
基礎講座

設定した社会や地域に関わるテーマに興味がある人が一堂に会し、多様な視点からまちが抱える課題を考え、解決のヒントを探ることを通して、社会
課題や地域課題に敏感で、社会で活躍する人財となることをめざす。

定員：40名

「基礎講座」は「知識編」と「スキル編」とで構成し、「実践講座」の活動に必要な知識やスキルを学ぶテーマを設定している。「知識編」では各分野の専門家
や現場従事者を講師として招き、会場を交えたトークセッションやワークにより、社会や地域における現状や課題、そして解決に向けたヒントを学ぶ。
「スキル編」では、社会の第一線でこれらのスキルを使って活躍する方を講師として招き、社会人としての基本技能を学ぶ。

専門家や現場従事者から、実践講座や社会で活躍するために必要な知識やスキルを学ぶ！

●対象・受講料

●講座のねらい

●講座の概要

基礎講座　講師一覧　全５回 講座内容

企業や行政、地域、商店街との協働プロジェクトを通して、社会で必要な知識やスキル・仕事のノウハウを学ぶ！

●対象・受講料

●講座のねらい

●講座の概要

専門家や現場従事者と会場を交えたトークセッションやワーク 社会人や実践講座以外の大学生の受講も可。

・・・　0円

・・・　1,000円/科目

＊実践講座の受講生（大学生）

+　　　　　　の受講で

＊一般申込者（社会人等）

・・・　3,000円/科目
　（全科目まとめ申込12,500円）

企業や行政、地域、商店街との協働プロジェクトを行う中で、協働する社会人から仕事のノウハウや社会で必要な知識やスキルを身に付ける。また、複
数の異なる大学・専攻の学生が集まり、企画から実施までの一連のプロセスを経験することで、人と一緒に活動をする、議論をする等の社会人として必
要なチカラを身に付ける。

定員：各コースに記載

実践講座は、受講生と企業や行政、商店街、地域とが協働で進める4つのプロジェクト（コース）で構成し、プロジェクトを通じて社会人から仕事のノウ
ハウや社会で必要な知識を教えてもらいながら進める。また、各コースの活動に最低限必要な知識やスキルを基礎講座で身に付ける。

・・・　3,500 円/年

＊大学生のみ受講可　※コースによって対象が異なります。

企業、行政、地域、商店街と協働した実践型プロジェクト活動 コース選択制/月2回+α

商店街プロジェクトコース
～ご当地アイドルオーディションの開催～

コース

01
定 員

8 名程度

定 員

4 名程度

コース

02
日本酒-ものづくりコース

～酒造り体験＆蔵開きの企画～
（協働：尼崎中央三丁目商店街振興組合） （協働：辰馬本家酒造株式会社）

ご当地アイドルオーディションを開催する商店街プロジェクト 酒造り体験、蔵開きの企画で酒造りの魅力を発信する日本酒プロジェクト

イベントプロデュースコース
～県の事業・阪神つながり交流祭の開催～

（協働：兵庫県阪神南県民センター）

兵庫県が開催する『阪神つながり交流祭』の企画運営を行うプロジェクト

■対象学生（どんな学生が．．．）　阪神地域大学・短期大学の大学生
・行政施策やイベント企画、事業プロデュースに興味がある人　
・地域の活性化、魅力創出に興味のある人
・イベント企画運営（プロデュース）の職、行政職員の職をめざす人

■対象学生（どんな学生が．．．）　大学生
・商店街の活性化やまちづくりに興味がある人
・広告宣伝やオーディション、企画に興味がある人
・まちづくり・商業コンサルタント、広告代理店、プロモーション企画等の職をめざす

■対象学生（どんな学生が．．．）　阪神地域大学・短期大学の20歳以上の大学生
・ものづくりや酒造業、日本酒業界に興味がある人
・伝統産業・地場産業に興味がある人
・企画、プロモーション、マネジメントに興味がある人

まちづくりプロジェクトコース
～元気な自治会化計画～
（協働：津門川町福祉会）

■対象学生（どんな学生が．．．）　阪神地域大学・短期大学の大学生
・まちづくり・コミュニティデザインに興味がある人
・社会学、地域社会学、地域自治に興味がある人
・都市計画・まちづくりコンサルタント、行政職員等をめざす人

■どんなことを学べるのか
・行政の仕組やイベント企画運営のノウハウを学ぶ
・枠組みや目的に沿って企画立案をするノウハウを学ぶ
・他者と協力してイベントを企画から実施まで行う一連のプロセス（マネジメント）

■どんなことを学べるのか
・多くの方を巻き込んだ商店街事業の進め方（プロモーション）を学ぶ
・地域に愛着を持ってもらえる商店街づくりの手法を学ぶ
・商店街 / 商店街活性化の実情を知る

■どんなことを学べるのか
・地場産業の重要性や酒造業を取り巻く産業構造を学ぶ
・ものづくり-酒造りの魅力や工程を知る・体験する
・ターゲットに訴求する企画の考え方と実際に企画を実施する上で必要なことを学ぶ

尼崎中央三丁目商店街の特徴にあったご当地アイドルを発掘するアイドルコレクションを開催
し、地域に親しまれ愛着あるアイドルを誕生させる。
この活動を通して、新たな客層が商店街に足を運び、改めて商店街に興味や関心を示してもら
うことをめざす。アイドルコレクションの対象や内容を、商店街と受講生が一緒に考える。
一連の活動を通じて、人を巻き込む商店街活性化事業やプロモーションの仕方の一端を学ぶ。

①福祉会（自治会）の活動に若い世代等多くの人に参加してもらうきっかけとして、たくさん
の人を巻き込んだ“交流イベント”を企画し開催する。②人のつながりを守り続ける福祉会（自
治会）が身近なところでどんな役割をしているかを紹介する学生目線の“瓦版”をつくる。
これらを通じて、若い世代にも福祉会（自治会）の役割を知ってもらい、交流イベントを通じ
て顔見知りになって福祉会活動に関わるきっかけとすることをめざす。

兵庫県阪神南県民センターと協働で『阪神つながり交流祭』を行うため、予め定められた行政
事業の枠組みや目的の中で、学生目線でイベントプログラムや広報を企画実施し、今後さらに
大学-大学生と地域との連携が促進することをめざす。
一連の活動を通して、大学-大学生と地域との連携の必要性を学び、枠組みや目的に沿ったプ
ログラムや広報企画の立て方、さらにはイベント全体の運営ノウハウを学んでもらう。

①1～2月に週2回程度ある実際の酒造りの現場に参加し、ものづくり産業である酒造業の魅
力を体感する"酒造り体験"。②毎年2月に開催される"蔵開き"のプロジェクトチームに学
生チームとして参加して学生目線の企画で、若い世代に"酒造りの魅力”を発信する。
これらを通じて、酒造りの魅力を感じ、それを若い世代にも発信することで、酒造りやさら
にものづくりに従事する若者が増えることをめざす。

■どんなことを学べるのか
・まちづくりの実情や福祉会（自治会）の役割を知る
・人を巻き込むまちづくり（コミュニティデザイン）の方法を学ぶ
・イベントの企画、運営のノウハウ（コーディネート）を学ぶ

※コース01、02、03のメンバーも、12/16（土）に開催される「阪神つながり交流祭」の運営に携わります。

交流イベント、瓦版で自治会7に関わる人を増やすプロジェクト

コース

03
コース

04
定 員

8 名程度

定 員

10名程度

ファシリテーションをベースとした対話・学習・創造・合意の場づくり
を基軸とした変革支援を専門とする。顧客企業メンバーの創造的意見を
引き出すことが自らの信条。ファシリテーション研修も各社から定評あ
り。一方、高度な科学的知識とコミュニケーション能力を必要とする新
規事業開拓支援も得意テーマとしている。

上司が指示をして部下がそれに従うという時代から、多様な人が集まり思いや知恵を出
し合って物事を決めていく時代に変わってきている。あわせて、働き方改革で生産性向
上が叫ばれる中では、"ファシリテーション"はもはや社会人の必須スキルである。ただ、
たくさんスキルがありすぎて、どこからスタートすればいいか迷う方も多いはず。ファ
シリテーション力は実社会のどういった場面に生かされているかを知り、入門スキルを
実際に体験しながら学ぶ。

社会人の必須スキル"プレゼンテーション力"。社会に出ると、プレゼンテーションの機
会だけでなく、日常業務の中で自分の考えを他社に伝える機会は多い。しかし、自分の
考えが伝わらなくてうまくいかない、、、といったことがたくさんある。今回は、グロー
バル企業で培った人に伝わる伝え方のポイントを、レクチャー形式で学ぶ。

NPO法人日本ファシリテーション協会 フェロー
株式会社日本総合研究所 リサーチ・コンサルティング部門 関西コンサルティ
ンググループ部長

グローバル企業で培った多言語・多文化環境におけるリーダーシップや
コミュニケーション技法を元に、次世代を担う若者に向けてそれらの重
要性・意思疎通を効果的に行うのに必要なプレゼンテーション（特にス
トーリーの組み立て方、スライドの見せ方、聴衆への伝え方等）など、
実社会で役立つ基本的なスキルを伝えている。

Ｐ＆Ｇ JAPAN株式会社 ガバメントリレーションズ シニアマネージャー
在日米国商工会議所 環境委員会 共同委員長

ファシリテーションスキル ～実り多い会議をつくり出すコツ～A 9/10（日）14:00-17:00　＠西宮市市民交流センター
プレゼンテーションスキル ～人に分かりやすく伝えるコツ～B 11/2（木）19:00-21:00　＠西宮市市民交流センター

知
識
編

ス
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商店街イベント商店街イベント 愛着あるご当地アイドル愛着あるご当地アイドル××
地域から愛着を持たれる商店街づくり

××日本酒日本酒酒造り（ものづくり）体験酒造り（ものづくり）体験
日本酒の酒造りの魅力を発信

×× 蔵開き企画蔵開き企画

××まちづくりまちづくり 自治会活性化自治会活性化
福祉会（自治会）活性化計画

イベントプロデュースイベントプロデュース
大学生×地域の連携を促進するイベントづくり

×× 大学-地域連携大学-地域連携

プレゼンアドバイス【希望者】12/11（月）19:00～ 21:00
≫ プレゼンを見てもらい、資料の作り方や説明の仕方等にアドバイスを受けられる。

大阪市立大学 名誉教授
NPO法人コミュニティ事業支援ネット 理事

株式会社商業タウンマネジメント 代表取締役/有限会社協働研究所 取締役
内閣府地域活性化伝道師/経済産業省タウンプロデューサー

商業まちづくりの分野で理論と現実との橋渡し役ができる希少な人物と
して、商店街の現場に長年携わる。大学での教鞭をとる第一線から退い
た今でも、経済産業省等の国の機関からアドバイスを求められる商業ま
ちづくりの第一人者。

商業まちづくりを専門とし、最近はビジョンづくり、被災商業地の復旧
復興、創業セミナー、まちづくり会社設立・運営支援、タウンマネージ
ャー・次世代経営者の育成、空地空店舗対策、中心市街地活性化基本計
画策定等に取り組んでいる。

各地で商店街の活性化に向けた取り組みが進められているが、普段商店街で買い物をする人はそんなに多くない。そうした商店街であるが、私たちの生活の中で商店街はどんな役割を
しているのか？なぜ商店街が必要なのか？商店街がなくなると私たちの生活にどう影響するのか？を、商店街を知り尽くす2人とともに迫り、商店街の今後の姿を探る。

第1回　8/27（日）19:00-21:00　＠西宮市市民交流センター 商店街の役割と必要性 ～商店街って必要？私たちの生活にどう関わる？～

帝塚山大学 名誉教授
西宮市参画と協働の推進に関する条例評価委員

NPO法人コミュニティ事業支援ネット 理事長
ひょうご経済・雇用活性化プラン推進会議 委員
西宮市参画と協働の推進に関する条例評価委員

地方自治論、行政学、都市政策、文化政策を専門とし、数多くの自治体
で、自治体基本条例、総合計画、行財政改革あるいは参画と協働の基本
方針や条例づくり、文化基本計画づくり、文化条例づくりのための委員
を歴任。近著に『コミュニティ再生のための地域自治のしくみと実践』（編
著、2011年、学芸出版社）がある。

中間支援、就労支援、学生支援の3本の柱で事業を展開するNPO法人の
理事長にして、産官学民、様々なセクターとのつながりを持つ強みを生
かして、様々な分野でまちを支える地域活動に取り組む。昨今は、西宮
市内の全NPOや公益活動団体が関わるNPO等公益活動市民団体啓発事業
実行委員会の実行委員長として、NPOや公益活動の普及に取り組む。

自治会加入率が低下する昨今、地域コミュニティ・自治会は私たちが生活する中でどんな役割をしているのか？まちを形成する上でどんな役割をしているのか？なぜ、自治会が必要な
のか？自治会がなくなって困ることとは何か？を2人の講師とともに探る。

第2回　9/15（金）19:00-21:00　＠西宮市市民交流センター 地域コミュニティ・自治会の役割と必要性 ～自治会って必要？私たちの生活にどう関わる？～

白鷹株式会社 代表取締役社長 兵庫県産業労働部産業振興局長

創業154年を迎える老舗酒造メーカーの社長として、また、伊勢神宮の
神々に供える唯一の御料酒を提供する蔵元として、時流に迎合すること
なく、創業当時から受け継ぐ手間をかけてでも旨いと信じる酒を提供し
続ける。その一方で、地域産業や企業の活性化、地域発展の事業に加え、
次世代育成に向けた大学及び大学生の事業にも積極的に携わる。

入庁以来、「全国初」の政策現場中心に歩く。共生社会をめざす「ユニバ
ーサル社会づくり」、長期予算枠を議決する「行革推進条例」、厚生労働
省全国モデルとなった「ひきこもり相談支援センター」など。また、職
員有志で政策研究に取組んでおり、現在は、人口減少時代の新しいガバ
ナンスをテーマに、南あわじ市で活動中。

まちを形成する上で、大きな役割を持つ産業。自動車メーカー、電機メーカー、重工業等を代表するように、産業がまちの色を決定づけている例も多くあり、雇用はもちろんまちへの影
響はとても大きい。昨今、都市ブランドの発信や観光事業として産業にスポットが当たることが多いが、本来の産業がまちに与える影響について学び、まちと産業のあり方について迫る。

第3回 10/16（月）19:00-21:00　＠西宮市市民交流センター まちにおける産業の役割と必要性 ～長年続く産業や地場産業はまちとどう関係する？～

中川 幾郎 氏中川 幾郎 氏

加藤 彰 氏加藤 彰 氏 河合 誠雄 氏河合 誠雄 氏

澤田 朗 氏澤田 朗 氏 竹村 英樹 氏竹村 英樹 氏

東 朋治 氏東 朋子 氏

石原 武政 氏石原 武政 氏 東 朋治 氏東 朋治 氏
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※　　　　　の　　　　　は別途1,000円/科目がかかります。 ※　　　　　　　　　ともに同料金

2017 年8 月 - 2018 年3 月

受講生募集

 企業、行政、商店街、地域との協働プロジェクトで

 社会で必要なチカラを身に付ける！

大学では学ばない、実社会でアイデアを具現化するチカラ、知識やスキルを体現するチカラを習得する！

主催：NPO 法人コミュニティ事業支援ネット　後援：兵庫県阪神南県民センター/西宮市/西宮市大学交流協議会/西宮商工会議所
協力：辰馬本家酒造株式会社/尼崎中央三丁目商店街振興組合/津門川町福祉会

大学生　※阪神地域の大学・短期大学の学生のみ対象のコース有

－ 対　象 × 受講料 －

－ 実施期間 －

基
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ー
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座
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実
践
講
座

［
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ク
ト
型
講
座
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－社会で働いている方と一緒にプロジェクトを行うので、その仕事のことを知ることができる。また、プロの視点でアドバイスがもらえて勉強になった。
－気になっていた職業をじっくり知ることができ、就職活動での強みとしてとても役立った。
－事業を一から組み立て実施するまでを経験することができ、難しさとノウハウを学ぶことができた。
－大学も専攻も異なるメンバーで一つのことを作り上げるので、ディスカッションするチカラや調整しながら進めるコーディネート力が身についた。
－意欲的な学生が集まるので、活動以外の面でも刺激を受けることができた。
－自分の取り組み方次第で、学べることはたくさんあった。

ビジネススキルを兼ね備え、社会や地域の情勢や問題に敏感で、自ら課題解決に向けて取り組むことができる「社会で必要なチカラを身に付けた人財」をめざす。

受
講
生
の
声

社会人・大学生（実践コースを受講しない）

+　　　　　　の両方受講で ・・・ のみ受講可 ・・・

※年間申込者優先

3,500 円/年 12,500 円/年/ 3,000 円/科目
（全回まとめて受講） （1科目のみ受講）

《プロフェッショナルからレクチャー》
社会や実践講座に必要な知識・スキルを講義で学ぶ

《企業、行政、商店街、地域とのプロジェクト》
社会人から知識、スキル、体現するチカラを実践で学ぶ

加藤 彰 氏加藤 彰 氏 河合 誠雄 氏河合 誠雄 氏澤田 朗 氏澤田 朗 氏 竹村 英樹  氏竹村 英樹  氏中川 幾郎 氏中川 幾郎 氏東 朋治 氏東 朋治 氏石原 武政 氏石原 武政 氏 東 朋子 氏東 朋子 氏

01.商店街の役割と必要性
02.地域コミュニティ・自治会の役割と必要性
03.まちにおける産業の役割と必要性

Ａ.ファシリテーションスキル
Ｂ.プレゼンテーションスキル

01.商店街プロジェクトコース
　　　協働：尼崎中央三丁目商店街振興組合

02.日本酒-ものづくりコース
　　　協働：辰馬本家酒造株式会社

03.まちづくりプロジェクトコース
　　　協働：津門川町福祉会

04.イベントプロデュースコース
　　　協働：兵庫県阪神南県民センター

第1 回 商店街の役割と必要性
8/27（日）19:00-21:00

第2 回
地域コミュニティ・自治会の役割と必要性
9/15（金）19:00-21:00

第3 回
まちにおける産業の役割と必要性
10/16（月）19:00-21:00

★【活動報告※中間報告】12/16（土）13:00-18:30 阪神つながり交流祭in武庫川女子大学 甲子園会館
※イベントプロデュースコース以外の学生も当日スタッフとして協力

★【オリエンテーション】

顔合わせ
尼崎中央三丁目商店街を知る

オーディション企画

オーディション
参加者募集

8/23（水）15:00-17:00＠西宮市大学交流センター 実践講座各コースの説明

★【活動報告※最終報告】 3月上旬

基 礎 講 座 実 践 講 座
※1～2ヶ月に1度全コースミーティング（進捗状況確認）

商店街プロジェクト
コース

日本酒-ものづくり
コース

まちづくりプロジェクト
コース

イベントプロデュース
コース

Ｂ プレゼンテーションスキル
11/2（木）19:00-21:00

希望者
のみ

プレゼンアドバイス
12/11（月）19:00-21:00

Ａ ファシリテーションスキル
9/10（日）14:00-17:00

活動の振り返り

まとめ・報告準備

報告準備 報告準備

活動の振り返り

まとめ・報告準備

活動の振り返り

まとめ・報告準備活動の振り返り
まとめ・報告準備

顔合わせ
辰馬本家酒造・日本酒・
酒造りを知る

蔵開きの企画
※都度、辰馬本家酒造の
　社会蔵開き会議に提案or参加 地域交流イベント

企画

イベントの準備

イベントの準備

チラシ制作・広報

蔵開きの企画
※都度、辰馬本家酒造の
　社会蔵開き会議に提案or参加

酒造り体験
【週2日参加】

蔵開き開催

顔合わせ
津門川町福祉会を知る

福祉会を紹介する
瓦版の企画

瓦版情報収集

イベント内容企画

出演者ミーティング

瓦版制作

瓦版完成

顔合わせ
イベント概要・過去実績を知る

会場下見

チラシ制作
広報企画

広報

出演依頼

オーディション開催 地域交流イベント開催

問い合わせ

講座の流れ

申込方法

■ホームページからこみサポ（NPO法人コミュニティ事業支援ネット）

〒662-0854
兵庫県西宮市櫨塚町2-20 西宮商工会館本館3階
E-mail：info@comisapo.com
TEL：0798-23-3738　FAX：0798-23-3748

■FAXで

http://machidai.com/ FAX:0798-23-3748
TEL:0798-23-3738にお電話いただき、申込用紙
を入手して、FAXでお送りください。
※電話申込不可。入金者先着。入金後キャンセル不可。

■阪神地域の大学・短期大学とは
芦屋大学/芦屋学園短期大学/大阪芸術大学短期大学部/大手前大学/大手前短期大学/関西国際大学/関西学院大学/甲子園大学/甲子園短期大学/甲南大学/神戸女学院大学/産業技術短期大学/
聖和短期大学/園田学園女子大学/園田学園女子大学短期大学部/宝塚大学/東洋食品工業短期大学/兵庫医科大学/湊川短期大学/武庫川女子大学/武庫川女子大学短期大学部


