
2016年度　講師派遣事業実績
No 日付 曜日 研修名 主催団体 派遣講師

1 1月13日 水 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

2 1月18日 月 ボランティアコーディネーター研修 新潟市社会福祉協議会 唐木理恵子

3 ㋀15日・22日・29日 金 あま市「福祉ボランティア講座」 ぎょうせい（愛知県あま市）
野尻　紀恵

加留部貴行

4 1月30日 土
東三河ボランティア集会 ボランティアやさしさあふれる支えあい

～未来へつなげる第一歩～
東三河ボランティア集会実行委員会 加留部貴行

5 1月30日 土 市町村社協ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｺｰﾃﾞ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

6 2月1日 月 平成27年度ボランティア研修会 江津市社会福祉協議会 早瀬　昇

7 2月4日 木 中間支援組織等の機能強化セミナー 杜の伝言板ゆるる（仙台市） 後藤麻理子

8 2月4日 木 ボランティアコーディネーター講座 藤沢市社会福祉協議会 唐木理恵子

9 2月5日 金 社会福祉施設ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動推進研修会-施設長・管理者編- 熊本県社会福祉協議会 石井祐理子

10 2月6日 土 平成27年度　まちづくり協議会活動発表会 坂井市役所（福井県） 岡村こず恵

11 2月7日 日 ふじのくに災害ボランティアコーディネーター養成講座 御殿場市社会福祉協議会 疋田恵子

12 2月9日 火 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 2月22日 月 平成27年度　ボランティアコーディネーター研修 横浜市社会福祉協議会 小原宗一

14 2月22日 月 平成28年度ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ養成研修【基礎編】 三重県社会福祉協議会 加留部貴行

15 2月28日 日 葉山災害ボランティアセンター設置運営訓練 葉山町社会福祉協議会 城　千聡

16 3月3日 木 平成27年度施設のボランティア担当者スキルアップ研修会 大津市社会福祉協議会 筒井のり子

17 3月8日 火 施設等ボランティアコーディネーター研修（基礎編) 福生市社会福祉協議会 小原宗一

18 3月8日 火 市社協・区社協ボランティア（活動振興）センター運営懇談会 川崎市多摩区社会福祉協議 加留部貴行

19 3月8日 火 平成27年度　福祉施設のためのボランティア受け入れ講座 栃木県社会福祉協議会 妻鹿ふみ子

20 3月14日 月 ボランティア入門講座 川崎市多摩区社会福祉協議会 後藤麻理子

21 3月16日 水 ボランティアコーディネーター研修 市原市社会福祉協議会 後藤麻理子

22 3月18日 水 平成27年度ボランティア活動リーダー養成研修会（企業編） 栃木県社会福祉協議会 加留部貴行

23 3月23日 水 協働のまちづくり講演会 阿見町役場 池田幸也

24 3月28日 月 ボランティア活動基礎講座 所沢市社会福祉協議会 早瀬　昇

25 4月25日 月 ボランティア・ステーション新学生スタッフ研修会 青山学院大学 唐木理恵子

26 4月26日 火 ボランティア・ステーション新学生スタッフ研修会 青山学院大学 唐木理恵子

27 4月27日 水 平成28年度区町村ボランティア・市民活動センターの役割 東京都社会福祉協議会 唐木理恵子

28 5月11日・12日 水・木 福祉職員職務階層別研修（初任者） 東京都社会福祉協議会 後藤麻理子

29 5月16日 月 第1回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 南　多恵子

30 5月17日・18日 火・水 福祉職員職務階層別研修（初任者） 東京都社会福祉協議会 後藤麻理子

31 5月19日・20日 木・金 市町村社会福祉協議会生活支援相談研修会（基礎編） 福島県社会福祉協議会

筒井のり子

後藤麻理子

栗原穂子

32 5月21日 土 地域福祉活動・ボランティア活動パワーアップ塾 港区社会福祉協議会 妻鹿ふみ子

33 5月22日・29日・6月5日 日 若者たちで明日の福島をつなぐプロジェクト 市民公益活動パートナーズ 後藤麻理子

34 6月1日・2日 水・木 福祉職員職務階層別研修（初任者） 東京都社会福祉協議会 後藤麻理子

35 6月4日 土 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

36 6月8日 水 ボランティア受入担当者研修会（仮） 新潟市中央区社会福祉協議会 唐木理恵子

37 6月9日 木 ボランティア受入担当者研修会（仮）
新潟市　西区・西浦区・南区

ボランティア市民活動センター
唐木理恵子

38 6月10日 金 ボランティアコーディネーター研修 新潟市社会福祉協議会 唐木理恵子

39 6月10日 金 ボランティアコーディネート基礎研修Ⅰ 群馬県社会福祉協議会 後藤麻理子

40 6月16日 木 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 6月21日・22日 火・水 福祉職員職務階層別研修（初任者） 東京都社会福祉協議会 後藤麻理子

42 6月22日 水
じぶんの町を良くする会議

第7回赤い羽根全国ミーティング　in　宮城
中央共同募金会 城 千聡

43 6月28日・29日 火・水 ボランティア受入福祉施設等担当者研修（基礎編） 福島県社会福祉協議会 後藤麻理子

44 6月30日・7月7日 木・木 ボランティアコーディネーター養成講座 八潮市社会福祉協議会 後藤麻理子

45 7月2日 土 ボランティア研究集会 群馬県社会福祉協議会 妻鹿ふみ子

46 7月4日・5日 月・火 平成28年度岩手県社会福祉研修 岩手県立大学 加留部貴行

47 7月5日 火 ボランティア・地域づくり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

48 7月5日・6日 火・水 ボランティア受入福祉施設等担当者研修（ステップアップ編） 福島県社会福祉協議会 後藤麻理子

49 7月9日 土 ボランティアコーディネーター研修 松山市社会福祉協議会 筒井のり子

50 7月12日 火 平成28年度ボランティアコーディネーター研修　基礎コース 神奈川県社会福祉協議会 唐木理恵子



No 日付 曜日 研修名 主催団体 派遣講師

51 7月13日 水 ボランティア論 目黒区 小原宗一

52 7月13日・14日 水・木 福祉職員職務階層別研修（中堅） 東京都社会福祉協議会 後藤麻理子

53 7月20日 水 平成28年度　福祉従事者研修４ 特定非営利活動法人福祉経営ネットワーク 後藤麻理子

54 7月21日 木 地域に根ざす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

55 7月26日・27日 火・水 福祉職員職務階層別研修（中堅） 東京都社会福祉協議会 後藤麻理子

56 7月29日 金 市民協働推進会議 大和高田市 早瀬　昇

57 8月１日・31日 月・水 市町村社協ボランティアコーディネーター研修 富山県社会福祉協議会
妻鹿ふみ子

疋田恵子

58 8月2日 火 施設ボランティア受入担当者研修 富山県社会福祉協議会 妻鹿ふみ子

59 8月5日 金 平成28年度ボランティアコーディネーター養成研修会 沖縄県社会福祉協議会 唐木理恵子

60 8月23日 火 社会福祉施設等ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ受け入れ担当者連絡会および研修会 宮古市社会福祉協議会 小原宗一

61 8月25日 木 にゃんともTAMAるボランティアポイント研修会
多摩市社会福祉協議会

多摩ボランティア・市民活動センター
後藤麻理子

62 8月25日 木 第17回木曽ブロックボランティア地域活動フォーラム 木曽町社会福祉協議会 筒井のり子

63 9月2日 金 地域に根ざす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

64 9月13日 火 中間支援組織等職員研修会 長崎県民ボランティア活動支援センター 今村晃章

65 9月13日 火 外国人案内ボランティアコーディネーター研修 埼玉県国際交流協会 後藤麻理子

66 9月14日 水 平成 28 年度 第 1回災害 ボランティア センター運営者研修 全国社会福祉協議会 城 千聡

67 9月24日 土 第19回ふくしまボランティアフェスティバル 福島県社会福祉協議会 三田響子

68 9月24日 土 第57回BBS会員中央研修会 日本BBS連盟 小原宗一

69 9月27日・28日 火・水 福祉職員職務階層別研修（中堅） 東京都社会福祉協議会 後藤麻理子

70 10月4日 火 コーディネーター研修（後期） 大田文化の森運営協議会 後藤麻理子

71 10月11日 火 地域に根ざす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

72 10月13日 木 ボランティアセンター各種講習会事業 座間市社会福祉協議会 後藤麻理子

73 10月15日 土 研修名・テーマ調整中 大和高田市 早瀬 昇

74 10月20日・21日 木・金 市町村社会福祉協議会生活支援相談研修会（基礎編） 福島県社会福祉協議会

筒井のり子

後藤麻理子

栗原穂子

75 10月21日 金
ウィリング横浜主催研修　地域力を高める

No.2「福祉保健施設のためのボランティア研修」

横浜市社会福祉協議会

福祉保健研修交流センターウィリング横浜
妻鹿ふみ子

76 10月21日 金
戸塚区社会福祉協議会

ボランティア分科会・市民活動推進分科会　合同研修
横浜市戸塚区社会福祉協議会 小原宗一

77 10月26日 水
平成28年度ボランティアコーディネーター研修

（スキルアップAコース）
神奈川県社会福祉協議会 後藤麻理子

78 10月29日 土 地域福祉活動・ボランティア活動　パワーアップ塾　交流会 港区社会福祉協議会 妻鹿ふみ子

79 11月2日 水・金 ボランティアコーディネーター研修 宮城県社会福祉協議会 妻鹿ふみ子

80 11月9日 水 ボランティア入門講座 川崎市多摩区社会福祉協議会 後藤麻理子

81 11月10日 木 茨城県第８ブロック青少年相談員連絡協議会合同研修会 茨城県県西地区社会教育主事連絡協議会 土崎雄祐

82 11月10日 木 中間支援力アップ研修 横浜市市民活動支援センター 早瀬 昇

83 11月10日・17日・24日 木 かながわコミュニティカレッジ ソーシャルコーディネートかながわ 後藤麻理子

84 11月14日 月 町民活動センター事業 阿見町役場 後藤麻理子

85 11月15日 火 地域に根ざす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

86 11月16日 水 施設ボランティアコーディネーター連絡会 港区社会福祉協議会 唐木理恵子

87 11月16日 水
平成28年度ボランティアコーディネーター研修

（スキルアップBコース）
神奈川県社会福祉協議会 後藤麻理子

88 11月18日 金 平成28年度「社会福祉施設職員の地域福祉実践力向上研修」 大阪府社会福祉協議会 妻鹿ふみ子

89 11月22日 水 ボランティアコーディネーター養成研修 高槻市社会福祉協議会 筒井のり子

90 11月29日 火 施設ボランティア受け入れ担当者研修会 鶴岡市社会福祉協議会 後藤麻理子

91
9月29日・10月27日

11月17日・12月15日
木 個別支援ボランティアのためのボランティアコーディネーション研修 三重県社会福祉協議会

筒井のり子

戸田千登美

92 11月30日・12月9日 水 外国人案内ボランティア研修 埼玉県国際交流協会 西川 正

93 12月4日 日 ボランティア・クルーの人材養成事業 特定非営利活動法人あしぶえ 池田幸也

94 12月5日 月 平成28年度マネジメント強化事業 栃木県　県民生活部　県民文化課 加留部貴行

95 12月13日 火 地域に根ざす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

96 12月19日 月 茅ヶ崎市地区ボランティア連絡会 茅ヶ崎市社会福祉協議会 小原宗一

97 12月21日 水 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

98 12月21日 水 地域住民（ボランティア）が活き活き活動するための研修 静岡県社会福祉協議会 疋田恵子


