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特定非営利活動法人 Facilitator Fellows
理事長 岡 部

和 夫

第 31 回体験学習ファシリテータースキル養成講座のご案内
紅葉の便りと雪の便りが同時にやってきたこの秋。みなさまいかがお過ごしでしょうか。
当法人では過去10年、30回にわたり、学習や地域振興の場における多様な人間関係を円滑にするた
めの「ファシリテーター養成」を実施しております。
これらは年３回の標記講座（裏面参照）を通し、ファシリテーターに重要とされるコミュニケーショ
ン、リーダーシップ、価値観などのトレーニングを、講義とワークショップを通した「体験から学ぶ」
手法を取り入れ展開するものであり、市民活動に携わる方、福祉・医療に従事する方、会社員や学校教
育に従事されている方、学生や主婦の方々など多様な方々にご参加いただいております。
今回は、名寄市社会福祉協議会並びに名寄市ボランティアセンターが開催する「平成24年度第３回市
民ボランティア講座」、障がい者の地域生活を支援する会が開催する「会員研修会」を兼ねて実施する
ほか、道北地区障害者スポーツ指導者協議会様にご協賛いただくなど、多くの協力をいただきながら実
施いたします。
つきましては、別紙開催要綱をご覧の上、多数ご参加いただきますようお願い申し上げます。
皆様のご参加を心よりお待ちしております。

◆ 今回の講座はこんな方におススメ!!
○ 職場や NPO、サークルにおけるチームワークやリーダーシップを高めたい方
○ 自分の発揮するリーダーシップを発見したり、再確認したい方
○ リーダーとしての役割に悩んでいる方
○ 風通しの良い職場や、参加者自らが発言しやすい「場」を創造したい方、など

◆ 学習内容
グループ・プロセス／チーム機能としてのリーダーシップ／リーダーの役割と成熟した組織・個
／グループを観察するときの視点／フィードバック／などなど…
※本開催要綱は現在、共催団体との調整中であり、一部内容が変更になる場合があります。

特定非営利活動法人 Facilitator Fellows
私たちが取り組む６つのＵＰ
職業人・専門家としての Skill Up
学びの環境を整え、育てる Bring Up
仲間同士のサポート Follow Up
想いを共有する人へのエンパワメント Back Up
人材育成のための教材開発 Set Up
全ての仲間の自己実現へ向けての Start Up
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ＮＰＯ法人 Facilitator Fellows では、ファシリテーターとして身
につけたいスキル（４つの基本スキルと５つの実践スキル）、理論、あり方
を、年３回シリーズの“養成講座”を通して学ぶ場を設けています。

ファシリテーターの実践スキル
Ⅰ．フィードバックのスキル
Ⅱ．観察のスキル
Ⅲ．コンセンサス（合意形成）のスキル
Ⅳ．介入のスキル
Ⅴ．場をデザインするキル

６月
開催予定月と
学びの内容

基本スキルⅠ・Ⅱ／実践スキルⅠ
今回はこれ！

12 月
２月

基本スキルⅢ／実践スキルⅡ

基本スキルⅣ／実践スキルⅣ・Ⅴ

平成24年度第３回市民ボランティア講座／障がい者の地域生活を支援する会会員研修会 共催事業

第３１回体験学習ファシリテータースキル養成講座
【開催要綱（案）】Ver.0.5
1．目 的
対人援助スキルが必要とされる方々への学習と対人関係を潤滑させるためのファシリテーター
としてのあり方を学び、参加者それぞれが所属機関や社会の中でより良いファシリテーションスキ
ルを発揮し、対人関係の促進や効果的なコーディネーションやマネジメントに寄与する人材を育成
することを目指します。
なお、この講座はラボラトリーメソッドによる「体験から学ぶ」方法を取り入れ、個々の持つ感
受性、思考力、応用力、行動力を発揮し高める内容となっています。

テーマ：“チームワーク”と“リーダーシップ”、その“基本”
［講座のポイント］
１日目【基本スキル】― チームワークとリーダーシップの基本を学ぶ
２日目【実践スキル】― リーダーの役割とは何かを考える／フィードバックスキルを身につける

2．主 催
特定非営利活動法人 Facilitator Fellows

3．共 催
社会福祉法人名寄市社会福祉協議会／名寄市ボランティアセンター
障がい者の地域生活を支援する会

4．協 賛（予定）
道北地区障害者スポーツ指導者協議会

5．と き
2012年12月1日（土）10:00～17:00
～2日（日） 9:30～16:30

6．ところ
名寄市総合福祉センター（名寄市西1条南12丁目）

7．内 容
別紙プログラムのとおり
※ ただし、準備等の都合により、一部変更が生じる場合がありますのでご了承願います。

8．ファシリテーター
江上人材開発 代表 江 上

厚 氏

9．定 員
30名

10．参加締め切り
11月20日（火） 17:30まで
※ ただし、定員になりしだい締め切らせていただきます。

11．申し込み方法
別紙申込書に必要事項を記載の上、ＦＡＸまたはＥメール等でお申込ください。
※ 名寄市民の方は、名寄市社会福祉協議会（TEL:01654-3-9862）にお申し込みください。

12．参加費
下表のとおり
※ただし、名寄市社会福祉協議会が取りまとめた第３回市民ボランティア講座の参加者について
は参加費のみ無料。障がい者の地域生活を支援する会会員研修会への参加者、道北地区障害者
スポーツ指導者協議会会員については、参加日数によらず 3,000 円の参加費となります。
一 般
２日間
参加形態

全日程参加
いずれか
１日のみ参加

会 員

高校・大学生

12,000 円（※１）

10,000 円（※１）

8,000 円（※１）

7,000 円（※１）

5,000 円（※１）

4,000 円（※１）

１日目昼

0,600 円（※２）

２日目昼

0,600 円（※２）

弁 当 代

交流会費

3,500 円（※３）

※１）参加費のほか、１日につき200円のドリンク料をお受けしております。
※２）講座の運営上、お弁当の注文をお願いいたします。不要の場合は別途お申し付けください。
※３）１日目終了後、任意参加による交流会を開催いたします。参加希望の方は当日、受付で会費
をお受けいたします。

13．宿泊斡旋
会場近郊のホテルを斡旋しております（先着順）。 部屋数に限りがありますので申し込み時に事
務局へご確認ください。
■グランドホテル藤花 １泊朝食付き 4,725円（7室）、5,775円（3室）
名寄市西５条南４丁目 TEL：01654－3－2323

http://www.fujika.jp

14．個人情報の取扱い
①主催者が取得する個人情報は、当事業及び今後の研修等のご案内にのみ限定して使用します。
②申込みされた方のお名前や所属機関等申込時に記入いただきました情報は、当日の資料・名簿に
掲載させていただきますのでご了承ください。

15．キャンセル料
準備の都合上、11 月 26 日（月）18 時以降のキャンセルについては、キャンセル料（受講料の
半額）が発生いたしますのでご留意願います。なお、払い戻しにかかる銀行振込料はご負担願い
ます。

16．その他
①当事業並びに主催者等に関する詳細につきましては、ホームページをご覧下さい。
②参加申込書並びに開催要綱はホームページからもダウンロードできます。
③非会員の方で開催当日までに入会の意思をお伝えいただいた場合は、参加費を会員扱いでお申し
込みいただけます。

17．お問い合わせ先
特定非営利活動法人Facilitator Fellows
〒004-0022 札幌市厚別区厚別南２丁目７－２８
ＴＥＬ：090-9523-7996

ＦＡＸ：011-801-7451

Ｍａｉｌ： info@facili.jp

ＵＲＬ：http://www.facili.jp

←前回（第 30 回）講座の様子

第 31 回体験学習ファシリテータースキル養成講座〈プログラム〉
テーマ：“チームワーク”と“リーダーシップ”、その“基本”
本講座は、グループワーク演習を中心に進行されますが、これらの体験と同時に、人間関係構築や組織づくりのための
効果的な方法などについて学ぶこともできます。また、１日のみの参加でもご安心いただけるように、学習プログラムは
各日完結するプログラムとなっております。
１日目から参加者の中からファシリテーター体験を希望する方にファシリテーター演習を実施していただき、フィード
バックの機会を設けながらファシリテーションスキルを磨いていただきます。

時間

１日目（12 月 1 日）
チームワークとリーダーシップの基本

２日目（12 月 2 日）
リーダーの役割とは何かを考える
フィードバックスキルを身につける

09:00~

■開場

■開場・受付

09:30~

■受付開始

10:00~

■開会
学習テーマとスケジュールの確認
チェックイン、ガイダンス
チームワークとリーダーシップの基本を学ぶ

■開会
学習テーマとスケジュールの確認
ファシリテーター演習③
☆Ｆ実習「アイスブレーキング」
リーダーの役割とは何かを考える
フィードバックスキルを身につける

10:30~
11:00~

１．グループ・プロセスの観察の視点
ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ「ﾁｰｸﾜｰｸのいいﾁｰﾑとはどんなﾁｰﾑ？」

11:30~
12:00~

ファシリテーター演習①
☆Ｆ実習「チームワーク実習」
小講義「グループ・プロセスの７つの視点」

12:30~
13:00~

ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ「リーダーの役割とは何か」

■昼 食（60 分）
■昼 食（60 分）

13:30~
14:00~

３．観察し、フィードバックする
小講義「何を観察しどうﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸするか」
ファシリテーター演習④
☆Ｆ実習「コンセンサス実習」

４．講座をとおしてフィードバックする
実習「ＰＭフィードバック」
２．リーダーシップを観察する視点
ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ「リーダーシップのある人とは？」

ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ「フィードバックから得られるもの」
小講義「こころの四つの窓」

14:30~
15:00~
15:30~

ファシリテーター演習②
☆Ｆ実習「リーダーシップ実習」
小講義「誰でも発揮しているチーム機能と
してのリーダーシップ」

16:00~

ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ「私のリーダーシップ」

16:30~

小講義「リーダーシップ Power 型／Love
型他」

17:00~
17:30~
18:00~

■１日目終了
移動・宿泊先チェックイン
※終了後、任意参加の研究会及び委員会を開
催します。（17:15～18:30）※会員以外で

20:00~
21:00~

■２日目終了・解散
※終了後、第５回理事会を開催します。
（17:00～18:00）※会員の方は傍聴することが
可能です。

もご希望の方は参加いただけます。

18:30~
19:00~

実践を試み実践現場に生かすために
◎おわりに
実習「プレゼントカード」
◎ファシリテーターを考える
◎クロージングと次回の予告

■交流会 お一人様3,500 円
いもの華（名寄市西4条南5丁目5－25）

「☆Ｆ実習」は、実践的に学びたい方にファシ
リテーターを担当していただきます。初めての
方も経験者とチームを組んで実施するので安
心！その他の方も観察者、ふりかえりの進行役
など、個人のニーズと経験に応じて自由にチャ
レンジしてください。新しい自分を発見できま
す。

※ 本スケジュールは、準備の都合等により、一部変更が生じる場合がありますのでご了承願います。

