミング） 手法：人材育成（リーダー向け）

手法：ストレスマネジメント（リーダー向け） 手法：ホールシステム・アプローチ

手法：ファシリテーション
手法：ファシリテーション・グラフィック

最近、会議の場においてファシリ
テーターという役割を目にする機会
が多くなりました。復興まちづくり
の現場から得たファシリテーター像
をお伝えしながら、ファシリテー
ターの役割を体験します。

私たちが暮らす地域に眠っている「地域ら
しさ」という価値をもう一度見つめ直し、組
み立て直すことができる編集とデザインのチ
カラ。今回のWSフォーラムを通じて、これか
らの「地域（地方）」に必要となるであろう
「編集・デザイン」のチカラや可能性の大き
さを感じていただけたら幸いです。

もう一度、原点を見つめ直し、自己実

現と組織運営を両立させるための3時間！
目の前にある現実の組織と、
自分が望んだはずのチーム
のあり方とのギャップを埋
めていくようなワークがで
きればなぁと思います。

組織の上下や横の垣根を取り払

い、全員で話し合いを行うことで、
組織の文化を育み、未来に向けた
変革を行う手法を学びます。具体
的には、ワールドカフェやフュー
チャーサーチなど、さまざまな手
法のエッセンスを体験します。

言葉の持つパワーをあらためて
着目し、どのように言葉を選び、
使っていっていいかを考えていき
ます。 職場や学校、家庭などで
の対人関係、そして何より自分自
身のために、よりよい言葉を使う
ヒントが満載のワークです。

まちづくりは、ひとづくり！「ひと」
が自らの「ちから」を知り、より効果
的に「ちから」を発揮する
ことにより、企業も地域も
強くたくましい活動が行え
る環境を整えるためのノウ
ハウをお伝えします。

話し合いの内容を絵や図、色を
取り入れながら即興で記録し可視
化することで議論の質を高める
‟ファシリテーション・グラフィック”
の理論と実践を行います。

事業の運営には、「より良く・よ
り使える」方式への改善が重要です。
さまざまな場面で改善を行うのに有
効な、「ふりかえり」の実践を体験
します。批判大会から改善会議に変
化をもたらしましょう。

※一日受講をご希望されている
方は午後の受付不要です！


