
２０１8年度　講師派遣事業実績一覧

No 月 開催地 研修・事業名など 団　体　名 講　師

1 東京都 キャリアパス対応生涯研修課程「初任者研修」 東京都福祉人材センター 後藤 麻理子

2 三重県 ボランティアコーディネーター養成研修事業 三重県社会福祉協議会 筒井 のり子

3 東京都 学びを通じた地域創生東京コンファレンス2018 東京ｺﾝﾌｧﾚﾝｽ実行委員会（事務局：東京大学） 後藤 麻理子

4 徳島県 徳島県市町村社協職員連絡会ボランティアコーディネート部会研修会 とくしま住民参加型在宅福祉サービス団体連絡会 小原　宗一

5 徳島県 地域のささえあい担い手養成講座 とくしま住民参加型在宅福祉サービス団体連絡会 小原　宗一

6 東京都 ボランティア講座 檜原村社会福祉協議会 安藤 雄太

7 長野県 第33回上伊那ブロックボランティア交流研究集会 箕輪町社会福祉協議会 唐木 理恵子

8 岐阜県 ボランティア交流会 中津川市社会福祉協議会 筒井 のり子

9 宮崎県 社協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 加留部 貴行

10 東京都 中間支援組織スタッフのための支援力アップ塾企画・評価委員会 東京都社会福祉協議会 唐木 理恵子

11 埼玉県 ボランティア支援員養成講座 八潮市社会福祉協議会 後藤 麻理子

12 長野県 長野県高等学校文化連盟ボランティア専門部会福祉研究大会 長野県高等学校文化連盟ボランティア専門部会 池田 幸也

13 埼玉県 ボランティアコーディネーター現任研修 埼玉県社会福祉協議会 小原 宗一

14 群馬県 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

15 群馬県 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

16 島根県 ボランティアコーディネータースキルアップ研修 島根県社会福祉協議会 上田 英司

17 神奈川県 茅ヶ崎市地区社会福祉協議会 2月研修会 茅ヶ崎市社会福祉協議会 疋田 恵子

18 東京都 新入社員研修 社会福祉法人ナオミの会 後藤 麻理子

19 神奈川県 海老名市社会福祉協議会 組合員研修 海老名市社会福祉協議会 疋田 恵子

20 滋賀県 民生委員児童委員指導者（会長・副会長）研修 滋賀県社会福祉協議会 加留部 貴行

21 福島県 ボランティアのつどい～繋げようボランティアのわ～ 福島市社会福祉協議会 栗原 穂子

22 鹿児島県 コミュニティワーカー研修会(基礎編・実践編） 鹿児島県社会福祉協議会 加留部 貴行

23 東京都 職員研修「ボランティアコーディネーター研修」 社会福祉法人賛育会 唐木 理恵子

24 滋賀県 民生委員児童委員指導者（会長・副会長）研修 滋賀県社会福祉協議会 加留部 貴行

25 東京都 施設ボランティア受入れ担当者情報交換会 多摩市社会福祉協議会 小原 宗一

26 長野県 信濃町ボランティア交流会 信濃町社会福祉協議会 加留部 貴行

27 神奈川県 市社協・区社協ボランティアセンター運営委員会懇親会（研修会） 川崎市社会福祉協議会 加留部 貴行

28 東京都 ファンドレイジング・日本2018 日本ファンドレイジング協会 早 瀬  昇

29 東京都 ボランティアコーディネーター研修 株式会社ギオン（町田市総合体育館） 後藤 麻理子

30 神奈川県 ボランティア交流会 藤沢市社会福祉協議会 三田 響子

31 東京都 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

32 ４月 東京都 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

33 東京都 キャリアパス対応生涯研修課程「初任者研修」（既卒者） 東京都福祉人材センター 後藤 麻理子

34 石川県 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 唐木 理恵子

35 福島県 市町村社会福祉協議会 生活相談員等研修会（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

36 東京都 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

37 大阪府 教育訓練事業 施設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

38 熊本県 市町村社協ボランティア活動推進者研修会 熊本県社会福祉協議会 加留部 貴行

39 東京都 城北ブロックボランティアセンター共催講座 城北ブロックボランティアセンター連絡会議 妻鹿 ふみ子

40 岩手県 岩手県社会福祉研修 岩手県立大学 加留部 貴行

41 東京都 つながれひろがれちいきの輪inTOKYO 実施担当者向け説明会 東京都社会福祉協議会 唐木 理恵子

42 東京都 福祉人材確保ネットワーク事業「採用時合同研修」 東京都福祉人材センター 後藤 麻理子

43 富山県 ボランティアコーディネーター研修等研修 富山県社会福祉協議会 唐木 理恵子

44 東京都 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

45 福島県 ボランティア受入福祉施設等担当者研修（福島） 福島県社会福祉協議会 後藤 麻理子

46 福島県 ボランティア受入福祉施設等担当者研修（郡山） 福島県社会福祉協議会 後藤 麻理子

47 福島県 ボランティア受入福祉施設等担当者研修（会津） 福島県社会福祉協議会 後藤 麻理子

１月

２月

３月

５月

６月



No 月 開催地 研修・事業名など 団　体　名 講　師

48 東京都 中間支援組織スタッフのための支援力アップ塾企画・評価委員会 東京都社会福祉協議会 唐木 理恵子

49 大阪府 子ども・若者に関わる人たちが備えよう！ボランティアコーディネーション力 暮らしづくりネットワーク北芝 青山 織衣

50 東京都 新入社員研修（振り返り研修） 社会福祉法人ナオミの会 後藤 麻理子

51 岩手県 北股地区振興会役員研修 岩手県立大学 後藤 麻理子

52 岩手県 奥州市で暮らし続けるためのボランティアの集い（講演） 奥州市社会福祉協議会 後藤 麻理子

53 岩手県 奥州市で暮らし続けるためのボランティアの集い（ワークショップ） 奥州市社会福祉協議会 後藤 麻理子

54 滋賀県 福祉施設等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

55 滋賀県 草津市民生委員児童委員協議会全員研修 草津市民生委員児童委員協議会 加留部 貴行

56 東京都 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

57 東京都 福祉従事者研修：ボランティアマネジメント 福祉経営ネットワーク 後藤 麻理子

58 石川県 介護支援ボランティアポイント制度活動対象施設受入担当者研修 金沢市社会福祉協議会 小原 宗一

59 東京都 キャリアパス対応生涯研修課程「初任者研修」（既卒者） 東京都福祉人材センター 後藤 麻理子

60 東京都 障がい者スポーツ指導員（初級）養成講習会 目黒区 小原 宗一

61 三重県 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 唐木 理恵子

62 東京都 キャリアパス対応生涯研修課程「初任者研修」（新卒者） 東京都福祉人材センター 後藤 麻理子

63 兵庫県 第１回 ボランティアコーディネーター研修会 神戸市社会福祉協議会 筒井 のり子

64 三重県 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

65 東京都 キャリアパス対応生涯研修課程「中堅職員研修」① 東京都福祉人材センター 後藤 麻理子

66 静岡県 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

67 福島県 市町村社会福祉協議会 生活支援相談員テーマ別研修会（郡山） 福島県社会福祉協議会 後藤 麻理子

68 福島県 市町村社会福祉協議会 生活支援相談員テーマ別研修会（富岡） 福島県社会福祉協議会 後藤 麻理子

69 岐阜県 福祉施設ボランティアマネジメントリーダー養成講座 岐阜県社会福祉協議会 石井 祐理子

70 東京都 基礎教養科目：ボランティア論（ボランティアコーディネーション） 学習院大学 後藤 麻理子

71 東京都 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（9－12月） 東京都社会福祉協議会 唐木 理恵子

72 三重県 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

73 静岡県 ボランティアコーディネーター養成研修 静岡県社会福祉協議会 加留部 貴行

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

75 東京都 キャリアパス対応生涯研修課程「中堅職員研修」⑤ 東京都福祉人材センター 後藤 麻理子

76 宮城県 ボランティアコーディネーター研修（応用編） 宮城県社会福祉協議会 妻鹿 ふみ子

77 東京都 キャリアパス対応生涯研修課程「中堅職員研修」⑥ 東京都福祉人材センター 後藤 麻理子

78 東京都 朝日こどもの未来九州ブロック大会 朝日新聞厚生文化事業団 早 瀬  昇

79 宮城県 ボランティアコーディネーター研修（応用編） 宮城県社会福祉協議会 小原 宗一

80 東京都 中間支援組織スタッフのための支援力アップ塾企画・評価委員会 東京都社会福祉協議会 唐木 理恵子

81 岐阜県 福祉サポーター養成講座 池田町社会福祉協議会 井岡 仁志

82 栃木県 市民協働による地域づくり講演会 佐野市役所 西 川  正

83 長野県 ボランティアセンター事業委託 軽井沢町社会福祉協議会 唐木 理恵子

84 富山県 アクティブシニア養成講座 高岡市社会福祉協議会 唐木 理恵子

85 大阪府 第１回大阪市生活支援体制整備事業研修会 大阪市福祉局 早 瀬  昇

86 三重県 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

87 静岡県 静岡県自治会連合会東部支部代表者会議 静岡県自治会連合会東部支部 井岡 仁志

88 岐阜県 ボランティア講座 岐阜市教育文化振興事業団 小原 宗一

89 群馬県 第27回ボランティア・市民活動団体情報交換会 伊勢崎市 土崎 雄祐

90 岐阜県 瑞穂市社会福祉協議会 福祉総合相談センター研修会 瑞穂市社会福祉協議会 加留部 貴行

91 東京都 町田市食育ボランティア勉強会 町田市保健所 疋田 惠子

92 埼玉県 ボランティアコーディネーター現任研修 埼玉県社会福祉協議会 唐木 理恵子

93 三重県 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

94 大阪府 公務員力を高める 大阪公共サービス政策センター 早 瀬  昇

95 神奈川県 ボランティアコーディネーター研修（基礎編） 川崎市社会福祉協議会 唐木 理恵子

96 長野県 課題別ボランティア講座 長野市社会福祉協議会 筒井 のり子
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