地域の未来のために

全国町並み保存の先駆けである
今井町の古民家で開催！
志を同じくする仲間とともに語り、学び、知恵を結集し、切磋琢磨しな
がら、地域のため、自らのため、プロジェクト実現のために、養成塾に参
加しませんか！
◇メイン会場：《今井町重要伝統的建造物群保存地区》阿伽陀屋若林亭
橿原市今井町4-11-26（近鉄八木西口駅下車徒歩約10分、駐車場有）
◇試験会場：同上
◇募集定員：約12名 (申込受付後面談） ※初回から受講できない場合、相談可
◇参加費等：受講料54,000円（税込）、資格認定試験料6,000円（税込）
※受講に伴う交通費、交流会等の実費は含まれておりません。

2021
地域プランナー・コーディネータ養成塾

＜地域づくり支援人材養成塾第14期生募集＞
〈メイン会場アクセス〉

実施期間：2021年6月26日(土)

～2022年6月4日（土）
全22回（実践講座、資格認定試験を含む） ※基本として土曜日10:30～16:45
◇主
◇後
◇協

催：一般社団法人地域づくり支援機構（NAED）
援：奈良県・奈良県市長会・奈良県町村会、奈良フェニックス大学
力：深野○○会、今井町町並み保存会、阿伽陀屋若林亭

NARA Associates for Ecological Development

申込/問合せ

◇締切 2021年6月19日(土）

一般社団法人 地域づくり支援機構
TEL 090-1711-5240（若林）
090-3429-9814（神） 080-6122-2727（中辻）
Email：info@naed.or.jp HP：http://naed.or.jp/
Facebook：https://www.facebook.com/chiikidukurishienkikou/

申込ＱＲコード

一般社団法人地域づくり支援機構（NAED）は、2008年から地域プランナー
＆コーディネータ（地域P&C）100名超の養成・認定を行ってきました。そして、
多くの優秀な地域P&Cとその活動を生み出し、同時に、奈良県内において地域
活力を増進する多数の実績をあげています。
この地域P&C養成塾では、地域づくりに必要な知識を得るとともに、常に問題
意識をもち行動できる実践的なノウハウを習得します。 さらに、持続可能な地域
社会を実現するための地域づくり・人づくりを、地域づくりの現場から学ぶ機会
を提供します。

2021年度の年間カリキュラム
1限10：30～12：00
（開講日）
第1回

【オリエンテーション】
・自己紹介
26日（土） ・カリキュラム、現地研修・プロジェクト発表等の概要説明

6月

7月
第2回
3日（土）
7月
第3回
31日（土）
8月
第4回
7日（土）
8月
第5回
8日（日）
9月
第6回
4日（土）
9月
第7回
25日(土)
9月
第8回
26日(日)
10月
第9回
2日（土）
10月
第10回
23日（土）

【講義/事例】
・ローカルエコノミー
講師： 野口隆（ 奈良学園大学特別客員教授/ N A ED理事・ 地域P&C）

【講義/事例/実践】
・あなたの知らないコミュニケーションの極意
講師： 吉田遊福
（ N L Pマス タープラクティ ショナ ー/ N A ED理事・ 地域P&C）

2限13：30～15：00

3限15：15～16：45

【講義/事例】
・Ecological Development論
講師：村田武一郎(NAED理事長)

【講義/事例】
・Ecological Development論
講師：村田武一郎

【講義/事例】
・地域プランナー・コーディネータ論（1）
講師：村田武一郎

【講義/事例】
・地域プランナー・コーディネータ論（2）
講師：村田武一郎

【講義/事例/実践】
・メディアを活かした地域づくり
講師： 植田一宏
（ 近鉄ケーブルネッ ト ワーク株式会社・ N A ED会員・ 地域P&C）

【グループワーク】
・今井町現地研修準備

【講義/事例/実践（橿原市今井町）】スキルアップ
・現地研修（今井町町並み保存会） 1泊2日
講師：若林稔（今井町町並み保存会会長/NAED理事・地域P&C養成塾塾長・地域P&C）
【講義/事例/実践（橿原市今井町）】スキルアップ
・現地研修（今井町町並み保存会）
講師：若林稔
【講義/事例】
・他地域との交流、連携（1）
講師： 鉄田憲男
（ 南都銀行株式会社・ N PO法人奈良まほろばソムリエの会専務理事）

【グループワーク】

【講義/事例】
・他地域との交流、連携（2）
講師：大森淳平（NAED会員・地域P&C）

【講義/事例/実践（宇陀市室生深野）】スキルアップ
・現地研修（深野○○会）
講師：北森義卿（深野○○会代表/NAED理事・地域P&C）
【講義/事例/実践（宇陀市室生深野）】スキルアップ
・現地研修（深野○○会）
講師：北森義卿
【講義/実践】スキルアップ
・プレゼンテーション技術
講師：神剛司（NAED理事・地域P&C養成塾塾頭・地域P&C）

【実践】
・プロジェクト発表（素案）

【実践】
・プロジェクト発表（素案/演習）

【実践】
・プロジェクト発表（事前調整/演習）

【実践】
・プロジェクト発表（事前調整/演習）

【グループワーク】

【講義/事例/実践/参加】（会場未定）
・第3回地域P&C活動事例研究交流会：NAED主催
30日（土） 【午前の部・特別講義 講師：城者定史（NAED会員・地域P&C）】 【午後の部・第14期地域P&C養成塾生プレゼンテーション】

11月
第12回
13日（土）

【グループワーク】
・フィードバック
・プロジェクト発表（素案/演習）

【講義/事例】
・ものづくりと応援
講師：兼村美徳（奈良フェニックス大学講師）

【講義/事例】スキルアップ
・事業計画書をつくる（1）
講師：村田武一郎

【講義/事例】スキルアップ
・事業計画書をつくる（2）
講師：村田武一郎

【実践】
・プロジェクト発表（素案/演習）

【実践】
・プロジェクト発表（素案/演習）

【実践】
・プロジェクト発表（事前調整/演習）
・プロジェクトサマリー

【実践】
・プロジェクト発表（事前最終調整/演習）

【実践】
・プロジェクト発表（事前最終調整/演習）

【グループワーク】

【試験直前講義】
・地域プランナー・コーディネータ論（1）
講師：村田武一郎

【試験直前講義】
・地域プランナー・コーディネータ論（2）
講師：村田武一郎

【グループワーク】
・フィードバック

【講義/事例】スキルアップ
・イベント制作力
27日（土） 講師：井ノ本直三（NAED副理事長・地域P&C)

11月

第13回

12月
第14回
11日（土）
１月
第15回
8日（土）
2月
第16回
10日（木）
2月
第17回
26日（土）
3月
第18回
12日（土）
4月
第19回
2日（土）

【実践/参加】（会場：DMG MORI やまと郡山城ホール）
・第2回活動報告会：奈良フェニックス大学主催/NAED共催
【講義】スキルアップ
・体験に基づく理論と実践
講師：若林稔

【実践/事例】

【試験】
・地域プランナー・コーディネータ資格認定試験

【実践】
・シンポジウム準備会議

第20回

【実践】
・シンポジウム準備会議
16日（土） ・プロジェクト発表（事前調整/演習）

第21回

【実践】
・シンポジウム準備会議（開催時前最終調整）
14日（土） ・プロジェクト発表（開催事前最終調整/演習）

4月

・ 第1 4 回地域づくりシンポジウム準備会議（ 試験終了次第）
（ 過年度のN A ED主催地域づくりシンポジウムの概要など）

【実践】
・シンポジウム準備会議

【実践】
・シンポジウム準備会議

【実践】
・プロジェクト発表（事前調整/演習）

【実践】
・プロジェクト発表（事前調整/演習）
・プロジェクトサマリー

5月

6月
第22回
4日（土）

今後を見据え、地域活動に
参加していきたい方、また活
動をスキルアップしたい方

【グループワーク】
・プロジェクト発表（素案/演習）グループ分け等

10月

第11回

地域おこし協力隊で、地域で
起業し、定住をするために事
業計画を実現させたい方

自らのプロジェクト実現の
ため、活動を広め、協力者
や仲間を増やしたい方

地域の課題に気づいている
が、解決に向けてどう取り組
んだらよいか迷っている方

地域でNPO運営、ソーシャル
ビジネス起業等地域づくりに
携わりたい方、興味のある方

地域づくりの多様なノウハ
ウと広い分野の専門知識を
備え、熱い志に溢れた人材
が豊富です！

【グループワーク】

【実践】（会場未定）
・第14回地域づくりシンポジウム：NAED主催/地域プランナー・コーディネータ認定式/地域づくりシンポジウム/交流会
（プロジェクト発表、イベント実施、反省会の実施）

【地域プランナー・コーディネータ養成塾（地域P&C養成塾）の内容】
◇地域づくりの実践者、研究者による地域づくりの仕組み、対処事例の基本講座
◇「コトを起こす」ためのイベント企画、実行計画、制作実施、チームビルディングを共有
◇プロジェクト実現のための実効的な事業計画書づくり
◇プロジェクト実現に欠かせない豊富な人的ネット ワークとメンターによる支援
◇地域に入り、調査、課題抽出、企画立案、調整等、地域づくりに必要な知恵とスキルを習得
◇自分の意見を伝え、相手を説得できる効果的な プレゼンテーションとコミュニケーションスキルWS

地域の持続可能性を高めるために、地域資源を
活かす地域の将来像を描き、そこへ至る道筋をつ
くり上げていくこと、地域の人たちの合意を形成し
多様な関係者が楽しみつつ参画する地域づくりを
進めていくことが求められています。
地域P&Cの活動は、多くの地域づくり実績を生
み出し、今も持続可能な地域をめざす活動が着実
に進められています。
さらにNAEDは、SDGs(持続可能な開発目標)
を据えた地域づくりの先駆者であるとも言え、地域
P&Cの地域における役割が期待されます。
※SDGs（Sustainable Development Goals）は、2015
年9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための
2030アジェンダ」に記載された、世界が共通して2016年から
2030年まで継続して取り組む目標です。
※コロナウィルス感染症対策
検温、アルコール消毒、マスク着用、ソーシャルディスタンス

