
 
 

講師・委員派遣実績一覧（2021 年度） 

【講師派遣等一覧】 
講演年月日 講演会、イベントの名称 テーマ 場所 依頼元 登壇 

2021/4/6 
パナソニック災害ボランティア育
成講座 

初級編 （動画作成） 
社会福祉法人 中央共同募
金会 

吉田 

2021/5/29 
オンラインイベント「人生 100 年時
代におけるライフデザイン～人生
の後半をどう生きるか～」 

ライフワークを見つけて実践す
るということ 

オンライン 
早稲田大学 社会人教育事
業室 

本田 

2021/6/17 子ども子育て支援者講座 
子ども子育て支援とボランティ
アコーディネート 

宮城県石巻市 

いしのまき子どもセンタ
ーコンソーシアム 
(日本ボランティアコーデ
ィネーション協会） 

上田 

2021/6/24 
パナソニック災害ボランティア育
成講座 

中級編「ボランティアセンター
運営サポートコース」 

オンライン 
社会福祉法人 中央共同募
金会 

吉田 

2021/6/29 ボランティア論 企業の社会貢献について オンライン 立教大学 上田 

2021/6/29 
With コロナ時代の社会参加と雇用
継続のための学習会・活動相談会 

ビジネスコミュニケーションツ
ールを活動継続に活かすには 

オンライン 
特定非営利活動法人 ボラ
ンタリーネイバーズ 

三本 

2021/7/7 
パナソニック災害ボランティア育
成講座 

中級編「現場実践コース」 オンライン 
社会福祉法人 中央共同募
金会 

吉田 

2021/9/3 エイジレス社会リーダー養成塾 
第 4 回活動プラン中間報告・ア
イデアを実践するための企画力 

富山県富山市 
富山県 厚生部 高齢福祉
課 

田尻 

2021/9/8 
岐阜県市民活動支援センター交流
会 

被災地域の市民活動支援センタ
ーの役割 

オンライン 
特定非営利活動法人 ぎふ
NPO センター 

吉田 

2021/10/18 エイジレス社会リーダー養成塾 
第 6 回活動プランのブラッシュ
アップ 

富山県富山市 
富山県 厚生部 高齢福祉
課 

田尻 

2021/10/30 
令和３年度愛媛県 NPO 法人育成支
援事業力向上セミナー 

ICT を利活用した NPO 法人の
事務局運営 

オンライン 
特定非営利活動法人 西条
まちづくり応援団 

吉田 

2021/11/20 第 2 回創発会議 
助成後も大丈夫？～民間公益活
動の持続的展開に向けて～ 

愛知県名古屋市 
一般財団法人 中部圏地域
創造ファンド 

田尻 

2021/12/18 
藤沢市市民活動推進センター 
20 周年記念事業 

被災地復興からポストコロナの
地域社会を考える 

オンライン 
藤沢市市民活動推進セン
ター 

吉田 

2021/12/20 
従業員エンゲージメント向上プロ
ジェクト「Monthly Disruption」イ
ベント企画 

ESG は、NTT データにとって
機会か脅威か 

東京都千代田区
およびオンライ
ン 

株式会社 NTT データ（株
式会社ニューズピックス） 

上田 

2022/1/23 

市民社会をつくるボランタリーフ
ォーラム TOKYO2022 プレ企画 
東京ボランティア・市民活動センタ
ー運営委員会企画シンポジウム 

これからのボランティア･市民
活動～コロナ後の新たな展開へ
～ 

東京都新宿区お
よびオンライン 

東京ボランティア・市民活
動センター （東京都社会
福祉協議会） 

吉田 

2022/1/24 
自治体とＮＰＯの協働はなぜ必要
なのか？ 

 富山県富山市 富山市  田尻 

2022/1/28 

第３回 コミュニティー・インディ
ケーターズ・フォーラム ～CIC イ
ンパクト・サミット報告会 in 2022
～ 

「目標・指標を活用した参加型
の地域づくり」 

オンライン 
一般財団法人 CSO ネッ
トワーク 

土屋 

2022/2/12 
あきた NPO 会議「今こそ考える
NPO の活動～コロナ禍の事例に学
ぶ～」 

コロナ禍での NPO の活動につ
いて 

オンライン 
特定非営利活動法人 あき
たパートナーシップ 

吉田 

2022/2/17 令和３年度 市民協働講習会 
コロナ禍における市民活動団体
ならではの活動資金の集め方 

オンライン 
横須賀市 市民部 市民生
活課 市民協働推進係 

吉田 

2022/2/18 2021 年度特別セミナー 
助成事業の「事後評価」につい
て 

オンライン 
公益財団法人 助成財団セ
ンター 

田尻 



講演年月日 講演会、イベントの名称 テーマ 場所 依頼元 登壇 

2022/2/24 
ボランティアセンター実務者向け
勉強会 

市民協働とは何か？ オンライン 
青山学院大学ボランティ
アセンター 

椎野 

2022/2/25 世田谷キャンパスネットワーク 
大学生がボランティア活動等で
地域に関わること 

オンライン 
社会福祉法人 世田谷ボラ
ンティア協会 

上田 

【委員派遣一覧】 

名   称 依頼元 担当 

全国社会福祉協議会 評議員 社会福祉法人 全国社会福祉協議会 萩原 

「子ども音楽基金」選考委員 公益財団法人 ソニー音楽財団 萩原 

全国社会福祉協議会 評議員 社会福祉法人 全国社会福祉協議会 萩原 

明治大学専門職大学院教育課程連携協議会委員 明治大学専門職大学院 ガバナンス研究科 田尻 

富山県社会福祉協議会ボランティアセンター運営委員 社会福祉法人 富山県社会福祉協議会 田尻 

令和 3 年度あしたのまち・くらしづくり活動賞中央審査委員 公益財団法人 あしたの日本を創る協会 吉田 

生活困窮者及びひきこもり支援に関する民間団体活動助成事業に係る評価委員会 厚生労働省 吉田 

2021 年度地域ささえあい助成事業審査委員 日本コープ共済生活協同組合連合会 吉田 

勤労者生活分科会における労働者協同組合法関連の関係団体ヒアリング 厚生労働省 雇用環境・均等局 勤労者生活課 吉田 

赤い羽根「READYFOR×ボラサポ災害支援基金」運営・審査委員会 社会福祉法人 中央共同募金会 吉田 

赤い羽根「災害ボランティア・NPO 活動サポート募金（ボラサポ）」運営委員会 社会福祉法人 中央共同募金会 吉田 

赤い羽根「災害ボランティア・NPO 活動サポート募金（ボラサポ）」審査委員会 社会福祉法人 中央共同募金会 吉田 

全国ボランティア・市民活動振興センター運営委員会 社会福祉法人 全国社会福祉協議会 吉田 

災害ボランティア活動支援プロジェクト会議 社会福祉法人 中央共同募金会  吉田 

東京ボランティア・市民活動センター運営委員会 東京ボランティア・市民活動センター 吉田 

with コロナ下の課題共有および協働誘発のための共通基盤構築事業 
特定非営利活動法人 ふくおかＮＰＯセンタ

ー 
吉田 

被災者支援コーディネーション委員会 
特定非営利活動法人 全国災害ボランティア

支援団体ネットワーク 
吉田 

社会福祉振興助成事業審査・評価委員会 
独立行政法人 福祉医療機構 

 NPO リソースセンター 
吉田 

内閣府 NPO 法人 Web 報告システム仕様検討会 株式会社 ライテック 吉田 

狛江市基本計画推進委員会 狛江市 企画財政部 政策室 上田 

令和 3 年度評価委員会 独立行政法人 国立青少年教育振興機構 上田 

令和 3 年度全国高校生体験活動顕彰制度委員会 独立行政法人 国立青少年教育振興機構 上田 

SDGs 市民カレッジ運営委員 一般社団法人 SDGs 市民社会ネットワーク 中川 
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