
【ゲストコメンテーター

川北 

１９６４年大阪生まれ。８７年に

の日本代表や国会議員の

への取り組みを支援するとともに、ＮＰＯ・市民団体と行政との協働の基盤づくりを進め、毎年約６０の自治体で、職員や市民との

合同研修を担当。地域自治組織の先進地・島根県雲南市でもアドバイザーを務め、雲南市から地域自治組織を学ぶ「雲南ゼミ」設立

を呼びかけ、全国の自治体が住民自

 

              

              

 

              

 

 

ゲストコメンテーター・川北さんを交えての意見交換会

 

  

  

  

  

  

  

【ゲストコメンテーター

 秀人さん  

１９６４年大阪生まれ。８７年に

の日本代表や国会議員の

への取り組みを支援するとともに、ＮＰＯ・市民団体と行政との協働の基盤づくりを進め、毎年約６０の自治体で、職員や市民との

合同研修を担当。地域自治組織の先進地・島根県雲南市でもアドバイザーを務め、雲南市から地域自治組織を学ぶ「雲南ゼミ」設立

を呼びかけ、全国の自治体が住民自

 中村 
              

              

 山下 
              

 佐藤 
 

ゲストコメンテーター・川北さんを交えての意見交換会

  平成２７年

  県民ふれあい会館

  

  ボランティア団体、自治体連合会、社協、自治体職員、

  ３０名（先着順）

   

【ゲストコメンテーター紹介】

  IIHOE[人と組織と地球のための国際研究所

１９６４年大阪生まれ。８７年に

の日本代表や国会議員の 政策担当秘書などを務め、９４年にＩＩＨＯＥ設立。市民団体のマネジメントや、企業の社会責任（ＣＳＲ）

への取り組みを支援するとともに、ＮＰＯ・市民団体と行政との協働の基盤づくりを進め、毎年約６０の自治体で、職員や市民との

合同研修を担当。地域自治組織の先進地・島根県雲南市でもアドバイザーを務め、雲南市から地域自治組織を学ぶ「雲南ゼミ」設立

を呼びかけ、全国の自治体が住民自

 

 隆行
              

              

 弘彦
              

 淳子

ゲストコメンテーター・川北さんを交えての意見交換会

平成２７年

県民ふれあい会館

ボランティア団体、自治体連合会、社協、自治体職員、

名（先着順）

  

 

紹介】 

人と組織と地球のための国際研究所

１９６４年大阪生まれ。８７年に(株)リクルートに入社し、広報や国際採用などを担当して９１年退社。その後、国際青年交流ＮＧＯ

政策担当秘書などを務め、９４年にＩＩＨＯＥ設立。市民団体のマネジメントや、企業の社会責任（ＣＳＲ）

への取り組みを支援するとともに、ＮＰＯ・市民団体と行政との協働の基盤づくりを進め、毎年約６０の自治体で、職員や市民との

合同研修を担当。地域自治組織の先進地・島根県雲南市でもアドバイザーを務め、雲南市から地域自治組織を学ぶ「雲南ゼミ」設立

を呼びかけ、全国の自治体が住民自治のあり方を学んでいる。

 

隆行さん 特定非営利活動法人ひろしま

              広島市災害ボランティア本部

              広島市復興連携本部

弘彦さん 日野ボランティア

              コーディネーター

淳子さん とっとり震災支援連絡協議会

ゲストコメンテーター・川北さんを交えての意見交換会

平成２７年

県民ふれあい会館

ボランティア団体、自治体連合会、社協、自治体職員、

名（先着順）

人と組織と地球のための国際研究所

リクルートに入社し、広報や国際採用などを担当して９１年退社。その後、国際青年交流ＮＧＯ

政策担当秘書などを務め、９４年にＩＩＨＯＥ設立。市民団体のマネジメントや、企業の社会責任（ＣＳＲ）

への取り組みを支援するとともに、ＮＰＯ・市民団体と行政との協働の基盤づくりを進め、毎年約６０の自治体で、職員や市民との

合同研修を担当。地域自治組織の先進地・島根県雲南市でもアドバイザーを務め、雲南市から地域自治組織を学ぶ「雲南ゼミ」設立

治のあり方を学んでいる。

特定非営利活動法人ひろしま

広島市災害ボランティア本部

広島市復興連携本部

日野ボランティア

コーディネーター

とっとり震災支援連絡協議会

ゲストコメンテーター・川北さんを交えての意見交換会

県民ふれあい会館 大研修室

ボランティア団体、自治体連合会、社協、自治体職員、

名（先着順） 

人と組織と地球のための国際研究所]代表 

リクルートに入社し、広報や国際採用などを担当して９１年退社。その後、国際青年交流ＮＧＯ

政策担当秘書などを務め、９４年にＩＩＨＯＥ設立。市民団体のマネジメントや、企業の社会責任（ＣＳＲ）

への取り組みを支援するとともに、ＮＰＯ・市民団体と行政との協働の基盤づくりを進め、毎年約６０の自治体で、職員や市民との

合同研修を担当。地域自治組織の先進地・島根県雲南市でもアドバイザーを務め、雲南市から地域自治組織を学ぶ「雲南ゼミ」設立

治のあり方を学んでいる。 

特定非営利活動法人ひろしま

広島市災害ボランティア本部

広島市復興連携本部

日野ボランティア・ネットワーク

コーディネーター 

とっとり震災支援連絡協議会

ゲストコメンテーター・川北さんを交えての意見交換会

（土

大研修室

ボランティア団体、自治体連合会、社協、自治体職員、

リクルートに入社し、広報や国際採用などを担当して９１年退社。その後、国際青年交流ＮＧＯ

政策担当秘書などを務め、９４年にＩＩＨＯＥ設立。市民団体のマネジメントや、企業の社会責任（ＣＳＲ）

への取り組みを支援するとともに、ＮＰＯ・市民団体と行政との協働の基盤づくりを進め、毎年約６０の自治体で、職員や市民との

合同研修を担当。地域自治組織の先進地・島根県雲南市でもアドバイザーを務め、雲南市から地域自治組織を学ぶ「雲南ゼミ」設立

特定非営利活動法人ひろしま NPO

広島市災害ボランティア本部 

広島市復興連携本部 副本部長（現在）

ネットワーク

とっとり震災支援連絡協議会 事務局長

ゲストコメンテーター・川北さんを交えての意見交換会 

土） 

大研修室（鳥取市扇町２１番地

（開場１３：００

ボランティア団体、自治体連合会、社協、自治体職員、

リクルートに入社し、広報や国際採用などを担当して９１年退社。その後、国際青年交流ＮＧＯ

政策担当秘書などを務め、９４年にＩＩＨＯＥ設立。市民団体のマネジメントや、企業の社会責任（ＣＳＲ）

への取り組みを支援するとともに、ＮＰＯ・市民団体と行政との協働の基盤づくりを進め、毎年約６０の自治体で、職員や市民との

合同研修を担当。地域自治組織の先進地・島根県雲南市でもアドバイザーを務め、雲南市から地域自治組織を学ぶ「雲南ゼミ」設立

NPO センター専務理事

 副本部長（当時）

副本部長（現在）

ネットワーク（ひのぼらねっと）

事務局長 

 

（鳥取市扇町２１番地

場１３：００

ボランティア団体、自治体連合会、社協、自治体職員、

リクルートに入社し、広報や国際採用などを担当して９１年退社。その後、国際青年交流ＮＧＯ

政策担当秘書などを務め、９４年にＩＩＨＯＥ設立。市民団体のマネジメントや、企業の社会責任（ＣＳＲ）

への取り組みを支援するとともに、ＮＰＯ・市民団体と行政との協働の基盤づくりを進め、毎年約６０の自治体で、職員や市民との

合同研修を担当。地域自治組織の先進地・島根県雲南市でもアドバイザーを務め、雲南市から地域自治組織を学ぶ「雲南ゼミ」設立

センター専務理事

副本部長（当時） 

副本部長（現在） 

（ひのぼらねっと）

（鳥取市扇町２１番地

場１３：００

ボランティア団体、自治体連合会、社協、自治体職員、NPO

リクルートに入社し、広報や国際採用などを担当して９１年退社。その後、国際青年交流ＮＧＯ

政策担当秘書などを務め、９４年にＩＩＨＯＥ設立。市民団体のマネジメントや、企業の社会責任（ＣＳＲ）

への取り組みを支援するとともに、ＮＰＯ・市民団体と行政との協働の基盤づくりを進め、毎年約６０の自治体で、職員や市民との

合同研修を担当。地域自治組織の先進地・島根県雲南市でもアドバイザーを務め、雲南市から地域自治組織を学ぶ「雲南ゼミ」設立

センター専務理事 

 

（ひのぼらねっと） 

 

（鳥取市扇町２１番地） 

場１３：００） 

NPO 等 

リクルートに入社し、広報や国際採用などを担当して９１年退社。その後、国際青年交流ＮＧＯ

政策担当秘書などを務め、９４年にＩＩＨＯＥ設立。市民団体のマネジメントや、企業の社会責任（ＣＳＲ）

への取り組みを支援するとともに、ＮＰＯ・市民団体と行政との協働の基盤づくりを進め、毎年約６０の自治体で、職員や市民との

合同研修を担当。地域自治組織の先進地・島根県雲南市でもアドバイザーを務め、雲南市から地域自治組織を学ぶ「雲南ゼミ」設立



団体にご所属の方は、

さしつかえなければ、

※この申込書で最大

※ご記入いただいた個人情報は、本企画の関すること以外には使用いたしません。

 ただし、

 ございます

【お問い合せ】

〒682

     

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ふりがな）

お名前①

（ふりがな）

お名前②

（ふりがな）

お名前③

代表者ご連絡先

団体にご所属の方は、

該当するものに

つけてください。

さしつかえなければ、

所属団体名をご記入

ください。

 

『

一般財団法人

電話

※この申込書で最大

※ご記入いただいた個人情報は、本企画の関すること以外には使用いたしません。

ただし、お名前・所属団体（組織）

ございますので、ご了承ください。

【お問い合せ】

682-0023 

       

      

      

（ふりがな） 

お名前① 

（ふりがな） 

お名前② 

（ふりがな） 

お名前③ 

代表者ご連絡先 

団体にご所属の方は、

該当するものに✔を

つけてください。 

さしつかえなければ、

所属団体名をご記入

ください。 

『「地域の防災を考える」～阪神・淡路大震災から２０年～

一般財団法人

電話 ・ 

※この申込書で最大

※ご記入いただいた個人情報は、本企画の関すること以外には使用いたしません。

お名前・所属団体（組織）

ございますので、ご了承ください。

【お問い合せ】 

 鳥取県倉吉市山根５５７番地１

  一般財団法人

      （担当）椿、谷

      TEL(0858)24

 

 

 

TEL

FAX

E-メール

団体にご所属の方は、 

を 

 

□ボランティア団体

□自治会関係

□社団・財団法人、社会福祉法人など、

□自治体職員

さしつかえなければ、 

所属団体名をご記入 

 

「地域の防災を考える」～阪神・淡路大震災から２０年～

一般財団法人 

 FAX 

まで申込できます。

※ご記入いただいた個人情報は、本企画の関すること以外には使用いたしません。

お名前・所属団体（組織）

ので、ご了承ください。

鳥取県倉吉市山根５５７番地１

一般財団法人とっとり県民活動活性化センター

（担当）椿、谷 

TEL(0858)24-6460 

TEL   (         

FAX   (         

メール 

□ボランティア団体

□自治会関係  

□社団・財団法人、社会福祉法人など、

□自治体職員  

「地域の防災を考える」～阪神・淡路大震災から２０年～

 ・ E

まで申込できます。

※ご記入いただいた個人情報は、本企画の関すること以外には使用いたしません。

お名前・所属団体（組織）は、当日の参加者名簿に掲載させていただく場合が

ので、ご了承ください。 

鳥取県倉吉市山根５５７番地１

とっとり県民活動活性化センター

 / FAX(0858)24

         

         

□ボランティア団体   

□自治会関係      

□社団・財団法人、社会福祉法人など、

□自治体職員      

「地域の防災を考える」～阪神・淡路大震災から２０年～

E-メール

まで申込できます。 

※ご記入いただいた個人情報は、本企画の関すること以外には使用いたしません。

当日の参加者名簿に掲載させていただく場合が

鳥取県倉吉市山根５５７番地１ パープルタウン２階

とっとり県民活動活性化センター

FAX(0858)24-6470

         ) 

         ) 

   □NPO

    □社会福祉協議会

□社団・財団法人、社会福祉法人など、

    □その他

「地域の防災を考える」～阪神・淡路大震災から２０年～

メールでお申込みください。

 

※ご記入いただいた個人情報は、本企画の関すること以外には使用いたしません。

当日の参加者名簿に掲載させていただく場合が

パープルタウン２階

とっとり県民活動活性化センター 

6470 / E-

 

 

NPO 法人、市民活動団体

□社会福祉協議会

□社団・財団法人、社会福祉法人など、NPO

□その他 

「地域の防災を考える」～阪神・淡路大震災から２０年～

でお申込みください。

※ご記入いただいた個人情報は、本企画の関すること以外には使用いたしません。

当日の参加者名簿に掲載させていただく場合が

パープルタウン２階 

-mail：info@tottori

法人、市民活動団体

□社会福祉協議会 

NPO 法人以外の公益法人

「地域の防災を考える」～阪神・淡路大震災から２０年～』

 へ

でお申込みください。

※ご記入いただいた個人情報は、本企画の関すること以外には使用いたしません。 

当日の参加者名簿に掲載させていただく場合が

info@tottori-

法人、市民活動団体 等 

法人以外の公益法人

』 

へ 

でお申込みください。 

 

当日の参加者名簿に掲載させていただく場合が 

-katsu.net 

法人以外の公益法人 

 


