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『まち だ づくりカレッジ』の魅力
町田市地域活動サポートオフィスが開催するセミナーの中でも人気の高い『まち だ づくりカレッジ 』。

まち だ づくりカレッジ

実は、参加した団体から未来志向の事業計画がぞくぞくと誕生しているのをご存知でしょうか？
今回のサポートオフィス通信では、よりパワーアップしたカリキュラムで
6月から開講する『まち だ づくりカレッジ 』の魅力をぎゅっとまとめてお届けします。

団体のビジョン、ミッション、中長期の事業計画を
「A3」1枚にまとめることをゴールにした
参加型・対話型の連続セミナー「まち だ づくりカレッジ」。

F r om Dir e c t or

団体運営に必要なスキルを身につけながら

「まち だ づくりカレッジ」メイン講師からのメッセージ

普段は忙しくてなかなか時間をかけられない事業計画づくりや、
スタッフ全員で未来の団体の姿について思いを伝え合う絶好のチャンスをお見逃しなく。
［対

象 ］町田市内で地域の困りごとに取り組む団体

活動実績1年以上（準備期間等を含む）の団体。
・ 全回参加が望ましいですが、
希望する回の参加だけでも可能です。
・ 1団体から2名以上の参加を期待しています。
［ 参 加 費 ］3,000円/1団体（1回のみ参加は1,000円）
［定

［ プログラム ］

※託児はありませんが、お子様連れでもご参加いただけます。

［参加条件］・ 法人格、事業規模、活動分野は問いませんが、

員］

5 団体

先着順

第1 回

6/25（木）時間 13：00〜17：00

ビジョンとミッションを考える
第2 回

7/21（火）時間 13：00〜17：00

活動のパートナーとお客様を考える
第3 回

8/27（木）時間 13：00〜17：00

事業計画を考える

リアル開催が難しい場合は、オンラインで開催します

第4 回

講師

9/24（木）時間 13：00〜17：00

広報・情報発信とファンドレイジング計画を考える

長浜 洋二

町田市地域活動サポートオフィス 事業統括ディレクター
モジョコンサルティング代表。 人が変わる、組織が変わる、社会
が変わる をテーマに、行政やNPO、ソーシャルビジネス、福祉団
体、企業CSR、財団等のコンサルティングとエコシステムづくり
に携わる。過去には、NTT、マツダ、富士通で約15年にわたり
マーケティング業務に従事。著書に
『NPOのためのマーケティング
講座』。ピッツバーグ大学院公共経営学修士／法政大学・神奈川
大学講師。CRR Global認定システムコーチ。

第5 回

10/22（木）時間 10：00〜12：00

講師

長浜 洋二

様々な角度から自分たちの立ち位置を知り、
「強み」や「魅力」を深めます
当講座のゴールは、町田市内で地域の困りごとに取り組む団体が、未来を見据えた
事業計画を策定すること。そのためにまずは団体の目指す姿や社会的役割の見直し
から始め、事業の成果と目標の設定方法等を学びます。座学だけではなく、他団体

最終報告会

とのワークショップに十分な時間を使うことで、新たな視点を得ながらメンバー間

※場所はお申し込み決定後に参加者にご案内します。
※2020年度第2期を 2020年10/22、11/26、12/24、
2021年1/28、2/25に開催予定です。

の合意形成が深まり、他事業とのコラボレーションも生まれます。

事業計画をA3用紙１枚にまとめる 卒論"作成を通じ、
「想い」を可視化します

申し込み方法
申し込みフォームから

団体のビジョンを明確にし、
事業を加速化する仕組みがここにあります。

カレッジの大きな特徴は、A3用紙１枚の 卒論 （次ページ参照）作成。視覚に訴え、

メールから

https://forms.gle/539thpgqvkx6WbB59

info@machida-support.or.jp

URLまたはQRコードからアクセスし
必要事項を入力してお申し込みください。

参加セミナー・参加回の名前、参加者のお名前、
ご所属、連絡先メールアドレスをお知らせください。

読む人の心を動かす事業ストーリーをまとめる過程で、メンバー間の「なんとなく」
が言語化され、チームが一枚岩になります。また、講師・スタッフが徹底的に伴走する
ので、計画立案の経験がなくても安心して受講いただけるのもポイントです。本年
度は更にパワフルにお届けしますのでご期待ください！

町田市地域活動サポートオフィス

検 索

www.machida-support.or.jp
info@machida-support.or.jp

042 - 785 - 4871

受付時間

月曜日から金曜日 午前9時から午後6時
（毎月第三水曜日は午後5時まで）

次ページからは、昨年度実際に参加した3団体が作成した 卒論 と
受講後にお寄せいただいた感想をご紹介します。
2020年度の講座詳細と申込方法は巻末ページをご覧ください。

Voice

まち だ づくりのコミュニケーション誌

「まち だ づくりカレッジ」参加者の声

2019年度「まち だ づくりカレッジ」では、

障がい者
就労支援

全3回の講義やワークショップを通じ、
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まちだ育成会 かがやき

カレッジに参加した感想
参加動機は、新しい視点を取り入れ自分たちの事

団体のビジョン、ミッション、ターゲットと

Profile

業の未来を考えたいと思ったこと、そして今まで関

ステークホルダーを策定・整理しながら事業計画を作成。

社会福祉法人まちだ育成会かがやき（町田ダリア園）は、障がいのある方々が通う施
設で、現在74名の方が利用しています。室内と屋外、両方の活動場所を利用者が選べ

わりの少ない職種の方と出会えたらと思ったから

るというのも「かがやき」の魅力の１つです。
２万㎡の広大な場所にダリア園があり、

最終報告会では、その計画をA3用紙1枚に

500品種のダリアが７月〜11月上旬まで咲き誇る、自然豊かな施設です。

です。
２つの動機を満たしてくれた大変有意義な内
容でした。本当にありがとうございました。

まとめて発表を行いました。
組織やメンバーに起きた変化について

ここでは、みなさんがまとめた発表資料とともに、

新しい未来に共感・賛同するスタッフが、その未来

参加したみなさんから

を話していくうちに、様々な意見やアイディアが生
まれ、仕事の仕方も変わっていくのを短い期間で

お寄せいただいた感想をご紹介します。

感じることができました。今では新しい 未 来に向
かって職員一体となって実際に動き始めています。

これから参加する方へのメッセージ

ィスも
ポートオフ
私 たち サ
りました！
資 料を作

カレッジに参加して本当に良かったです。自分たち
の活動を改めて振り返る事もでき、価値ありです。
そして何より町 田市地域活動サポートオフィスの
方達の伴走の距離感や内容が絶妙にイイです。私
は今でも伴走してもらっています。

学習支援

つるかわ無料塾 結い

カレッジに参加した感想
講座のスタート時、
「 勢い」
で進めた1年目の事業に

Profile

対する反省を山ほど抱えて途方にくれていました。

2018年1月から鶴川駅周辺で毎水曜日の夜と隔週土曜日の午後に、中学生向けの無

受 講 の 回を重 ねるにつれて活 動 の 意 義を整 理で

料の学習支援を行っています。水曜日はおにぎりとお味噌汁の食事提供もしていま
す。3年目になる今年は、学習・発達障害へのアプローチの場「学びLABO楽」
と保護者
が集える居場所「子育てカフェ ほっとfuu」も展開していきます。

ひとり親支援

（サンロクマルド）
360°

カレッジに参加した感想
講義内容は、毎回、目からウロコ状態でした！ いい

き、社会における位置付けも確認できました。他団

Profile

体との繋がりが増えたことも心強かったです。

意味で「痛いところ」をついてくるような場面がた

360°
（サンロクマルド）は、子育てをされている方々と、行政の中間的存在になれるよ

くさんあり、多くのことを学びました。発見があっ

うな活動をしています。コミュニティを作って欲しい情報をみんなで共有したり、その

組織やメンバーに起きた変化について
時間をかけて蓄積したことを共有し続けるうちに、
メンバーそれぞれの強みを把握できました。そして
最終的にビジョンを明確にするための「地図」
を共
に作成・可視化ができたことで、役割分担や行動計
画を明確にすることができました。

これから参加する方へのメッセージ
専門的な視点からの助言やナビゲート、そして最
後まで伴走していただけたことで、立ち上げから軌
道に乗せる起爆剤になりました。どこにも聞けない
助成金申請のアドバイスも有り難く、団体の力を最
大限に引き出してくれたと感じています。

中でそれぞれが持つスキルを様々に役に立てたり、不安や悩みを相談し合えたりす
る、温かいコミュニティづくりを目指しています。

たり、壁にぶつかったり…また、他団体の方々の考え
や活動に沢山の刺激をもらえる時間でもありました。

組織やメンバーに起きた変化について
「やりたいことをやる！」のではなく、
「どうしたらこの
情報を届けたい人に届けられるか」
を考え、物事を
客観的に見ること。ペルソナを意識すること。この
視点を得られたのは、活動を進めて行く上で大きな
収穫です。その分、いい意味で壁に当たることも増え
ました。

これから参加する方へのメッセージ
このカレッジでは、講義内容が充実しているのはもち
ろんのこと、他の団体の方の「リアル」
と向き合いな
がら共に学べます。一緒に前に進んでいける一体感
も楽しめるカレッジです！

