
上手な会議の作法を

　　　身につけよう！
研　修

プログラム

ヒューマンサービスコース２０１８
スキルアッププログラム
活動力アップコース地域活動・市民活動に関わるあなたへ

【 日 　時 】　　２０１8年 ９月 5 日 （水）　9:30～16:30 ※受付9：00～
【 講　 師 】　　岩木 啓子 氏 （ライフデザイン研究所 FLAP 主宰）

【 会 　場 】　　こうべ市民福祉交流センター  ※裏面地図参照

【 対 　象 】　　地域活動にかかわる市民、社会福祉事業従事者、まちづくり活動全般に関心のある方

【 定 　員 】　　30名　（申込多数の場合は、抽選）

【 参 加 費】　　１，０００円

【申込方法】　　下記をご記入の上、市民福祉大学まで電話、FAX、ハガキまたはE-mailでお申し込みください。

　　　　　　　　①講座名  ②住所（〒）  ③氏名（ふりがな）  ④電話・FAX  ⑤所属（あれば）

全体の流れが見えず、行く先不明な会議
になっていませんか？

会議に消極的な空気が流れていませんか ?

参加者主体の生産的な会議を行うにはコツ
があります。

この講座では、皆が｢参加して良かった！｣と

思える会議の運営ノウハウを学びます！

※FAX、ハガキにてお申し込みいただいた方には、市民福祉大学より FAX または電話にて、受付した旨の連絡を
　しております。お申込後、1 週間たっても連絡のない場合、お手数ですが市民福祉大学までご連絡ください。
※お申込の際、お知らせいただきました個人情報については、本講座に関する事務以外では一切使用いたしません。

9:30　　オリエンテーション

10:00　 セッション 1：実習

　　　　「会議を会議する 日々の会議の問題点は？」

12:00　 昼食休憩

13:00　 セッション 2：グループワーク

　　　　「会議参加のルールをつくる」

14:30　セッション３：おはなし

　　　　「上手な会議の進め方」

16:00　ふりかえり＆わかちあい

16:30   終了

【申込締切】　　

８月22日（水）
＜必着＞　

受講者の声
＊会議において参加者、進行役、それぞれの関わり方を聞けて良かったです。内容もおもしろく、あっという間でした。
＊会議についてなんとなく持っていたイメージが随分整理できました。

 お申込･お問い合わせ

〒651-0086　
　神戸市中央区磯上通3-1-32
　こうべ市民福祉交流センター

Tel：078-271-5300
Fax：078-271-5365
E-Ｍail：
 daigaku@with-kobe.or.jp

ヒューマンサービスコースは、“地域のふだんのくらしのしあわせ”の実現を目指す、地
域の活動を元気にするコースです。参画・協働をベースとした
地域活動の基本を押さえるベーシック、具体的な活動ス
キルを高めるスキルアップ、元気な活動現場から学ぶ
マインドアップのプログラムで構成されています。

　
　こうべ市民福祉交流センター　（神戸市中央区磯上通3-1-32）

　
　　　　岩木 啓子 氏

　神戸在住。生活協同組合コープこうべにおいて、環境・食生活分野を中心とした組合
員活動の企画・支援業務に７年間従事。1999年、退職して個人事務所ライフデザイン研
究所ＦＬＡＰを設立。　
　仕事のキーワードは「参画」「協働」。参加参画によって、新たなくらしや地域、社
会を創造していこうという人や場の支援が中心業務。食生活や福祉、環境などのくらし
をテーマとした生活者教育、それに伴う人材育成、地域課題の解決を目指す活動づくり
など、活動のフィールドは広範囲に及ぶ。

電話または、はがき・FAX・E-mailに、
下記の事項をご記入の上、左記あて
に申込みください。

①講座名 ②住所（〒） 
③氏名（ふりがな） ④連絡先（TEL・FAX）
⑤所属（あれば）
※１ 講座の申込締切日は、要項（チラシ）を参考ください
※２ お申込の際、お知らせいただきました個人情報に
　　ついては、本講座に関する事務以外では一切
　　使用いたしません

お申込を受け付けた後、FAX、
郵送で申込みの方には、申込が
事務局に届いたことをお知らせ
するため、受付確認のご連絡を
させていただきます。

※申込後、1週間たっても
　連絡がない場合は、
　お手数ですが左記まで
　お問い合わせください

参加可否の結果については、
締切後に、全員の方に郵送に
て通知いたします。

※締切後の申込みについては、
　お問い合わせください
※講座の５日前になっても、
　結果通知が
　届いていない場合は、
　お手数ですが左記まで
　お問い合わせください

１．申込 ２．受理連絡 ３．結果通知

ヒューマンサービスコース2018　活動力アップコース　受講申込書 ※下記にご記入の上、FAX（078）271-5365 へ
　お送りいただいてもけっこうです。

① 講座名　

② 住　所　〒

③ 氏　名

④ 連絡先　TEL　（　　　　　　）

　　　　　 FAX　（　　　　　　）

⑤ 所　属

ふりがな

上手な会議の作法を身につけよう！
スキルアッププログラム②

講 師

紹 介

会 場

案 内

　
　

社会福祉法人

神戸市社会福祉協議会

≪交通のご案内≫
○JR、市営地下鉄西神山手線 「三宮」駅下車、徒歩１５分
○阪神、阪急「神戸三宮」駅下車、徒歩１５分
○市営地下鉄海岸線「三宮・花時計前」駅下車、徒歩７分
○ポートライナー「貿易センター」駅下車、徒歩５分
　※「貿易センター」駅から地上へのアクセスは、階段となります
○市バス⑦系統「市民福祉交流センター前」停留所下車すぐ

http://human.arrow.jp/

ヒューマンサービスコースのWebもチェック！
詳細情報をUPします

いいね！ して
フォローお願いします！

神戸市社会福祉協議会公式 FBも
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