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Ka nag awa Co mmuni ty C olle ge
令 和 3 年 度 年 間 講 座ス ケ ジュール
〜6月 7月

8月

地域づくり、
災害救援・減災・防災、
団体運営・情報（ICT）化、
福祉、
子ども・若者、
人権、
環境の39講座
■青…主催講座

9月

こんな方へおすすめ

特別講座

地域・社会活動への参加に関心があり、
情報やきっかけが欲しい方へ

8/29

8/19〜9/9

こんな方へおすすめ

地域を元気にする
活動をしたい方へ

11月

★…オンライン講座 ♦ …会場かオンライン選択可

12月

1月

2月

募集講座の情報を
お届けします

3月

★「自分探しの旅とボランタリーライフ」

受講生の声

〜人生100歳時代の生きがいを見つけ、自分らしい社会参加のあり方や地域のつながりを考える〜［無料・全1回］

（令和2年度講座アンケートより抜粋）

発達障がい児地域支援
コーディネーター養成講座
（実践編）

アドラー心理学から学ぶ「勇気づけ」
コミュニケーションの実践〜地域活動リーダー養成〜［6,000円・全4回］

7/3〜24

地域
づくり

10月

■緑…連携講座

空き家活用による地域課題の解決と価値の生み出し方［3,000円・全4回］

まち歩きボランティアガイド養成［13,500円・全9回］

●週1回通いながら学べて、
本当によかっ
たです。ここに来られた受講生とNPOな
り施設なりを作ったら、きっとステキな物
が出来上がると思いました。知識、技術、
気持ちを大切にしながら、今後自分がで
きることをしていきたいです。自分の気持
ちを整えながら。

10/1〜11/26

多文化共生時代を生きる〜多様な文化をもつ人たちの共生の場をつくろう！〜［6,000円・全4回］ 10/14〜11/4
共助の地域づくりを推進する［6,000円・全5回］

10/27〜12/22

7/4 ♦災害ボランティア入門①［1,500円・全1回］

災害救援
減災・防災

こんな方へおすすめ

災害等から地域を守る活動に
自分を活かしたい方へ

7/8 ♦災害ボランティア入門②［1,500円・全1回］
7/10〜31

子育て期の相談リスナルケアラー
養成講座
（入門編）

［7,000円・全4回］
防災教育ファシリテーター養成（初級編）

7/18〜8/1 水害にあった紙資料の応急処置を学ぼう［4,500円・全3回］
8/7〜28

●あらためて気付かされる事が多く、貴
重な時間でした。毎回あっという間に時
間が過ぎて、もう最終回というのが残念
です。たまたま職場でチラシをみつけ、応
募しました。コミュニティカレッジのこと
は、知らなかったです。興味のありそうな
ものがあれば、
また参加したいです。

災害ボランティアコーディネーター養成［4,500円・全3回］

［3,000円・全1回］
7/3 人が集まる講座企画と思わず手に取るチラシの作り方
8/7 ワード2016でつくる 思わず手に取るチラシの作り方
［※同一内容を午前午後に2回開催 4,000円・全1回］

団体運営
情報（ICT）化

［4,000円・全1回］
8/25 Web会議システム活用のサポート

こんな方へおすすめ

ボランティアやNPOの
組織力・運営力を高めたい方へ

9/30〜10/21

［3,000円・全4回］
人生100歳時代のNPO・市民活動（基礎編）
11/11〜12/2

［3,000円・全4回］
人生100歳時代のNPO・市民活動（実践編）

NPO会計［6,000円・全4回］ 11/25〜12/16
［各3,000円・全4回］
新聞記者に学ぶ情報発信スキルアップ（基礎編・応用編）

7/6〜27

超高齢化社会を市民パワーで支えよう！
「市民世話人Ⓡ」養成入門［5,000円・全4回］
傾聴ボランティア養成 入門②［6,000円・全4回］

9/7〜28

こんな方へおすすめ

福祉

1/29〜2/26

傾聴ボランティア養成 入門①［6,000円・全4回］
9/1〜22

聞き書きボランティア養成［7,500円・全5回］

9/7〜10/19

地域の支え合いの活動に
自分を活かしたい方へ

園芸療法ボランティア入門［7,500円・全5回 別途材料費3,000円］

9/9〜1１/11

★回想法リーダー養成［12,000円・全6回］

10/22〜12/24

傾聴ボランティア養成 ステップアップ研修［6,000円・全4回］ 10/26〜11/16
大人になって知る発達障がいとひきこもりを考える［6,000円・全4回］ 11/30〜12/21

6/24〜7/15
こんな方へおすすめ

子ども・若者

［6,000円・全4回］
発達障がい児地域支援コーディネーター養成（基礎編）

外国につながる子どもの学習支援者養成［14,400円・全8回］

7/4〜8/29

子どもたちの未来のために
自分を活かしたい方へ

9/4〜10/2
9/10〜10/8

子どもシェルターのボランティア養成［4,000円・全4回］
［7,500円・全5回］
子育て期の相談 リスナルケアラー養成(入門編）
［12,000円・全8回］
発達障がい児地域支援コーディネーター養成（実践編）

9/30〜11/18

理科推進スタッフ体験［3,000円・全6回 別途実習費500〜1,000円］

こんな方へおすすめ

人権

ひとりひとりを大切にする社会づくりに
自分を活かしたい方へ
こんな方へおすすめ

環境

かけがえのない自然資源を守り
次の世代へ残したい方へ

7/2〜9/24

10/20〜2/16

［15,000円・全10回］
犯罪被害者支援ボランティア養成（初中級）

［無料・全10回］
犯罪被害者支援ボランティア養成（上級）

10/22〜12/24

世界基準の障害教育=障害平等研修（DET)を学ぼう［3,000円・全2回］
9/27〜10/25

メルマガの
登録

11/20〜27

もっと知りたい食品ロス!身近なことから活動をはじめよう［7,500円・全5回］

［6,000円・全2回 別途資料代3,000円］
野生動物リハビリテーター養成（講義編）

11/21〜12/5

※講座タイトル・日程等の最新の情報については、
神奈川県HPをご覧ください。
また、会場での実施を予定している一部講座について、オンライン講座へ変更の可能性があります。

人が集まる講座企画と
思わず手に取るチラシの作り方
●今回の企画は、私がこれからチラシ・
ポスターを作成するに当たって、大変参
考になりました。今までのチラシは自己満
足で
「作れればいいや」
という姿勢でした
ので、対象者の心に響いてはいなかった
ようです。
ありがとうございました。
災害ボランティアコーディネーター
養成講座
●個人的には、
地域の方々とグループワー
クをして、
災害に関する課題について話し
合う機会が設けられていたのが良かった
と感じています。こういった講座やワーク
ショップ等への参加の機会が増えていく
ことにより、
地域貢献意欲のある人が、
地
域活動に参加するインセンティブをより高
められるのではないかと思いました。
新聞記者に学ぶ 情報発信スキルアップ
講座
（NPO・ボランティア団体向け）
●実践トレーニングに感謝いっぱいで
す。先生のメールによる添削指導、提出し
た 章等に対する講評は、とても貴重な
アドバイスとして、しっかり復習に役立た
せたいです。
傾聴ボランティア養成講座 入門コース
●認知症の方への偏見が、自分にあった
ことに気づくことができました。
「 自分は
認知症かも」
と不安を訴えている友人の、
不安な気持ちにもっとより添って話を聴
いてみようと思いました。

かながわコミュニティカレッジは、
ボランティアやＮＰＯなど、地域づくりや社会課題の
解決に取り組みたいみなさんの「学びの場」です。

特色

1

多彩な講師陣と
実践的な
カリキュラム
座学だけではない、
グループワークや
体験学習などの
実践的なカリキュラム

特色

2

特色

新たな出会いと
仲間づくりの場
講師や受講生との
出会いで、新たな活動への
きっかけづくりへ

お申込み
お問合せ

3

学んだことを
活動につなげる
サポート
かながわ県民センター9階の
「ボランタリー活動相談窓口」
で
受講後の活動に関する
相談対応

Ka n a g a w a C o m m un it y C o lleg e
かながわコミュニティカレッジ事務局
（運営団体：一般社団法人ソーシャルコーディネートかながわ）

〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町2-24-２
かながわ県民センター11階
TEL.045-620-0743 FAX.045-620-0745
横浜市営地下鉄

かながわコミュニティカレッジ

かながわ県民センター

横浜駅

横浜
ベイシェラトン

ヨドバシ
カメラ

北6出口▶

横浜高島屋

小田原⇦

検索

横

西口

浜

TSプラザ

エキニア横浜
モアーズ

駅

東口
横浜そごう

北口
⇨東京

【交通】
JR・東急東横線・みなとみらい線・京浜急行線・相鉄線
横浜駅西口より徒歩5分、きた西口より徒歩3分
横浜市営地下鉄
地下鉄横浜駅出口８番から地下街を通り、
中央モールを左折し、北６番出口を出て徒歩２分

