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まちコツアカデミー 

「まちコツアカデミー」は、さまざまな分

野で活躍する達人や、まちづくり先進地のリ

ーダーを招いて、お話を聞き、情報交換を行

うことによって、「まちづくりのコツ」をみん

なで学ぼうというものです。 

また、講演だけではなく、実際に講師の方

が活躍する場所を訪ね、更なる理解を図るこ

とや、地元の人々とのふれあいやネットワー

クを作っていくことを目的としています。 

今年度は、㈱まちづくり計画研究所 代表

取締役の今泉重敏さんを招き、「まちに待って

た！『まちの駅』」というテーマで講演会を開

催し、福岡県内で盛んに行われている『まち

の駅』の活動の紹介を通してまちづくりのコ

ツをお聞きしました。 

また、この講演会では、ファシリテーター

養成講座の3期生が全体ファシリとテーブル

ファシリを担当し、ファシリテーターとして

の実践も経験しました。 

 

まちコツアカデミー ～講演会編～ 

日 時：平成 28 年 7 月 16 日(土) 

13:30～16:00 

講 師：今泉重敏氏 

(㈱まちづくり計画研究所 代表取締役) 

テーマ：「まちに待ってた！『まちの駅』」 

会 場：消防局 5 階講堂 

参加者：57 人 

ファシリテーター養成講座 3 期生 

総合ファシリ：山田あゆみ、藤浪ひかる 

テーブルファシリ：作本博之、卜部敦史、 

前田裕子、島崎愛良、田川大介、山本光丞 

 

 

 

 

 

(講師の今泉重敏さん) 

 

 

(講演会の様子) 

 

 

(講演会の様子) 
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(総合ファシリの山田さんと藤浪さん) 

 

 

(自己紹介でつながりができました) 

 

 

(各班からの講師への質問タイム) 

 

 

(各グループからの質問・意見) 

 

 

(各グループからの質問・意見) 

 

 

(各グループからの質問・意見) 
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まちコツアカデミーチラシ 

 

 

 

 

 

 

 

講演会資料 
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－ －103



まちコツアカデミー～視察研修編～ 

「まちに待ってた！『まちの駅』」 

 

1 開催日：平成 28 年 9 月 24 日(土)から

25 日(日)まで 

2 参加者：講演会編受講者及びファシリテ

ーター養成講座受講者全 16 名 

3 目 的：福岡県内で盛んに設置されてい

る「まちの駅」をまちづくりの

参考とし、まちと人、人と人を

結び付ける「まちづくりのコツ」

を学び、自分たちのまちにも活

かせるか考えるきっかけとする。 

4 コーディネーター：今泉重敏氏 

(㈱まちづくり計画研究所代表取締役) 

5 研修先：福岡県宮若市及び粕屋町 

6 行 程： 

  

9 月 24 日(土) 

8:50 集合 

9:00 長崎市出発 

12:00 宮若市到着 

13:30～17:30 まちの駅視察研修 6 箇所 

17:30～18:30 宿舎到着 

18:30～21:00 交流会 

宿泊：喜楽荘(脇田温泉) 宮若市湯原 1398 

 

9 月 25 日(日) 

7:00～8:00 朝食 

 8:50～ 宿舎出発 

 9:30～11:30 粕屋町まちの駅視察研修 

12:00～13:30 昼食 

13:30～ 福岡出発 

16:30 長崎到着 

 

7 研修内容について 

概要説明 

宮若市まちの駅連絡協議会  

会長 本田一友氏(右)、今泉重敏氏(左) 

 

 

「千の風」の止まり木の駅(ベルホール鈴木) 

葬儀場に設置されている「まちの駅」であり、

普段は人が来るようなところではないが、コ

ーナーを設けて積極的に対応されている様

子でした。まちの情報も多く配置され情報発

信機能は充実しているように思われた。 
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中有木のお地蔵さんの駅(霊源寺) 

専用の駐車場も完備したお寺であり、参拝客

が絶える事はなかった。温かみ溢れる接待も

あり、秘仏の説明に聞き入った。私たちが考

えるお寺は、用事がないと訪れることもな

く、ひんやりとしたイメージがあるが、住職

が時間のあるときは本堂に居ているようで、

人の交流が活発な印象を受けた。 

 

 

音楽と癒しの駅ギャラリー所縁(ゆかり) 

建物から魅力的で庭からのアプローチも雰

囲気がありおしゃれなたたずまいであった。

通常は、金曜日にピアニストの方が来てミニ

ライブを行っているが、訪問した土曜日も私

たちを待っていて素敵なピアノ演奏を聞か

せてもらった。 

開設してから 8 年目であるが、物販からのん

びりとお客同士がくつろげる場所となって

いる。樹脂粘土の作品がすばらしく、「作品

を置いて地域が輝く」との言葉が印象的でし

た。 

 

 

竹原古墳 

装飾古墳を初めて見学したが、地域の宝物と

して大事に守られていた。 
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追い出し猫の駅(宮若追い出し販売所) 

平成 9 年に宮若追い出し猫振興会が発足し、

当初は商工会の支援を受けていたが 4 年前

から独立した。年間売り上げが 1,500 万円、

商標登録、意匠登録も行っている。 

来訪時には、観光客も数人いた。書店だった

所を借り受けて営業しているが、看板が書店

のままであるのも面白い。 

 

 

ドリームホープ若宮の駅(直売所) 

大きな直売所であり、訪問した時は夕方だっ

たので商品も少ない状況であったが、それだ

け売り上げがあるのかと感じられた。 

 

 

脇田温泉俳句の道 

 

まちの駅「柿酢」(九州酢造) 

柿が福岡の特産であるところから何か特産

品をということで、先代が研究し、「柿酢」

を始め、昭和 56 年創業した。 

現在では、各種の酢製品を製造販売してい

る。3 代目が粕屋町の町の花であるバラを使

ったローズビネガーの製造販売も行ってい

る。訪問した所は、平成 18 年に建築された

柱の太い木造の工場兼販売所であった。 

地域の特産品を活用した健康ブームに乗り

売り上げを伸ばしている。 
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コーヒーの駅「焼き豆室」 

(ナガモトコーヒー店) 

道路沿いの小さなお店であったが、店休日に

わざわざ開けてもらっていた。 

珈琲豆にはこだわりがあり、「カスヤブレン

ド」も作っている。高校の文化祭にも高校生

が仕入れから販売までを行っている。 

商店がまちづくりに参加する意識が芽生え

た。糟屋郡の 6 町が連携した取り組みを行っ

ている。 

親子で経営しているが、まちの駅になって町

とつながることもだが親子関係がよくなっ

たとの言葉が印象的であった。 

 

全体として 

宮若市のまちの駅を訪問する時に、地元のガ

イドさんに案内をしていただいた。地域のこ

とを勉強し地域に誇りを持っている取り組

みに地域を知り磨くことが「まちづくり」の

基本であることを再認識した。 

観光資源の少ない宮若市にとっては、「まち

の駅」は観光振興の有効な手段であるとの認

識であった。トヨタの宮田工場も「まちの駅」

に入っており、他では体験できない自動車の

生産ラインが見学できることは、大きな強み

であると思うが、曜日の関係で見学できなか

ったのは残念であった。 

長崎市に置き換えると観光の面では資源が

豊富で観光行政が大きく展開していること

から、「まちの駅」が観光面での対象になる

のは難しいと思われるが、地域をつなぐ面で

は有効な手段の一つになりうると感じられ

た。今回の講演会から視察研修までをコーデ

ィネートしていただいた今泉さんには特段

の配慮をしていただき、今泉さんの地域にお

けるスタンスが強く感じられた。 

長崎市内での「まちの駅」設置については、

早急には難しい面もあるが地域の振興を考

えるうえでの手段として有効であると感じ

られ、この手法を何か活かせないか今後の課

題である。 
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宮若市まちの駅情報マップ(宮若市まちの駅連絡協議会制作) 
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視察研修参加者報告 

今回の視察研修で如何に自分の地域を知り

尽くし物を売るのではなく地域を売ると言う

言葉に驚きと感動を得ました。 

以下それぞれの視察地で思った事を述べさ

せて戴きます。 

※まなびの駅(スコーレ若宮【ホテル】) 

話題は無くとも情報交換を月1回程度の会議

を行なう事によって、より親近感が深くなり

お互いのやる気が生まれる 

※(千の風)の止まり木の駅【ベルホール鈴

木・葬儀屋】 

回線を増やすごとに充実した駅となる 

※中有木のお地蔵さんの駅【霊源寺】 

物を売るだけで地域を売ってない、体験でき

る駅も必要 

※柿酢(九州酢造) 

地域の安全を確保セーフティを守る地域がで

きる 

※焼き豆室(ナガモトコーヒー) 

質の高い人達が集まってくる、やる気のある

人達の集合体 

※音楽と癒しの駅(ギャラリー所縁【ゆかり】) 

こだわり・驚き・感動を与えるも地域の人達

の輝きさが大事 

 

今回体験出来た事を地域の活性化に役立て

たいと思います、今後ともご協力ご鞭撻をお

願いし関係者の皆様に感謝申し上げます。 

(三田村 信義) 

 

 

 

 

 

 

 

まちコツアカデミー視察研修に参加した。 

お地蔵さんの駅(お寺)、音楽と癒しの駅(ギ

ャラリー・喫茶)、まちの駅柿酢(酢造所)など

様々な趣向のまちの駅を見せてもらったが、

私が注目したのは「止まり木の駅・千の風」

である。 

元々は葬儀場である。通常「なるべく近寄

りたくない」と思われる場所を出会いの場に

変えている。昔から近所の方がお茶を飲みに

立ち寄る場所だそうだ。従業員の皆さんの控

えめな笑顔が印象的だった。ロードサイドに

ちょっと休憩できる、落ち着ける場所がある

のは心強い。 

それが実現できているのはコーディネータ

ー今泉氏の柔軟な発想と行動力が大きいと思

われる。「何も特色がない場所でも良い所を

見つける」「趣味と課題を結びつける。特技

や生涯学習で習ったことを自分が住んでいる

まちづくりに活かす」といったキーワードか

らゴミステーションに絵や花、書を置いて美

しく使う、地域で110番通報の練習をする、

俳句大会の優秀作品を見ながら歩く俳句の道

を作る、などちょっとしたことで地域の人々

が元気になる取り組みが現実になっている。 

「笑ってから会議をするといいアイデアが

出る」「地域全部を笑学校(しょうがっこう)

にする」などお話しの中にどんどんダジャレ

が入り、人を楽しませることを大切にされて

いた。 

今回の研修で学んだことを活かして、自分

の周囲や仕事の中で課題を見つけ「今できる

こと」から取り組んでいきたいと思います。 

(平山 由美) 
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今、日本では「まちづくり」が、町を活気

づけるものとして注目されている。その町づ

くりを成功に導くものとして、マスコットキ

ャラクターがある。ねこのキャラクターとし

て人気のあるものとして、サンリオのハロー

キティが挙げられる。一方、犬のキャラクタ

ーとしては、チャーリー・ブラウンが飼って

いるスヌーピーが有名である。しかし、日本

人には犬のキャラクターより、ねこのキャラ

クターの方が好まれるようである。 

例えば、宮若市の「追い出し猫」は、「ま

ちの駅」として、まちと人、人と人を結びつ

けるキャラクターとして知られている。「追

い出し猫」は普通の招き猫の裏にもう一つの

猫がくっついたような、表裏一体の形になっ

ている、縁起物として有名である。猫の裏の

顔は普通の招き猫と同じように、笑顔で手招

きをしており、幸せを招くと言われている。

猫の表の顔は片手にほうきを持ち怒った顔を

しており、ほうきで災いを追い出すと伝えら

れている。現在、追い出し猫は同市の「宮若

追い出し猫振興会」等が中心となって、生産・

販売等の活動を続けている。 

また、和歌山県の貴志駅は、無人駅である

が、「たま駅長」が観光客を楽しませている。

「たま駅長」に会うために、日本人だけでな

く、海外からの旅行者も貴志駅を訪れている。

和歌山電鐵社長の小嶋光信が「たまを駅長に

就任させる」というアイデアを打ち出し、町

づくりに貢献した。貴志駅は、「ビギナーコ

ース」から貴志川線の駅長がおススメする「駅

長お勧めコース」までバリエーション豊かな

コースがあり、ねこ好きだけでなく、誰でも

貴志駅を満喫することができる。さらに、た

ま駅長の写真集も出版され、たま駅長がまち

づくりに果たす役割は大きい。 

 私達が住んでいる長崎は、観光に力を入れ

ている市であり、修学旅行生や豪華客船の観

光客などが電車で、長崎をまわっている姿が

よく見かけられる。春には花見、夏には精霊

流し、秋にはくんち、冬にはランタンフェス

ティバルと、年中さまざまなイベントで旅行

客をもてなしている。また、「長崎さるく」

と呼ばれる長崎の事業は、観光客を楽しませ

るだけでなく、ボランティアをしたいという

意欲あふれる長崎在住の人に活躍する場を提

供している。「さるく」とは、まちをぶらぶ

ら歩くという意味の長崎弁に由来している。

特製マップ片手に自由に歩く長崎遊さるく、

さるくガイドの説明を聞きながら歩く長崎通

さるく、専門家による講座や体験を通してさ

らに深く探求する長崎学さるくなどがある。 

「ねこさるく」は長崎学さるくとして、根

強い人気がある。「ねこさるく」のコンセプ

トは、長崎の町で暮らす地域ねこ、街ねこ、

看板ねこ、のんびりと暮らすねこ達に会いに

行き、お気に入りのねこを見つけるというも

のである。「ねこさるく」を通して、長崎市

と人との出会い、人と人とのふれあいが生ま

れている。 

 長崎の魅力を紹介し、長崎を活気あるまち

にするために、「ねこ」を活用してはどうか

と考える。理由は、ねこなどの動物が住みや

すいまちは、子供からお年寄りまで人間も住

みやすいまちだからである。 

(藤田 幸代) 
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どの場所も雰囲気が温かく、おもてなしの

心が見える工夫をされている事が印象的でし

た。またすれ違った子供達が挨拶をする姿を

見て、大人がやっている事が子供達にも伝わ

っているように感じました。異業種であるか

らできる事、特技を持ち合わせて特技を繋げ

ていく、補充保管の関係。長崎の地域に合う

活動はどんな事だろうかと考える機会になり

ました。 

「千の風」の止まり木の駅では、葬儀場の

イメージを明るくする仕掛けで立ち寄りやす

い工夫がされていて、あちらこちらにあった

心休まる言葉で、心はほっこり、楽しくなり

ました。 

霊源寺では、土地の物をいただきながら、

地元の方と会話が出来たお寺。珍しいのでは

ないかと思います。 

ギャラリー所縁では、色んなイベントが企

画。目で見て耳で聞いて楽しむ空間に癒され

ました。 

宿周辺の散策も川柳を見ながら楽しめるよ

うに工夫。 

長崎でも寺町散策や眼鏡橋等の見どころが

コンパクトにまとまっている地域を活かして、

楽しんだり癒されたりするおもてなしの工夫

で、観光客だけでなく、地元の人も気軽に立

ち寄る場所がたくさんできればいいなと思い

ました。 

(大西 博子) 

 

田上市長にお見送り頂き、宮若市へ出発で

す。 

まちの駅のひとつに葬儀屋さん「千の風」

の止まり木の駅がありました。私は葬儀屋さ

んに人が集まるのか不思議でした。しかし、

スタッフの皆さんに出迎えて頂き、船越駅長

さんのお話しを聞き、人が集まる理由がわか

りました。公民館の延長でお茶のみ場として、

小さなスペースから初め少しずつスペースを

広げたそうです。葬儀屋さんですが暗く薄暗

いイメージはなく、明るく綺麗なロビーで宮

若市のイベント情報、炭鉱の歴史、観光名所

等の情報発信のパンフレット(老人会・ハンド

ベルメンバー募集・高齢者住宅)などがたくさ

ん置かれていました。公民館のイベントなど

を「千の風」で確認される方もいるそうです。

来られた方は休憩の間に 2～3 回トイレに行

かれるそうです。お葬式があっている場合は

どうされるのですか？と尋ねると、奥に小ス

ペースがあるので出棺の間だけ移動して頂く

とのことでした。「千の風」に人が集まって

くる理由は駅長、スタッフの皆さんの笑顔や

おもてなしの気持ちが伝わって、人が人のご

縁を運んでくるのだと思いました。とても居

心地がよくていい気持ちになりました。 

他にもたくさんのまちの駅に行かせていた

だきました。近くに住んでなくてもまた、行

きたいと思う場所ばかりでした。まちの駅に

参加する事で質のいい人と出会い、いい人間

関係ができ、結果コミュニティができる。と

今泉さんが言われていました。帰路のバスを

降り、私の住んでいる町も支所を中心に近隣

のスーパーなどがまちの駅に参加したらもっ

と町が活性化するのでは・・・と考えました。

まちづくりに少しでもかかわれることがない

か考えてみたいと思いました。 

視察研修に参加したくさんの人とのご縁、

人財産が増えました。お世話していただいた

皆様ありがとうございました。感謝。 

 (藤田 聡美) 
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今回研修に参加して、最も心に残ったのは

ギャラリー所縁の駅長さん小田部さんの言葉

でした。「私は出来ることしかやっていない

のですよ。」 

実際に何名かの駅長さんにお会いして、皆

さんが楽しみながらご自身に「出来ること」

をやっていらっしゃるということが、よくわ

かりました。無理に気負ってやっていらっし

ゃるわけではなく、町を良くしたいとか安全

を守らなくてはならないとか、そういう気持

ちを基に自然に活動していらっしゃいました。 

その姿は充実感に輝いていて、多くの刺激を

受けました。それと同時に人の持つ「気持ち

の力」の大きさに感銘を受けました。 

まちづくりを行う時に大切なのは、「人の

情熱」と「好きなことや得意なこと」、そし

てそれを生かすことの出来るような「仕組み

づくり」であることに気付かされました。 

私も、生まれ育ったまちをより元気にする

ために「出来ること」を、少しずつでもやっ

ていきたいと改めて思いました。 

(山田 あゆみ) 

 

印象的だったのは「駅」の個性でした。最

初に立ち寄った「千の風」の止まり木の駅は、

ベルホール鈴木という葬祭場。地元の歴史を

伝える映像や、地域の様々な情報発信スペー

スが明るくゆったりと用意されていて、本来

の葬祭場のイメージとのギャップに少し驚き

ました。一方、山手の中で音楽と癒しの駅は、

創作作品のギャラリーとピアノ演奏で行きか

う人々をお出迎え。周辺の雰囲気ともマッチ

して、リラックスした雰囲気のスペースとし

て展開されていました。 

「まちの駅」という取り組みは、ネットワ

ークを広げて、エリアで情報発信していこう

という取り組みですが、当然のことながら、

一つひとつの駅そのものが、しっかりとした

理念の下、個性を発揮して運営されているこ

とが大前提で成り立つ取り組みであると感じ

ました。 

また、まったく同じような展開でなくとも、

拠点と拠点を結びつけあう取り組みは、長崎

の様々なエリアでも応用して取り組めるので

はないかと感じました。 

(生駒 太一) 

 

「まちの駅」ってなんだろう？「道の駅」

は知っていたが、類似のものかと思いきや、

やはり「百聞は一見に如かず」であります。 

「まちの駅」の設置要綱によれば、トイレ

や休憩スペースの設置、地域の情報発信など

4 つの機能が必要だそうです。今回の研修で

は各「まちの駅」とそこの「駅長」さんに大

変特徴がありました。普段は出入りしない「葬

祭場」や「お寺」がそうでした。 

「葬祭場」の駅長さん、従業員の方も施設

には少々そぐわないと思われますが、「笑顔」

で対応していただきました。また、入りやす

いようにと「まちの駅」コーナーへの出入り

口を別に設けたり、通夜や告別式の空いた時

間を有効に使ってもらうといった想いで設置

をしたそうです。 

「お寺」(霊源寺)の駅長さんは「住職」。

もちろん「笑顔」でお話をしていただきまし

た。その表情がとても温和で、ゆったりした

時間が過ごせたのが印象です。 

「まちの駅」は4つの機能と「駅長の笑顔」、

「笑顔でお見送り」が売りでした。 

(神近 幸司) 
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ファシリテーター養成講座 
 

■ 事業の目的 ■ 

これからの地域活動は、住民の地域に対す

る思いを緩やかに醸成し、地域全体で共有し

ていくことで、住民の主体性を引き出すこと

が重要となってくる。 

住民を「どう動かすか」ではなく、「どう巻

き込むか」である。地域全体の主体性は、何

度も顔を合わせ、話し合う中で信頼関係と共

に生まれていくもと言える。 

住民の共感と協働を得て、初めて地域が動

き出すと考えると、その状況を作り出す役割

が地域コーディネーターであり、本事業「つ

ながり」をキーワードに、「地域コーディネー

ターの役割ができる人」を「まちづくりリー

ダー」と定義し養成する。 

 

■ 養成する能力 ■ 

多様な意見を持つメンバーのチーム力を最

大限に引き出す、コミュニケーション技術と

してのファシリテーション能力 

 

■ 受講対象者 ■ 

①長崎市にお住まいの方、又は、通学、通

勤している方 

②18 歳(高校生を除く)～49 歳までのまち

づくり活動に関わっている方、また、ま

ちづくり活動に興味がある方 

③2 年間通して受講できる方 

④受講終了後、まちづくりリーダーとして

長崎市のまちづくりにご協力いただける方 

 

■ 参加人員 ■ 

26 人 

 

 

(講師：堀公俊氏) 

■ 講師略歴 ■ 

堀公俊事務所代表、組織コンサルタント、

日本ファシリテーション協会フェロー。 

研究会や講演活動を通じてファシリテーシ

ョンの普及・啓発に努めている。元関西大学

商学部非常勤講師、元法政大学キャリアデザ

イン学部兼任講師。 

◆主な著書 

『ファシリテーション入門』『ワークショッ

プ入門』『ビジネス・フレームワーク』(日

経文庫)『問題解決ファシリテーター』『組

織変革ファシリテーター』(東洋経済新報社)

など多数 

◆経歴 

1960 年 神戸生まれ 

1984年 大阪大学大学院工学研究科修了。 

大手精密機器メーカーにて商品

開発や経営企画に従事。 

1995年 組織改革、企業合併、教育研修、

コミュニティ、NPO など多彩

な分野でファシリテーション活

動を展開。 

2003年 有志とともに日本ファシリテー

ション協会を設立し、代表者に

就任。 
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■ 研修の狙い ■ 

・ファシリテーションスキルを体系的に理解

し、スキルアップに向けてのポイントをつか

む。 

・ファシリテーションのスキルを一つずつ体

感し、スキルアップへの気づきの場とする。 

 

■ 研修の特徴 ■ 

・演習(個人、ペア、グループ)を中心にした

参加型の研修。 

・相互フィードバックを入念に行い、自己研

鑽に向けての気づきの場とする。 

 

■ 研修のカリキュラム ■ 

第 1 回 平成 28 年 5 月 8 日(日) 

≪ワークショップの導入≫ 

・ワークショップデザイン 

・プログラムの組み方など 

 

 

 

第 2 回 平成 28 年 6 月 5 日(日) 

≪「コンセプトシート」づくり≫ 

・事務局説明 

(研修のすすめ方、ワークショップ開催の意図、

長崎伝習所とは) 

・グループ協議のすすめ方の確認 

・コンセプトシートを作成  

 

 

 

第 3 回 平成 28 年 7 月 3 日(日) 

≪「プログラムシート(概要)」≫ 

・各班による「プログラムシート(概要)」の

発表 

・プログラムの概要・骨子を確定 

・サブタイトル決定 

※チラシ作成者募集 
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第 4 回 平成 28 年 9 月 11 日(日) 

≪プログラム案＆フィードバック≫ 

・各班によるプログラム案の発表 

・プログラムの一本化 

・コーディネーター、テーブルファシリ等の

役割分担 

 

 

 

第 5 回 平成 28 年 9 月 23 日(金) 

≪プログラム案検討≫ 

 

 

第 6 回 平成 28 年 10 月 2 日(日) 

≪プログラムの完成≫ 

・プログラムの修正 

 

 

第 7 回 平成 28 年 10 月 23 日(日) 

≪リハーサル≫ 
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第 8 回 平成 28 年 11 月 6 日(日) 

≪長崎伝習所ワークショップ 

～シン塾テーマヲカンガエロ～≫ 

時間：13:00～16:30 

場所：消防局 5 階講堂 

 

 

メインファシリ(MF)：小川美穂 

サブファシ リ(SF)： 

篠崎義行、田中信、藤浪ひかる 

テーブルファシリ(TF)： 

飯山由佳、浦川公伸、大西博子、小川さやか、

作本博之、西村直美、藤田聡美、諸谷ふみ、

山口由里子、山田あゆみ、篠崎桂子、 

藤田幸代、山本光丞、本澤知子、島崎愛良、

卜部敦史、毛利真紀、田川大介 

 

(会場準備中) 

 

(全員でガンバローコール！) 

 

(全体司会の篠崎 SF) 

(チラシ作成者 浦川公伸) 
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(金原事務局長挨拶) 

 

(全体進行の小川 MF) 

 

(進行補助の藤浪 SF、田中 SF) 

 

(伝習所概要と今日のねらいの説明) 

 

(アイスブレーク：チーム対抗連想ゲーム) 

 

(自己紹介) 

 

(アイデア出し) 

 

(アイデア出し) 
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(デザインシート作成中) 

 

(デザインシート作成中) 

 

(デザインシート作成中) 

 

(投票中) 

 

(投票中) 

 

(発表) 

 

(堀先生の全体振り返り) 

 

(参加者全員の集合写真) 
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第 9 回 平成 28 年 12 月 11 日(日) 

≪伝習所ワークショップの振り返り・ 

まちづくりリーダーの心得≫ 

堀公俊「仕事の流儀」 

1 答えは必ず地域にある 

 自分たちの中にしか答えはない。 

外から人を連れてきても上手くいかない。 

成功事例を真似ても成功しない。 

今、地域にあるものを発見し、それをどう

組み合わせるか。 

自分たちでオリジナルで考える。 

 

2 馬鹿になる 

 損得考えずに動く。 

 よそ者、若者は、課題を見つけるが、実行

する人は、馬鹿者。 

 馬鹿にならないと解決しない。 

 なれないなら馬鹿をやる人を探す。 

 

3 つながりを力に 

 1 人でやろうとしない。みんなの力でやる。 

 しかし、1 人で馬鹿やる覚悟はいる。 

変われると思っていること。 

 

リーダーとムーブメント 

リーダーに続くフォロワーが大事 

 

堀公俊が大切にしていること 

1 公益ではなく私益を追求せよ！ 

楽しくやろう。楽しくなければやらない。 

自分が楽しくやれば公益につながる。 

 

2 組織ではなく広場をつくれ！ 

 組織は必ず自己目的化する。 

ルール、役割を守ることが仕事になる。 

できるだけルールを決めない。 

 

3 能力のある人のやる気を高めよ！ 

想いの強い人でなく、専門能力の高い人を

集める。能力の高い人に火をつける。 

 

ファーストペンギンになろう！ 

リスクを恐れず初めてのことに挑戦する 

ベンチャー精神の持ち主 

人と同じでなく、ファーストペンギンを目指

しなさい 
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長崎伝習所ワークショップデザインシート一覧 
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長崎伝習所ワークショップデザインシート一覧 
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賞　品 でんでんストラップ(赤)、最多獲得賞にはくんち手拭いをプラス

日　程
集合：10時(消防局講堂)　　会場整備：10時～11時　　昼食：各自
開場：12時半　　開始：13時　　終了：16時半　　片付け終了：17時半　　懇親会：18時～

役　割
MF：メインファシリテーター(おみ)　SF：サブファシリテーター(しの　司会)、(シンシン、なみ　タイムキーパー)
TF：テーブルファシリテーター

配布物
長崎伝習所30周年ガイドブック、クリアファイル、でんでんシール
伝習所資料持ち帰りOK(成果報告書、塾成果品等)

展　示 伝習所塾説明パネル会場内展示、都市経営室パネル展示

日　時 平成28年11月6日(日)　13:00～16:30 場　所 消防局5階講堂(長崎市興善町3-1)

グランド
ルール

①否定しない、②簡潔に話す、③最後まで聞く

参加者

市民一般を55名公募する。特に若者の参加を促す。6人掛け(うち1人がF）10テーブルを設置。
入場時にくじでグループ分けして、年齢と性別が混じるようにしておく。
※受付後に各テーブルで名札を書いてもらう。
※伝習所塾パネルを見てもらっておく。

長崎伝習所ワークショッププログラム

タイトル 長崎伝習所ワークショップ　～シン塾テーマヲカンガエロ～

目　的

長崎伝習所の「塾」のテーマにつながるもの。
　何かやりたいが、何をすればいいか迷っている人等の活動開始のきっかけと
　なるように、ワークショップで「塾」のテーマとなるようなものを提案する。
　提案されたテーマを掲げ塾長を募集する。
ファシリテーターの実践の場とする。
参加者同士の交流を図る。
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12:30 ～ 13:00

13:00 ～ 13:10

10

13:10 ～ 13:20

10

13:20 ～ 13:30

10

13:30 ～ 13:50

20

13:50 ～ 14:40

50

14:40 ～ 14:50

10

14:50 ～ 15:35

45

15:35 ～ 16:10

35

16:10 ～ 16:20

10

7
発表・
投票・
表彰

○ギャラリーウォーク【15分】
　・TFが内容を説明
　・投票部分は最初曲げて投票できないよう
　　にしておく。
○投票(3色の丸ラベル×2枚)【5分】
　・やってみたいで賞
　・市民が驚くで賞
　・長崎の役に立つで賞
　・最多獲得賞
○受賞作品の発表【15分】

SF：タイムキーパー/マイク用意/賞品渡し
TF：最初から投票しないよう注意
　　 自薦禁止
　　 同色ｼｰﾙ2枚ずつ。
　　 同じｼｰﾄに同色ｼｰﾙは2枚貼らない。

・受賞作品発表時に簡単に説明
・最多獲得賞は、部門に関わらず得票数の
合計
・受賞作品に賞品授与

8 クロージング
○グループ毎にふり返り
○全体振り返り(堀先生)
○アンケート

司会：SF
・本日の感想
・堀先生からも一言コメント

休憩

6 企画化

○デザインシート(A1)を最大2枚を作成する
　・シートは様式を決めない
　・共通の記載事項
　　(塾名、目的、対象、活動内容)のみ設定
　　し、MFが伝えて見本を見せる

※後で3つの賞で評価することをMFが伝えて
おく

・塾名が大事
・事業の目的をしっかり決める
　例×：○○で楽しむ
　　 ○：○○を楽しむことで△△する
・この枠でデザインシートの貼り出しまで終
わらせる
・デザインシートは縦で使用し、下部に投票
欄を事前印刷
SF：タイムキーパー/デザインシート貼補助

4 自己紹介

○自己紹介(1人2分以内)
　・呼ばれたい名前、仕事や活動、
　　①気になっていること、②はまっている
　　こと、③チャレンジしたいこと
　・3つを付箋(黄色)に書いて貼りだす

・MF全体説明後、付箋(黄色)を配り、1分で
記入し、TFから自己紹介を始める
・3つ出せなくても可(自由を高める)
・ネガティブな意見も必要
・時間があれば出されたものの共有時間を
取ることも可

5 アイデア出し

○段取り説明（MF）【5分】
　・グランドルールを再確認
○ブレーンストーミング【20分】
　・①②③をさらに付箋(黄色)で出していく。
　　ひとつずつ出しながら回していく。
○塾のテーマ出し【25分】
　・模造紙の真ん中に準備してある○の中に
　　「長崎」と書く
　・長崎×？(①②③)＝塾のテーマとなること
　　の説明。
　・長崎市とかけあわせ、塾のテーマになり
　　そうなものを選ぶ。
　・組み合わせたものや整理したものをピンク
　　の付箋でテーマのアイデアを書き足す。
　・MFから説明をして見本を示す

TF：MFの説明を受けてグラウンドルール再
確認
・付箋(黄色)を配る
・①②③から連想を広げる
・スピードを出していく

・「長崎」の文字サイズに注意

・掛け合わせ例
　長崎×（料理＋忙しい）＝時短料理
・付箋出しの際はグルーピングはしない
・最低50個、できれば100個！
・飽きてきたら、書きだすテーマを変える(興
味ある社会問題、ニュース・・)

2
概要説明
情報提供

○「塾」活動の説明及び過去テーマ紹介
　・今日の成果をどう活かすのか説明

説明：事務局説明

3 アイスブレイク
○グラウンドルール説明
○チーム対抗連想ゲーム(例題：秋と言えば)
　・何人がそろうかの得点を競い合う

1問ずつ集計する。(①長崎と言えば、②人
気の給食、③ふわふわしたもの)
付箋紙(緑)に記入する。ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ集計

0 開催前
○開催前のテーブルのフォロー
○名札の記入
○伝習所、都市経営室パネルを案内

・トイレ等の案内
・呼んでもらいたい名前を名札に記入
・時間があれば周りのパネル展示を案内

1 オープニング
○挨拶
○オリエンテーション

司会：SF
オリエンテーション以降MF対応

時間 狙い/目標 活動内容/テーマ Point
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■ 受講生の感想 ■ 

テーマ：『講座を受講しての気づきと活用』 

 

今回のファシリテーター養成研修において

の最大の気づきは、「ワークショップは、ファ

シリテーターの能力や技術、意識次第で、住

民のモチベーションを上げることができる。」

という点である。 

少しの言葉掛けや話し合いの方法、見える

化の工夫等多くの学びが、今後のまちづくり

に関する活動に留まらず、普段の職場やプラ

イベートの中でも多く活用していけるもので

あると感じた。 

今後も、「人」を第一の資源と捉え、色々な

ことに挑戦していきたい。   (田中 信) 

 

ファシリテーター養成講座を受講して気づ

いたことは、話しあいに多くの人の意見を引

き出すためには、準備が大切だということで

す。ワークショップを成功させるためには必

要な小道具を準備、話し合いの内容を深めさ

せるための流れのシナリオ、振り返りなどが

必要です。 

この講座で学んだことをまずは自分の仕事

にいかし、活用していきます。先月の人権学

習に取り組む時に、アイスブレーキングや話

し合い活動を参考にしました。 (藤田 幸代) 

 

日頃、市民活動に取り組む中で、活動の内

容や参加者同士の関係性づくり、何より居心

地のよい居場所づくりを考え、考えるほど、

時に活動の進め方に行き詰まり悩むこともあ

りました。この度、ファシリテーションのス

キルを学ぶことができ、以前より幾分？もっ

と冷静に活動の全体に目を向けることができ

るようになったかと思います。今後もこの学

びを活かし、より良い活動ができるよう頑張

りたいです。堀先生、皆さんとの出会いに感

謝いたします。        (毛利真紀) 

 

今回の２年にわたる講座受講で感じた事は、

貴重な経験と人との繋がりに感謝しています。 

受講を応募した際の興味本位から、講座を重

ねる内に議論の難しさや奥深さを体感し、実

践して更に深みを覚えた事や、自分の意見を

ちゃんと伝える、人の意見をきちんと聴き、

議論を広げて新しい意見を生む等の、発想力

や創造力が錬磨されました。 

仕事上では、商談の際に切り口の広げやイ

ンタビューでの引出し方を参考にして、取引

先との関係も構築することが出来ました。 

今期に習得を考えています、農林水産省推奨

の、６次産業化プランナー資格にもワークシ

ョップが習得科目で有り、ファシリテーター

の重要性を再確認致しました。  

改めてですが、人の話を聴く事の難しさと

意見の収束と拡散での、新しい発想への導き

等、頭を整理して対応して行く面白さも実感

出来ました。 

長崎のまちづくりは、色々な課題や問題が

多く堆積して折、ワークショップでの個人意

見の尊重や反映及び将来に向けた地域の型形

成等での、地域造りに貢献出来ます様に、企

業の立場と長崎に住む立場として交わって行

きたいと思います。 

最後になりますが、今回の講座にて御指導

頂きました堀先生、講座のサポートを行って

頂きました長崎市ランタナ様、一緒に受講致

しました受講生の皆様には多大な協力と御鞭

撻を頂きました事に感謝申し上げます。 

今後の長崎の発展を切に願いながら、地域

創生に寄与してまいります。  (作本博之) 
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参加者が楽しく参加できる場作り、いろん

な意見を聞き、参加者のたくさんの考えを引

き出していくか。その為の準備も大事ですが、

準備をしていても予定通りにいかない事ばか

りでした。準備や学ぶ事も大事ですが、ファ

シリテーターをできる場にたくさん参加し場

数を踏むことがファシリテーターとして成長

できる早道ではないかなと気づきました。 

今後は、講座で学んだ事を活かし、ファシ

リテーターとして参加できる場を探し、たく

さん場数を踏みたいと思っています。 

(藤田聡美) 

 

講座は自ら考え、また他の受講生と共に考

えていく中でファシリテーションのスキルに

ついて学びを深められました。その体験や実

践の中から、私は話合いの場では自分の発言

に自信を持てない傾向にあったことにも気づ

かされ、自身の課題を含めて自分を知る機会

にも繋がりました。話合いの場での自分の傾

向も踏まえた上で、話し合える場作りを今後

意識し、まずは職場内で講座を通して学び得

た事を実践していきたいと思います。 

(飯山由佳) 

 

この講座では、様々な立場の人たちが、情

報を共有したり、何かを決めたりする場面で

のスキルを学びましたが、同時に、普段の生

活の中での会話や人との接し方についての気

づきが多くありました。 

今年度のワークショップの実践では、目的

をしっかりと持つことや、十分な準備を行う

ことの重要性を再認識できました。また、事

前準備のグループ活動で、仲間づくりもでき

たので、今後の仕事や地域での活動につなげ

ていきたいと思います。    (篠崎桂子) 

ファシリテーターに必要なのは全体の流れ

を見渡す力と判断力、そしてシンプルでわか

りやすい言葉にどれだけ説得力を持たせられ

るかだと思います。 

限られた時間と条件の中で、対立した意見

をまとめるのは容易ではありませんが、対話

を促進したり折り合いをつけることで、参加

者の納得感を得ることはできると思います。 

何を目的として話し合うのか、私自身が常

に意識しながらファシリテーションできれば

と思います。 

まずは身近なところから、2 年間の講座を

通して学んだことを生かしていきたいです。 

(諸谷ふみ) 

 

マンションの理事長をしていること、仕事

でも異なる意見の調整をする事が多く、より

良い話し合いの進め方がないかと思い参加し

た講座でした。 

いざ受講してみると、話し合いの直接的な

技術はもちろんですが、そこに至るまでの雰

囲気づくりなど自分が想像していなかった部

分も重要であることに気づかされました。 

今後もここで学んだことを活かして公私問

わず困りごと解決の手伝いができればと思い

ます。堀先生はじめ市民協働推進室の皆さん

２年間お世話になりました。有難うございま

した。            (篠崎義行) 

 

2 年間継続してファシリテーションの技法

を学べたことで今まで感じていなかった細部

の微妙なニュアンス思考のポイントなどファ

シリテーションに関する感度が上がったよう

な気がします。 

会議の中の一つ一つの場面の構成、準備や

振り返りでのポイントなど細かいことも注力
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することで会議全体の満足度が得られるのだ

と思いました。 

ファシリテーターは、自分が会議でやって

みないと上達しないので、これからもいろん

な機会を見つけて実際にやってみることを継

続していきたいと思います。 (山口由里子) 
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ファシリテーター養成講座活動記録 

  日 時 ・ 内 容 場所・その他 

第 1回 WSの導入 平成 28年 5月 8日(日) 9:30～16:00 

≪ワークショップの導入≫ 

・ワークショップデザイン 

・プログラムの組み方など 

社会福祉会館 4Ｆ 

第 2回 自主研修 平成 28年 6月 5日(日) 9:30～12:00 

≪「コンセプトシート」づくり≫ 

・事務局説明 

(研修のすすめ方、ワークショップ開催の意図、

長崎伝習所とは) 

・グループ協議のすすめ方の確認 

・コンセプトシートを作成 ⇒ 完成 

社会福祉会館 4Ｆ 

 

各班の課題 

「プログラムシート

(概要)」を作成してく

る 

第 3回 自主研修 平成 28年 7月 3日(日) 9:30～12:00 

≪「プログラムシート(概要)」≫ 

・各班による「プログラムシート(概要)」の発表 

・プログラムの概要・骨子を確定 

・サブタイトル決定 

※チラシ作成者募集 

社会福祉会館 4Ｆ 

 

各班の課題  

次回までに「プログラ

ムシート(詳細)」案を

作成 

第 4回 プログラム

発表 

平成 28年 9月 11日(日) 9:30～16:00 

≪プログラム案＆フィードバック≫ 

・各班によるプログラム案の発表 

・プログラムの一本化 

・コーディネーター、テーブルファシリ等の役割

分担 

社会福祉会館 4Ｆ 

第 5回 自主研修 

(追加) 

平成 28年 9月 23日(金) 18:30～21:00 

・プログラム作成 

市民活動センター 

第 6回 プログラム

完成 

平成 28年 10月 2日(日) 9:30～16:00 

≪プログラムの完成≫ 

・プログラムの修正 

社会福祉会館 4Ｆ 

第 7回 自主研修 

 

平成 28年 10月 23日(日) 9:30～12:00 

・当日のリハーサル 

社会福祉会館 4Ｆ 

第 8回 伝習所 

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 

平成 28年 11月 6日(日) 13:00～16:30 

『長崎伝習所ワークショップ  

シン塾テーマヲカンガエロ』 

・長崎伝習所の「塾」のテーマの提案につなげる 

消防局 5階講堂 

49人参加 

第 9回 ふりかえり 平成 28年 12月 11日(日) 9:30～16:00 

『長崎伝習所ワークショップ』のふりかえり 

・まちづくりリーダーの心得 

社会福祉会館 4Ｆ 

 

  平成 29年 3月 20日(月・祝) 

長崎伝習所まつり 

・修了式 

・パネル展示 

ベルナード観光通り 
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ファシリテーター養成講座(3 期生) 

講師 堀 公俊 

1 飯山 由佳 21 本澤 知子   

2 浦川 公伸 22 諸谷 ふみ   

3 卜部 淳史 23 山口 由里子   

4 大西 博子 24 山田 あゆみ   

5 小川 さやか 25 山本 光丞   

6 小川 実咲     

7 小川 美穂     

8 金原 久美子     

9 作本 博之     

10 篠﨑 桂子     

11 篠﨑 義行     

12 島崎 愛良     

13 田川 大介     

14 田中 信     

15 西村 直美     

16 藤田 聡美     

17 藤田 幸代     

18 藤浪 ひかる     

19 前田 裕子     

20 毛利 真紀     
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カタリバ事業 

 

■ 事業の目的 ■ 

まちづくりについての様々なテーマについ

て、“こんなことあったらいいな♪”“こんな

ことできそう！”“こんなこと楽しそう♪”な

ど自由に話し合える場をつくり、またその場

で出てきたアイデアを具体的な企画まで作り

上げていく・・・そんなきっかけになる「場」

になることを目指しています。 

 

第 1 回  

日時：平成 28 年 10 月 24 日(月) 

19:00～21:00 

場所：市民活動センター「ランタナ」会議室 

テーマ：このまちでの働き方遊び方生き方 

参 加：16 人 

講師： 

森 恭平 

1988 年長崎市生まれ。佐賀大学美術工芸課

程デザイン科卒、早稲田大学大学院教育学研

究科(都市地理・経済地理学専攻)修了。U-30

からはじめる長崎のまちづくり会議座長。 

岩本 諭 

1990 年大分県宇佐市生まれ。長崎大学環境

科学部卒、同大学院水産・環境総合研究科修

了。斜面地・空き家活用団体つくる代表、

U-30 からはじめる長崎のまちづくり会議事

務局長。 

内容： 

岩本氏の活動紹介 

・空き家活用団体つくるについて 

・あぐりの丘の市民協働について 

森氏の活動紹介 

やってみたいことのワークショップ 
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(岩本 論さん) 

 

(森 恭平さん) 

 

 

 

 

 

 

A班 
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B班 C班 
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第 2 回  

日時：平成 29 年 2 月 17 日(金) 

19:00～21:00 

場所：市民活動センター「ランタナ」会議室 

テーマ：私たちのはたらき方 

参 加：16 人 

コーディネーター：岩本 諭 

スピーカー： 

森 恭平 

本田 さなえ： 

保育士と紅茶コーディネーターをしています。

生活を丁寧に、自然や目の前のことと素直に

向き合いながら生きていけたら…と願ってい

ます。最近ハマっていることは食べられる花

を探すこと。 

山口 知宏：㈱アドミン代表取締役 

システム開発、Web サイト制作、デザイン・

マルチメディア制作、ハードウェアの導入・

保守の４つを主軸としつつも、私たちは枠に

とらわれない業務展開を模索し、挑戦します。 

 (活動指針抜粋) 
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