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 ちばし地域づくり大学 
地域福祉活動・ボランティア活動の担い手や

地域のリーダーとして活躍できるよう座学

や実地体験を通じて学ぶ方を募集します。3

つのコースがあり、自分に合ったコースとク

ラスを選んで受講することができます。これ

まで、大学生からシニアまで幅広い年代の方

が学んでいます。 

 

基礎コース 

地域活動の知識・

技能や経験が少な

い方が、講義や実地

体験を通じて地域

活動への理解を深

めます。また、個々

の思いに沿った活

動プランを作成し、

地域で活躍できる

よう実践的に学び

ます。 

【対  象】千葉市に在住、在勤、在学の 18 歳以上の

方(2022 年 4 月 1 日現在)の方で、地

域福祉活動・ボランティア活動に参加す

る意欲のある方(近郊市の方も応募可)  

【受講料】 無料  交通費、保険料（任意）は自己

負担 

【主  催】 千葉市          ※受講生には、講座を

受講するごとに「ちばシティポイント」が 50 ポイント付与さ

れます 

地域福祉活動・ボランティア活動の担い手や地域のリーダ

ーとして活躍できるよう座学や実地体験を通じて学ぶ方を募

集します。3 つのコースがあり、自分に合ったコースとクラスを選

んで受講することができます。これまで、大学生からシニアまで

幅広い年代の方が学んでいます。 

昨年の受講生の 98％が講座の内容を「大変良かった」

「良かった」と回答。基礎コースは地域での活動は初めての人

がほとんどですが、修了後も実地体験先で活動を続けるな

ど、約 7 割が何らかの地域活動への参加につながっています。 

 

 

コース別の日程・会場・募集定員 

コース名 日程 会場 定員 

入門コース 

（実地体験 3 回以上を含む全 11 回） 

9/16～1/27 の金曜日 

9:30～11:30 
千葉市民会館 20名 

基礎コース 

（実地体験２回以上  

を含む 全 14 回） 

火曜日クラス 
9/６～2/14 の火曜日 

9:30～11:30 
千葉市美浜文化ホール 

各 20 名 

オンラインクラス 
9/17～2/18 の土曜日

14:00～16:00 

Zoom でのオンライン受講 

（一部、千葉市文化センターで受講） 

ステップアップコース  

（全 14 回） 

9/24～2/11 の土曜日 

9:30～11:30 

千葉市民会館 

（一部、オンライン受講も可） 
30 名 

＊全コース共通のキックオフ講座「勝部麗子さんオンライン講演会」を開催  

 日時：10/1㈯ 9:30～11:30    会場：千葉市民会館またはオンライン受講   

（勝部麗子さん…豊中市社会福祉協議会所属の全国初のコミュニティソーシャルワーカー） 

※入門・基礎コースの実地体験は 11/10~12/9 の間に希望する団体へ参加。規定回以上の参加も可 

  地域づくり、子ども支援、高齢者支援、障がい者支援、環境保全など様々な分野で活動する団体での実施を予定 

※ステップアップコースのオープン講座(3 講座)は、Zoom 参加に限って、他コースからも受講できます 

 

【対  象】 

千葉市に在住、在勤、在学の 18 歳以上の方(2022 

年 4 月 1 日現在)の方で、地域福祉活動・ボランティア 

活動に参加する意欲のある方(近郊市の方も応募可)  

【受講料】  

無料  交通費、保険料（任意）は自己負担 

【主  催】  

千葉市      ※受講生には、講座を受講するごとに「ちば

シティポイント」が 50 ポイント付与されます 

令和 4 年度 ちばし地域づくり大学校 受講生募集 募集要項 

地域で活動を始めたい方、活動経験が少ない方 すでに地域で活動している方 

▶入門コース 

団体でのボランティア体験から実践へつなぐ 

様々な団体での実地体験から自分にあった活動を見

つけます。地域の情報提供など、これからのためのサポ

ートも受けられます。 

▶基礎コース 

実地体験からさらに自分の思いに向き合い、実践へ 

実地体験だけでなく、座学や仲間との交流を通じて幅

広く学びます。活動プランの作成では、自分の思いや

「これから」を見つめ、交流のなかで新たな気づきや情

報を得られると好評です。オンラインクラスも併設。 

▶ステップアップコース 

活動を継続できるよう団体運営のポイントを学ぶ 

資金調達、広報、ファシリテーションといった円滑な

団体運営のポイントや実際に地域で活動する団体

の事例から学び、知識や技能を向上させます。 

現在の活動をもとに、「これから」のプラン作りも行

い、活動継続のバージョンアップをめざします。 

・・・＜昨年度受講生の声＞・・・ 

「改めて活動を見直すとても良い機会になった」 

「受講を通しての情報交換や交流で、新たな気づき

があり励まされた」         アンケート回答より 

 

 詳しくは「開講日程」 

をご覧ください。 
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【申込期間】  

7月 1日(金)～8月 19日(金)   郵送の場合は必着 

【申込方法】 

申込方法は３通り。いずれかでお申込みください 

1.申込フォームよりお申込み      
下記より必要事項を入力し、最後に送信を押してください 

受講申込フォーム URL  

https://forms.gle/3k5RiEQHqKiERv7DA 

 

◆こちらからも申込めます→  

 

 

2.メールでお申込み 
受講申込書をホームページよりダウンロードし、メール添付して

お送り下さい 

※詳しくは「ちばし地域づくり大学校」ページをご参照ください      

         検索   ちばし地域づくり大学校     

3.郵送でお申込み 
最後のページの受講申込書に記入のうえ、郵送ください 

(8/19必着) 

※証明書の送付 

千葉市内に在住の方で、住民基本台帳による住所・生年

月日の確認に同意されない場合及び市外在住の方は、公

的機関の発行する文書（運転免許証・マイナンバーカード・

健康保険者証の写し、または住民票のいずれか一通）を画

像送信または郵送ください。 

【選考方法】 

申込者がクラスの定員を超えた場合は、抽選によることなく、

応募の動機などを踏まえ、より意欲のある方を選考します。 

前年度と同じコースを再受講することは可能ですが、定員を

超えた場合は、初めて申込みの方を優先させて頂きます。 

【選考決定】 

8 月 30 日(火)までにメールまたは文書にて結果をお知らせ

します。なお、通知が届かない場合は、ちばし地域づくり大学

校事務局（下記連絡先）までご連絡ください。 

 

応募の流れ 

【手続き上の注意事項】 

・申込書類の提出は 1 人 1 通に限ります。 

・受付期間後のクラス(曜日)の変更は原則として認められ

ません。 

・一度受理した申込書類については、受講を辞退されても

返却いたしません。 

・受講が決定した場合であっても、提出された申込書類の

記載と相違する事実が判明した場合には、受講を取り消す

ことがあります。 

※人と人との距離の確保など３密の回避には十分に留意

し、新型コロナウイルス対策を行い開催します。 受講生の

皆様は、マスクの着用や消毒・検温、体調不良の際には受

講を自粛するなどご協力をお願いいたします。 

個人情報の取り扱い  申し込み書類に記入された個人

情報については、受講関係事務以外の目的では使用しま

せん。法令、条例等に定める場合を除き、本人の同意なく

個人情報を第三者に提供することはありません。個人情報

に対する外部からの不正なアクセスに対して万全の対策を

行い、適正に管理します 

 

 

 

＜オンライン受講について＞ 

・基礎コース(土曜日)に参加の方、ステップアップコースの

Zoom 併用日にオンライン参加希望の方は、ウェブ会議

システム「Zoom」のダウンロードを各自行っていただく必要

があります。 

・接続確認の時間を設けるなどのサポートは行いますが、

基本的にはご自身でお願いいたします。 

・Zoom の利用料は無料ですが、ダウンロードや利用時

にかかる通信料は各自でご負担いただきます。 

【必要な機材】 

●パソコンまたはタブレット端末（スマートフォンでも可能

ですが、見づらい場合があります） 

●マイク・スピーカー・ウェブカメラ（機器に内蔵されている

場合はいずれも不要） 

※本講座は一方的なライブ配信ではなく、参加者の方に

発言していただく場合もありますので、マイクが使用でき、

お顔が写せるビデオオンが可能な状態でご参加ください。 

 

【問い合わせ・申込先・企画運営】  

認定 NPO 法人 ちば市民活動·市民事業サポートクラブ（ちばし地域づくり大学校事務局）  

Email  npo-club@par.odn.ne.jp   

☎ 043-303-1688 (平日 9:00~17:00) FAX では申込受付致しません 

〒261-0011 千葉市美浜区真砂 5-21-12 

 

 

受講申込フォーム 

https://forms.gle/3k5RiEQHqKiERv7DA


入門コース（実地3回含む全11回）・基礎コース（実地2回含む全14回）開講日程表

　【入門】金曜日：千葉市民会館

　【基礎】火曜日：美浜文化ホール　　土曜日：主にオンライン（記載日のみ千葉市文化センター）

講　座　名 内　　容 講 師 候 補

入門
金曜日
9:30～
11:30

基礎
火曜日
9:30～
11:30

基礎
土曜日
14:00～
16:00

オリエンテーション
本講座の目的とスケジュールについての

説明、受講生間の交流をはかる
ＮＰＯクラブ 9/16 9/6

9/17
(文化センター)

地域社会の状況とボラン

ティア、地域づくり活動の意

義

ボランティア、地域づくり活動についての

基礎知識を学ぶ

・千葉市生活支援

コーディネーター

・ＮＰＯクラブ

10/7 9/13 9/24

キックオフ講演会

「地域を耕す」活動

豊中市社協の実践から、「地域を耕

す」＝「”地域で困っている人を生みださ

ない仕組み”を大切だと思える人たちを

増やす」活動から学ぶ

勝部麗子さん

（豊中市社会福祉

協議会）

「まち探検」～まち歩きから

地域資源を発見

実際の町歩きを通して、地域の資源や

課題を把握する視点を持つ
千葉市民活動支援

センター
ー 10/4

10/8
(文化センター)

マッチングの会①
市内外で活動を知るとともに、実地体

験先を検討する場を設定

地域の活動団体

（4団体）
10/21 10/18 10/15

同上　② 同上 同上 10/28 10/25 10/22

実地体験の振り返り
体験先の団体の活動内容やボランティ

ア体験での気づきを共有しあう
ＮＰＯクラブ 12/16 12/13 12/10

今後の活動に向けたヒント

活動についての相談対応・情報提供先

組織についての案内と地域活動プラン

（活動計画）の作成ポイント

ー 12/20 12/17

これからのための交流会と

情報提供

活動についての相談対応・情報提供先

組織についての案内と交流
1/20 ー ー

地域活動プランの作成と意

見交換、交流

地域活動プラン（活動計画）について

の意見交換
ＮＰＯクラブ ー 1/17 1/14

プラン発表と意見交換①
地域活動プランの発表、意見交換を通

して、プランのブラッシュアップをはかる
ＮＰＯクラブ ー 1/24 1/21

同上　② 同上 ＮＰＯクラブ ー 1/31 1/28

全体の振り返り

修了式

受講生ひとりひとりから感想と今後につ

いて発表
ＮＰＯクラブ 1/27 2/14

2/18
(文化センター)

・土曜日オンラインクラスは、場所の記載のない日はZoomによるオンライン受講のみ

・どのコース・クラスも都合により日程などが変更になることがあります。ご了承ください。

10/1(土)

9:30～11:30
(千葉市民会館または

オンライン受講）

11/10～12/9 に

入門コースは3回以上

基礎コースは2回以上参加

・千葉市内の支援

機関

・ＮＰＯクラブ

実地体験
体験先の各団体

（現地集合/解散）

地域の活動団体でのボランティア体験

実施
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ステップアップコース(全14回) 開講日程表

＜会場＞千葉市民会館　　日程に「Zoom受講可」の記載のある日はオンライン受講も可

講　座　名 内容 講師候補
土曜日

9:30～11:30

オリエンテーション

自己紹介・目標設定

本講座の目的とスケジュールについての説明、

受講生間の交流をはかる
ＮＰＯクラブ 9/24

キックオフ講座

「地域を耕す」活動

（全クラス共通）

豊中市社協の実践から、「地域を耕す」＝「”地

域で困っている人を生みださない仕組み”を大切

だと思える人たちを増やす」活動から学ぶ

勝部麗子さん

（豊中市社会福祉

    協議会）

10/1
(Zoom受講可)

ボランティア、地域づくり活動の意義

地域活動事例から学ぶ①

主に千葉市内で活動する2団体により団体の

活動目的、活動内容等についての紹介

・ＮＰＯクラブ

・地域活動団体

（2団体）

10/8

地域活動事例から学ぶ②
主に千葉市内で活動する4団体により団体の

活動目的、活動内容等についての紹介

地域活動団体

（4団体）
10/15

団体運営のポイント「SNSの活用」

新型コロナ感染症拡大予防に配慮して、地域

の活動においてもLINEやZoomといったSNSの

活用の仕方について学ぶ

吉川亮さん

（㈱プロシード

             ジャパン）

10/22
(Zoom受講可)

【オープン講座】

団体運営のポイント「資金調達・情

報発信編」

NPO等の公益活動団体の資金調達について

学ぶ

徳永洋子さん

（ファンドレイジング・

                  ラボ）

10/29
(Zoom受講可)

【オープン講座】

「円滑な団体運営のためのファシリ

テーション」　基礎編

11/5
(Zoom受講可)

同上　　実践編
11/12

(Zoom受講可)

団体運営のポイント

「広報編」

「思わず参加したくなるチラシづくりのコツ」をテー

マに学ぶ

尾関栄二さん

（社会貢献情報紙

ユナイテッド・トゥモロー編

集長）

11/26
(Zoom受講可)

【オープン講座】

思いをカタチに　「活動内容の共有

とブラッシュアップに向けて」

現在の活動内容をもとに、活動をブラッシュアップ

するためのポイントを学ぶ
ＮＰＯクラブ 12/3

思いをカタチに　「地域活動プランに

ついての意見交換」

受講生それぞれが作成した地域活動プラン

（事業計画）をもとにした意見交換
ＮＰＯクラブ 12/17

地域活動プランの発表① 地域活動プランの発表と意見交換 ＮＰＯクラブ 1/14

地域活動プランの発表② 地域活動プランの発表と意見交換 ＮＰＯクラブ 1/28

修了式 受講生ひとりひとりから感想と今後について発表 ＮＰＯクラブ 2/11

・オープン講座は、他コースからもZoom 参加に限って受講できます

話し合いに参加できない、時間だけがかかって内

容が深まらない、どう進行して良いのか。ファシリ

テーションの基本と“コツ”を学び、実践につなげる

鈴木まり子さん

（日本ファシリテーショ

ン協会フェロー）

全クラス共通のキックオフ講演会には、全国初の

コミュニティソーシャルワーカー 勝部麗子さんがオンラインで登壇！

地域住民の参加と協力の輪を広げながら続けてこられた先進的な実践例は、府や

国の地域福祉のモデルともなりました。実践に基づく講演は説得力があり、

私たちに何ができるか考えるヒントと挑戦する勇気を与えてくれます
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千葉市民会館【入門、ステップアップコース会場】 

千葉市文化センター【基礎 オンラインクラスの一部の会場）】 

 

 

 

 

千葉市文化センター 

（千葉市中央区中央 2-5-1） 

千葉市美浜文化ホール 

【基礎 火曜日クラス会場】 

（千葉市美浜区真砂 5-15-2） 

 
・JR 京葉線 検見川浜駅 

より 徒歩８分 

・JR 総武線 新検見川駅 

より バス 10 分 

「美浜区役所」下車  

徒歩 2 分（新検見川駅 

南口バスロータリー4 番乗

場をご利用ください） 

※出来るだけ公共交通機関

をご利用ください 

千葉市民会館 

（千葉市中央区要町 1-1） 

＜会場アクセス＞ 

 

 

・ＪＲ総武線｢千葉駅｣または京成 

千葉線｢千葉中央駅｣より徒歩 10 

分（千葉駅からバスも利用可） 

・千葉都市モノレール「葭川公園駅」

より徒歩３分 

・地階 有料駐車場あり 

・自転車は周辺の有料駐輪場をご 

利用ください  

 

・JR｢千葉駅｣(JO28)東口より 

徒歩７分、 JR｢東千葉駅｣

(JO29)南口より徒歩３分、  

京成｢千葉駅｣(KS59)より徒歩

10 分 

・市民会館大ホール前「要町駐車 

場」 など近隣に有料駐車場あり 

・自転車は、大ホール前の駐輪場 

をご利用ください 

千葉市民会館 

美
浜
文
化
ホ
ー
ル 

千葉西 

高校 

千葉西警察署 

東京 
歯科大 

消防署 

美浜 
区役所 

美浜 
郵便局 

美浜区役所 

前バス停 

海浜病院 

幕張メッセ 

花
見
川 

東京湾 



　　　令和4年度 ちばし地域づくり大学校 受講申込書

氏名 フリガナ

昭和

平成

住所

電話番号

携帯番号

住所・生年月

日の確認方

法

特記事項

注意事項（必ずお読みください）

1. 太枠内を楷書で記入のうえ、記入漏れがないかご確認ください。

前問で、2、3とご回答の方はどこで入手しましたか？

1. 千葉市役所    　2.市民活動支援センター    　3.生涯現役応援センター   4.生涯学習

センター　　5.NPOクラブ　　　6.その他(　　                                                   )

提出日　　　　2022 年　　　　月　　　 日

性別　　　　 年　　　　 月　　　　 日

配慮が必要なことなど事務局に伝えておきたいことがあればご記入ください。

2.　千葉市外在住の方、住民基本台帳の閲覧に同意されない方は、公的機関の発行する文書で住所・

　　氏名・生年月日を確認できるもの（運転免許証・マイナンバーカード・健康保険被保険者証の写し、

　　または住民票のいずれか一通）を添付ください。

〒

ファイル添付のできる日頃メールチェックしているアドレスをお持ちでしたら、必ずご記入ください

■ちばし地域づくり大学校への応募の動機や地域での活動への思いなどを下記にご記入ください。

メールアドレス

入門コース

金曜日クラス

９:30~11:30

千葉市民会館

基礎コース

火曜日クラス

9:30～11:30

美浜文化ホール

基礎コース

土曜日クラス

14:00~16:00

主にオンライン(一部、

千葉市文化センターで実施)

大学校の募

集を知ったきっ

かけ

(該当する番号

を○で囲んでく

ださい。複数回

答可)

生年月日

希望クラス

（該当欄に○

をしてください）

1.　市政だより　　　　　　2. チラシ　　　　　3.募集要項　　　　　　　4. ポスター

5.　ホームページ　　　　　6.  フェイスブック　　　7.　メール　　　　　8.　知人の紹介

9.　ラジオ　 　 10. その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

同意される場合は、必ず下記の□にチェックを入れてください。チェックのない方及び市外在住

の方は、欄外下部に記載の証明書類を郵送または画像送信してください。

□　本人確認のために、千葉市担当課で住民基本台帳を閲覧することに合意します

ステップアップコース

土曜日クラス

9:30~11:30

千葉市民会館

(Zoom受講可の講座あり)

切

り

取

っ

て

郵

送

し

て

く

だ

さ

い



 

 

受講申込はこちら 

↓↓↓ 

ちばし地域づくり大学校  

 
 

地域の力になる。 
地域デビューの人も、改めて学びたい人も 

地域とつながるそれぞれのカタチをさがす 

学びの場 

問い合わせ・お申込み・企画運営 

NPOクラブは、千葉県の地域づくりをコーディネートする団体です 

認定 NPO法人 ちば市民活動・市民事業サポートクラブ  

               （通称 NPOクラブ） 

〒261-0011 千葉市美浜区真砂 5-21-12 

TEL 043-303-1688 (受付時間 平日 9:00～17:00) 

FAX  043-303-1689   Email  npo-club@par.odn.ne.jp 

URL  https://npoclub.com  

 

【主催  千葉市】  

 

受講生の声 

昨
年
度
受
講
生
の
ア
ン
ケ
ー
ト

回
答
か
ら
の
抜
粋
で
す 

何が学べるのか分からず参加し

たが、自分が何をやりたいか何が

出来るか気づく場となった。一歩を

踏み出す勇気が出ました 

勝部麗子さんの講演では、その

行動力にびっくりし、刺激を受けま

した。圧倒的な熱量、努力に感

動し、前向きな姿勢に勇気を頂き

ました。 

 

 

多くの人の活動プランを聞くこ

とで新たな気づきや情報を得る

ことができました。自分にとっても

改めて自分の思いを再確認す

るいい機会になりました 

オンラインでのカリキュラム実

施に不具合はあまり感じな

かったので、今後も継続して

ほしい。オンラインだから、仕

事をしながらでも続けられた 

 

 

改めて活動を見直すとても良い機

会になりました。様々な活動に携わる

皆さんの心意気に感動しました。今

後は益々地域づくり、市民活動に関

わっていきたいと思っています。本当に

この講座に参加してよかったです。 

 

実地体験をきっかけに、様々な

地域活動への参加のハードルが

無くなった。今後も定期的に参

加していきたい。団体の人たちの

情熱、志に圧倒された。団体に

よって活動の大きさやハードさ、

個人の関わり方が違うのも良く分

かった。 

 

 

ステップアップコース 

に参加した方より 

 


