9/20
〆切

“本気の”

地域づくりプロデューサー養成講座

（鹿児島県地域づくり実践力養成事業）

地域づくりの企画から実践までを学ぶことができる対話を中心とした全 12 回の講座です。
最初の一歩をともに踏み出す仲間を募集します。

１部「地域を取り巻く環境を把握する」

第

第

1 講 オリエンテーション & チームビルディング

第

2 講 インプット「鹿児島での事例 1」
ナイトレクチャー 20:00~22:00

FRI

SAT

9:00~16:00

( 参加任意 )

それぞれの取組みのなかで話したいテーマ、より深めたい
テーマがある方たちと自由に議論する時間
※第 2 講終了後、各自食事等を済ませてから再度
集まっていただく形になります。

10:00~17:30

10/19

日置市開催 ! （湯田地区公民館）

本講座卒業生や一歩前をいく先輩からの事例紹介

10/18

第

3 講 インプット「地方創生と取り巻く背景」

第

4 講 ファシリテーション講座

アドバイザー
森満 誠也 （鹿児島市役所）
山本 美帆 （HUB a nice d!）
種子田 璃紗（Kids Café & Bar LINK）

「対話の技法と共感コミュニケーション」

特別講師
岩崎 恭典

２部「取り組むテーマを定め、企画する」

第

11/14

第

5講

第

6 講 インプット「システム思考とシステム整理」

11/15

第

7 講 インプット「鹿児島での事例 2」

10:00~17:30

第

THU

10:00~17:30

FRI

専任ファシリテーター（全編）
永山 由高（Ten-Lab）

（四日市大学 学長）

いちき串木野市開催 !
（川上交流センター）

テーマの共有と相互インタビュー

アドバイザー 2 名からの事例紹介

アドバイザー
加藤 潤（NPO 法人 頴娃おこそ会）
能勢 佳子（肝付町役場 保健師）

8 講 企画立案講座

３部「企画の精度を高める」

第

12/13
FRI

10:00~17:30

第

9講

第10 講

テストマーケティング結果共有
+ 企画ブラッシュアップ
鹿児島市開催 !

プレゼンテーション講座

（かごしま県民交流センター）

４部「企画を多くの人に伝える」

第

2/14
FRI

10:00~17:30

第11 講

企画ブラッシュアップ

第12 講

プレゼンテーション（公開）

参加費：無料

募集定員：25 名

※会場までの交通費・宿泊費は各自

※応募者多数の場合は選考

主催：鹿児島県 男女共同参画局 くらし共生協働課

／

本県に在住し、地域づくりに携わっている方。行政

対象： 職員、U・I ターン者 ( 地域おこし協力隊等 )、NPO

など地域づくりに関わる方で、原則毎回受講できる方

事務局：一般社団法人鹿児島天文館総合研究所 Ten-Lab

特別講師

岩崎 恭典

専任ファシリテータ

永山 由高

四日市大学 学長

京都府宇治市生まれ。早稲田大学政治経済
学部卒、早稲田大学大学院政治学研究科自
治行政専修博士課程前期修了。自治省外郭
の研究所を経て、中央学院大学法学部で地
方自治論 / 公務員制度論を講じる。2011
〜 2019 年、三重県教育委員・委員長。

鹿児島天文館総合研究所 Ten-Lab

1983 年鹿児島県生まれ。鶴丸高校・九
州大学を卒業ののち、日本政策投資銀行
へ。都市開発部・中国支店（副調査役）
を経て独立。2011 年より現職。
MBC ラジオ Radio Burn コメンテーター。

アドバイザー

森満 誠也

鹿児島市役所

鹿児島市生まれ。建築技師として
の職務を務める。市役所内では『公
民連携を推進しまくる会』を立ち
上げ、民間事業者や学生と公務員
が交わる場づくりに力を入れる。

加藤 潤

山本 美帆

能勢 佳子

NPO 法人 頴娃おこそ会

埼玉から鹿児島県頴娃町に I ターン移住し、タツノオト
シゴ観光養殖場を経営。NPO 法人頴娃おこそ会を通じ、
地域と行政と観光をつなぐ活動に取り組む。昨今は地域
おこし協力隊運営など行政連携事業や空き家再生にも注
力している。

Kids Café & Bar LINK

霧島市出身、姶良市在住。高校卒
業後、福岡→沖縄→鹿児島へ。築
109 年の古民家で「あなたの居場所
になれますように」をコンセプト
にしたコミュニティカフェを営む。
肝付町役場 保健師

肝付町生まれ。地域包括支援センター立上げの主導、
地域包括ケアシステム構築を推進。介護保険制度運用
を切り口に地域福祉、住民活動、医療介護事業所のサ
ポート活動を実施。肝付町地域包括支援センター保健
師兼主任介護支援専門員も務める。

所定の受講申込書に記入の上、郵送、FAX、またはメールでお申込みください。
もしくは下記の応募フォームからも申込みできます。

応募フォーム→
https://www.shinsei.elg-front.jp/kagoshima2/uketsuke/form.do?id=1565766053032

受講申込書

種子田 璃紗

HUB a nice d!

鹿児島市出身。夫の転勤で奄美大
島へ。瀬戸内町阿木名集落にある
空き家をリノベーションし、多世
代交流や創業を支援する地域の活
動拠点として運営している。

申込期間

2019.8/21 〜 9/20

※受講申込の結果については、後日改めて連絡いたします。申込者が定員を超えた場合は、毎回受講できる方を優先します。

名前

年齢

所属

住所

電話
番号

メール
アドレス

① 普段の取り組みについてなるべく詳しく教えてください（お仕事や地 域での取り組みなど）

② 講 座に応 募しようと思った理由を教えてください

③ 地 域づくりにおいて感じる課 題と理 想の姿を教えてください

④ 受講にあたって期待すること、不安なことがあればお書きください

現時点で出席できない日がございましたら、その日付を記入ください

申込先・
問合せ先

鹿児島県 男女共同参画局 くらし共生協働課（担当 山野）
〒890-8577 鹿児島市鴨池新町 10-1
FAX : 099-286-5524
TEL：099-286-2247
MAIL : k-chiiki@pref.kagoshima.lg.jp

：

受講申込書については、
こちらのホームページからもダウンロードいただけます。
●鹿児島天文館総合研究所Ten-Labホームページ https://www.ten-lab.org/
●県庁ホームページ http://www.pref.kagoshima.jp/
→「鹿児島県 地域づくり実践力養成事業」
でWEB検索

