
講座
研修会
等の講師

シンポジウム 講演会 座談会 原稿執筆

石原 達也 70,000円
/ 2時間

70,000円
/ 2時間

70,000円
/ 2時間

5,000円
/ 2時間 2,000円

/ 400字詰

※400字未
満の端数が
生じた際は
400字に切
り上げて処
理※校正加
筆別途500
円

高平 亮 50,000円
/ 2時間

50,000円
/ 2時間

50,000円
/ 2時間

5,000円
/ 2時間

加藤 彰子 50,000円
/ 2時間

50,000円
/ 2時間

50,000円
/ 2時間

5,000円
/ 2時間

西村 こころ 50,000円
/ 2時間

50,000円
/ 2時間

50,000円
/ 2時間

5,000円
/ 2時間

詩叶 純子 30,000円
/ 2時間

30,000円
/ 2時間

30,000円
/ 2時間

3,000円
/ 2時間

柴田 健志 15,000円
/ 2時間

― ― ― ―

北内 はるか 15,000円
/ 2時間

― ― ― ―

対応させていただく職員の経験年数やご希望時間数、内容により金額が異なります。
事前のお見積りやご相談を承っておりますので、ぜひお気軽にお問合せください。
オンラインでの研修講師も承っております。
※なるべくご希望日の2カ月前までにご相談ください。

※上記の費用は目安です。主催者様の組織規模、ご依頼内容等によってお見積もり致します。また主催者様側で謝礼
金の規定を設けておられる場合は調整をさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
※上記の金額のほか、消費税等(10%)、交通費実費、宿泊を伴う場合は宿泊費実費を別途請求させていただきます。
※講義内容等に関する事前のご相談、打合せ(メール・オンライン限定)は無料です。
※ご相談の内容により、資格をもった当法人役員または専門家のご紹介によって対応をさせていただきます(別料金)。

講師派遣料について

パネルディスカッション

【お問い合わせ・お申込み先（受付：祝日を除く月曜日～金曜日9:00～17:00）】

特定非営利活動法人岡山NPOセンター 【総務 那須】
〒700-0822 岡山県岡山市北区表町1丁目4-64 上之町ビル3階
電話：086-224-0995 FAX：086-224-0997
E-mail：npokayama@gmail.com

種類 内容

研修会やセミナーの
講師

講座の設計と講師役をさせていただきます。
例：NPOの基礎・立ち上げ・運営、協働や地域づくり

内部勉強会や
内部研修会の助言者、
講師

研修会の設計や研修されるテーマに対する助言
ワークショップの組み立てや進行役

会議や意見交換会の
ファシリテーター

外部者を含めた会議やあるテーマによる意見交換会
企画会議などの設計と進行役

シンポジウムなどの
事例発表者

パネルディスカッションなどで当法人の取り組みや
岡山におけるNPOについてのご紹介

NPO、協働、コミュニティビジネスなどの講師・ファシリテーターを派遣いたします
オンラインでの研修講師も承っております

研修の企画・運営サービスのご案内
◆研修の企画・運営サービスの内容のご紹介◆

●対象団体：原則として当法人会員の皆様（ご依頼に合わせて入会も可能）
●ご依頼例：以下を中心に、内容は個別に相談にのらせていただきます。

●お申込み方法

別紙の申込書にご記入の上、下記連絡先までFAXまたは同内容をメールにてお送りください。

また、事前に見積もりが必要な場合や、不明な点などは電話にてお気軽にお問合せください。

FAXでのお申し込みの場合は、後日担当者よりヒアリングシートをメールでお送りいたします。

オンラインからのお申込みも受け付けております。

詳しくはこちら➡http://www.npokayama.org/program/

◆講師・委員の派遣実績◆
＜講師・委員派遣回数＞
・2016 年度 68 回
・2017 年度 89 回
・2018 年度 87 回
・2019 年度 97 回

＜派遣先＞ ※敬称略、順不同

＜大学・学校等への講師派遣＞
岡山大学、ノートルダム清心女子大学、倉敷芸
術科学大学、吉備国際大学、川崎医療福祉大
学、美作大学、四国学院大学、勝間田高校、岡
山朝日高校、山陽女子高校、岡山大学附属中
学校 他 多数
＜行政機関への講師派遣＞
【岡山県内】
岡山県、岡山市、倉敷市、津山市、浅口市、笠岡
市、井原市、真庭市、瀬戸内市
【岡山県外】
愛媛県、鳥取県、千葉県、横浜市、東京都文京
区、雲南市、佐賀市、関市 他 多数
＜社会福祉協議会への講師派遣＞
真庭市社会福祉協議会、鏡野町社会福祉協議
会、赤磐市社会福祉協議会、浅口市社会福祉
協議会、玉野市社会福祉協議会、西粟倉村社
会福祉協議会、総社市社会福祉協議会、岡山
県社会福祉協議会、大阪府社会福祉協議会、

出雲市社会福祉協議会 他、多数
＜その他の機関への講師派遣＞
岡山商工会議所、全国図書館展フォーラム、ト
ショカンヨコノ会、日本財団、生涯学習セ
ンター、男女共同参画センター、JVOAD、日本
ファンドレイジング協会、SDGs 市民社会ネット
ワーク、自治体国際化協会、津山商工会議所、
国際協力 NGO センター、岡山弁護士会、日本
NPO センター、NPO サポートセンター、岡山市
議会事務局、福武文化財団、自治体国際化協
会、長崎 NPO センター、いわて連携復興セン
ター、福島市市民活動サポートセンター、株式会
社ダイナックス都市環境研究所、山陽新聞社 他、
多数



参画推進センター所長
得意分野
社会福祉施設における地域福祉・ボランティアマネジメント、ボランティアコーディネーター支援
保有資格
認定NPO法人日本ボランティアコーディネーター協会ボランティアコーディネーション力検定2級・社会
福祉士・介護福祉士
主な支援実績
■社会福祉施設や病院におけるボランティア受入をテーマとした研修会の講師
・社会福祉法人大阪府社会福祉協議会「社会福祉施設ボランティアコーディネーター研修会」
・社会福祉法人出雲市社会福祉協議会「社会福祉施設のためのボランティア受入研修会」
・鳥取大学医学部附属病院ボランティア委員会研修
・社会福祉法人報恩積善会 職員研集会 など
■市民を対象としたボランティア講座の講師
・赤磐市介護予防支援ボランティア養成講座
・社会福祉法人西粟倉村社会福祉協議会 ボランティア入門講座
・倉敷中央病院ボランティア研修会 など
■ボランティア学習・福祉教育をテーマとした研修会の講師
・総社市社会福祉協議会「福祉教育セミナー」
・岡山県総合教育センター初任者研修「ボランティア教育」など
過去の講演内容・演題
・大阪府社会福祉協議会「社会福祉施設ボランティアコーディネーター研修会」
・鳥取大学医学部附属病院 ボランティア委員会研修
・赤磐市地域包括支援センター介護予防支援ボランティア入門講座「ボランティア活動って？私達にできることを考
えよう」
・岡山県総合教育センター初任者研修「ボランティア教育」
・総社市社会福祉協議会 福祉教育セミナー「共に学び合える福祉教育～ちょっと体験を通して考えよう～」2

代表理事
得意分野
自然災害時の中間支援、SDGsの推進、コレクティブインパクトの仕組みづくり、
社会事業の組成、マーケティング、組織設立と経営など
主な著作・文献・調査実績等
「SDGs時代のパートナーシップ:成熟したシェア社会における力を持ち寄る協働へ」（共著、2020年）、情
報誌「NPO LIFE」（2004年～2008年・鳥取県）、雑誌「ソトコト」にて「地方にある暮らし」を担当
（2014年）、岡山県27市町村の支援力調査（2009年・ゆうあいセンター）他、NPOや社会責任、地域づく
り関連の調査設計実績あり。
講演内容
・中小企業によるSGs推進の意義とパートナーシップ
・災害時の中間支援組織の12の役割
・ソーシャルインパクトボンドの実践～「共助」を支える資金の流れ
・公民館職員向け「地域づりは人づくり」
・行政職員が知っておきたい協働の仕組みと実践
・継続する組織づくりの5つのポイント ・これからのNPOの役割

事業部長、ESD・市民協働推進センターセンター長
得意分野
協働のしくみづくり、協働事業の伴走支援
主な著作・文献・調査実績等
岡山県市民の社会参加状況調査（2012年）、岡山県協働環境調査（2013年）
主な支援実績
・2014年～現在：協働事業の審査
・伴走支援・しくみづくりなど
・2018年：伴走評価エキスパート育成プログラム修了
・2019年：事業評価コーディネーター養成講座修了
講演内容
・いまさらだけどやっぱり必要な協働
・協働のまちづくり研修
・事業報告書作成に向けた準備と事業評価

総務部長、NPO事務支援センター所長
得意分野
NPOの事務全般
保有資格
NPO事務支援カンファレンス認定講師
主な支援実績
・NPO事務力検定に実施に伴うセミナー登壇（全国34都道府県）
・NPO法人事務局セミナー登壇（「NPO法人会計基準と会計基礎」
「組織内コミュニケーションと事務の効率化」「給与計算」「定款の見直しと組織基盤の見直し」
「会計実務と決算事務」など）
・岡山県内における事務の相談2019年度実績90件以上
・事務局検診（組織基盤強化事業）で法人事務所を訪問し、特定非営利活動促進法に定款に基づき運営
されているかのチェックを行う
・非営利組織の会計支援 年間20件以上

地域連携センター主任アドバイザー（災害支援）
得意分野
災害時コーディネート、ICTツールの活用、情報発信と記録
保有資格
認定NPO法人日本ボランティアコーディネーター協会ボランティアコーディネーション力検定2級
主な支援実績
官民連携で発足した「災害支援ネットワークおかやま」で、倉敷市で開催する情報共有会議のファ
シリテーターを担当。2019年5月に「まび復興支援ボランティア・NPOシェアオフィス まびシェ
ア」をピースボート災害ボランティアセンターと協働で開設し、被災地の支援に取り組む団体の支
援をするとともに、被災地の社協や行政、支援機関と連携し、各地域の地域復興の伴走支援も行っ
ている。
講演内容
・災害時の連携を考える全国フォーラム
・日々の仕事が育む三者連携 「災害支援ネットワークおかやま」事務局 岡山NPOセンターの現場から
・災害時における三者連携・協働に向けた研修会 ・中間支援組織の災害支援

地域連携センター主任アドバイザー
得意分野
SDGs基礎 / 協働基礎 / 災害時支援基礎 / 事業評価基礎 等
略歴
大学在学中より子ども支援のNPO活動をしている。大学卒業後、建設会社勤務。その後、
NPO法人岡山NPOセンターへ2017年より入職。災害支援ネットワークおかやま、SDGsネッ
トワークおかやまの事務局を担当している。
実績
・自治体と市民団体が社会課題を考えるワークショップでのテーブルファシリテート
・災害支援ネットワークおかやまの事務局、SDGsネットワークおかやまの事務局を担当している。
・おかやまNPO・ボランティアサイト つながる協働ひろばなどでの情報発信、WEBライター

地域連携センター 主任アドバイザー
得意分野
NPOの日常の事務や事業のちょっとしたこと、NPO基礎。
保有資格
NPO法人事務力検定中級、秘書技能検定2級
対応可能な講座テーマ
①初めてNPOで働く方向けの「ボランティア・NPO入門＆新入職員研修」：NPO法人に関する基礎等、

NPO職員の方以外にインターンやボランティアの研修にもお使いいただける2時間程度の講座です。
②「助成金申請書の書き方」：情報の探し方から添付書類の準備まで、2時間程度でご紹介します。

実際に作成された申請書へのアドバイスもさせていただいています。
③「情報開示と広報」：誰に・何を伝えたいのかといった情報の整理から、1枚もののチラシ作成または

ウェブサイトに載せる文章の作成までをワーク形式で実践する、2時間程度の講座です。
④「NPO法人の事務基礎」：所轄庁への報告、法務局での登記、その他法人運営に関する大切な

事務手続きについて、２時間程度でおさらいする講座です。

その他、これまで以下のテーマで個別相談やミニセミナー等のご依頼をいただいています。
認定NPO基礎、ウェブサイトやブログ・SNSの開設や更新、ITツールの活用、メーリングリ
ストの作成や管理、Officeソフトの活用(Word、Excel、PowerPoint等)など。

石原 達也

高平 亮

加藤 彰子

西村 こころ 北内 はるか

柴田 健志

詩叶 純子たかひら りょう

しばた たけし

きたうち はるか
にしむら こころ

いしはら たつや

かとう あきこ

しかなえ じゅんこ


