
2014年度　講師派遣事業実績一覧

NO 研修名 主催団体 派遣講師

1 ボランティアコーディネーター養成研修（基礎編） 栃木県社会福祉協議会 唐木理恵子

2 茨城県ボランティア活動研究集会 茨城県社会福祉協議会 小原　宗一

3 ボランティアセンター・市民活動支援センター研修会 千葉県環境生活部 筒井のり子

4 ボランティアコーディネーター養成研修（受入れ編） 栃木県社会福祉協議会 後藤麻理子

5 ボランティアコーディネーター研修会 宮崎県社会福祉協議会 唐木理恵子

6 福祉教育講演会 佐野市社会福祉協議会 長沼　豊

7 社会福祉施設等ボランティア受入担当者基礎研修 千葉県社会福祉協議会 唐木理恵子

8 地域の力 パワーアップセミナー 竹原市社会福祉協議会 加留部貴行

9 災害ボランティアコーディネーター養成講座 静岡県危機管理部 後藤麻理子

10 市民社会をつくるボランタリーフォーラムTOKYO2014 東京ボランティア・市民活動センター 後藤麻理子

11 ボランティア講習会 ＮＰＯ）ａｌａクルーズ 加留部貴行

12 施設・団体におけるボランティアコーディネーション研修 前橋市社会福祉協議会 後藤麻理子

13 福祉施設職員・ボランティア交流研修会 朝日町社会福祉協議会 唐木理恵子

14 東京都ＢＢＳ連盟及び関東地方ＢＢＳ連盟会員交流会 東京都ＢＢＳ連盟 疋田　恵子

15 地域の世話やきさん・いきいきサロン講座 安曇野市社会福祉協議会 筒井のり子

16 ボランティアコーディネーター養成研修会 新潟県社会福祉協議会 唐木理恵子

17 施設等ボランティアコーディネーター研修 福生市社会福祉協議会 小原　宗一/唐木理恵子

18 企業の社会貢献活動を考える集い 島根県社会福祉協議会 早瀬　昇

19 ボランティア基礎講座 岐阜市生涯学習センター 筒井のり子

20 小地域福祉活動者のつどい 山口県社会福祉協議会 加留部貴行

21 ボランティアコーディネーター研修 京都市福祉ボランティアセンター 南　多恵子

22 ボランティア受入施設担当者研修会 新潟市北区社会福祉協議会 小原　宗一

23 更生保護女性会会員・ＢＢＳ会員特別研修会 法務省(更生保護女性会・ＢＢＳ会） 後藤麻理子

24 小山市制60周年記念 栃木県小山市　市民生活課 唐木理恵子

25 定例研修会 日本病院ボランティア協会 筒井のり子

26 ボランティアコーディネート講座 あきる野市社会福祉協議会（東京） 後藤麻理子

27 区市町村ボランティア・市民活動センター新任研修 東京都社会福祉協議会 唐木理恵子

28 市町村社協生活支援相談員研修会 福島県社会福祉協議会 筒井のり子/後藤麻理子

29 赤十字防災ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾘｰﾀﾞｰ･ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ研修会 日本赤十字社 後藤麻理子

30 福祉職員職務階層別研修（初任者研修） 東京都福祉人材センター研修室 後藤麻理子

31 ボランティア連絡協議会代表者会議 岐阜県社会福祉協議会 加留部貴行

32 社会福祉施設等ボランティアコーディネーター・施設ボランティア研修会 東大阪市社会福祉協議会 筒井のり子

33 福祉職員職務階層別研修（初任者研修） 東京都福祉人材センター研修室 後藤麻理子

34 ボランティアコーディネーター研修 新潟市西区社会福祉協議会 唐木理恵子

35 福祉職員職務階層別研修（初任者研修） 東京都福祉人材センター研修室 後藤麻理子

36 ボランティアコーディネーター研修 川崎市社会福祉協議会 唐木理恵子

37 中間支援組織スタッフのための支援力アップ塾 東京都社会福祉協議会 唐木理恵子

38 ボランティアコーディネート研修会 静岡県ボランティア協会 後藤麻理子

39 ボランティア受け入れ施設等担当者研修〔基礎編〕 福島県社会福祉協議会 後藤麻理子

40 施設・団体等ボランティア担当者研修会 大田区社会福祉協議会 後藤麻理子

41 ボランティアコーディネーター研修 柏崎市社会福祉協議会 唐木理恵子

42 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ担当者・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱコーディネーター研修会 茨城県社会福祉協議会 唐木理恵子

43 市町村社協ボランティアセンター情報連絡会議 岐阜県社会福祉協議会 後藤麻理子

44 ボランティアコーディネート基礎研修 群馬県社会福祉協議会 唐木理恵子

45 福祉職員職務階層別研修（中堅職員研修） 東京都福祉人材センター研修室 後藤麻理子

46 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ受け入れ施設等担当者研修〔ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ編〕 福島県社会福祉協議会 後藤麻理子

47 ボランティアコーディネーター養成研修 所沢市社会福祉協議会 後藤麻理子

48 ボランティアコーディネーター研修 長野県社会福祉協議会 筒井のり子

49 子育てひろば全国連絡協議会理事研修 NPO）子育てひろば全国連絡協議会 唐木理恵子

50 ボランティア・地域活動コーディネート力講座 長野市社会福祉協議会 筒井のり子

51 障がい者スポーツ指導員養成講習会 目黒区　文化・スポーツ振興課 小原　宗一

52 ボランティアマネジメント講座 横浜市戸塚区社会福祉協議会 後藤麻理子

53 多文化社会コーディネーター養成講座 東京外国語大学 妻鹿ふみ子

54 多文化社会コーディネーター養成講座 東京外国語大学 後藤麻理子

55 ボランティア出前講座 石川県社会福祉協議会 加留部貴行

56 ボランティアコーディネーター学習会 石川県社会福祉協議会 加留部貴行

57
市町村社協ボランティアコーディネーター
スキルアップ研修

鳥取県社会福祉協議会 井岡　仁志

58 ボランティアコーディネーターフォローアップ研修 鳥取県社会福祉協議会 井岡　仁志

59 ボランティアコーディネーター研修（基本コース） 神奈川県社会福祉協議会 妻鹿ふみ子

60 中間支援組織スタッフのための支援力アップ塾 東京都社会福祉協議会 後藤麻理子

61 日本社会教育学会第６１回研究大会 日本社会教育学会 小原　宗一

62 ＢＢＳ会員中央研修会 法務省・日本ＢＢＳ連盟 疋田　恵子

63 第23回全国ボランティアフェスティバル 岐阜県社会福祉協議会 加留部貴行

64 社会福祉施設等ボランティアコーディネーター研修 千葉市社会福祉協議会 疋田　恵子

65 住民福祉活動を進めるつどい 士別市社会福祉協議会（北海道） 後藤麻理子

66 ボランティア研修交流会 士別市社会福祉協議会（北海道） 後藤麻理子

67 テーマ別生活支援相談員研修 福島県社会福祉協議会 栗原　穂子

68 市町村社協生活支援相談員研修会 福島県社会福祉協議会 筒井のり子/後藤麻理子

69 地域支え合いの仕組み実施団体全体会議 埼玉県　共助社会づくり課 山崎　富一

70 生き生き活動応援講座 守山市社会福祉協議会（滋賀） 加留部貴行

71 かながわコミュニティカレッジ かながわ県民活動サポートセンター 後藤麻理子

72 チーフ向け生活支援相談員研修会 福島県社会福祉協議会 筒井のり子/後藤麻理子/栗原　穂子

73 ボランティア受入スキルアップ講座 長崎県社会福祉協議会 唐木理恵子

74 岩手県社会福祉研修 岩手県立大学 加留部貴行

75
市町村社協ボランティアコーディネーター研修会
/社会福祉施設及び社協ボランティア担当者研修会

鹿児島県社会福祉協議会 後藤麻理子

76 ボランティア受入れ施設・団体担当者研修会
鶴岡市社会福祉協議会
鶴岡市ボランティア連絡協議会

後藤麻理子

77 働く世代の地域デビュー応援講座 郡山市社会福祉協議会 栗原　穂子

78 ボランティアコーディネーター資質向上研修 北海道社会福祉協議会 筒井のり子

79 社会貢献活動推進セミナー 愛知県社会福祉協議会 筒井のり子

80 施設ボランティア担当者交流会 新潟市中央区社会福祉協議会 唐木理恵子

81 中間支援組織スタッフのための支援力アップ塾(実践スタディゼミ) 東京ボランティア・市民活動センター 唐木理恵子
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