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   五感で学ぶ地域づくり五感で学ぶ地域づくり五感で学ぶ地域づくり   

地地地   方方方   創創創   生生生   実実実   践践践   塾塾塾   
昭和 

平成 

募集要項 

対  象 ：地方公共団体、ＮＰＯ団体、学生など地域の活性化に取り組んでいる方及び興味のある方 

募集人数：各回30名～40名程度 

 セミナーの受講は地域活性化センターの個人賛助会員に向けたサービスの一環となります。個人賛助会員へのサービスと
して、機関誌配布、メルマガ配信等のサービスがあります。詳細はhttps://www.jcrd.jp/をご確認ください。 

平成30年度 地域活性化センター開催セミナー 受講申込書 

申込欄 開 催 日 開 催 地 ・ テ  ー  マ 

  6/1～3 
【島根県海士町】 
「海士町の地方創生”ないものはない”離島からの挑戦」 

  6/22～23 
【岩手県紫波町】 
「オガールプロジェクト 

  ～稼ぐインフラとリノベーションまちづくり～」 

  7/20～22 
【和歌山県田辺市】 
「世界に開かれた持続可能な観光地 田辺・熊野を目指して」 

  8/25～26   
【埼玉県秩父市】 
「秩父に学ぶ『地域ブランド』の作り方」 

  9/8～9 
【群馬県富岡市】 
「まちづくりメディアラボ ～WEB・動画・写真を駆使した地域
プロモーション技法を学ぶ～」 

  9/22～23 

【香川県高松市】 
「瀬戸内国際芸術祭の活用  

  ～移住者に選ばれる男木島に学ぶ～」 

  10/19～21 

【長野県飯田市】 
「当事者意識から生まれる共創の仕組み 

  ～内発的な発展を続ける飯田モデルを学ぶ～」 

 11/3～4 
【大分県竹田市】 
「全国最多規模の地域おこし協力隊の現場から 

  ～『農村回帰宣言市』の実力に学ぶ～」 

 1/25～26 

【愛知県岡崎市】 
「産業支援を通じた地域活性化事例  

  ～OKa-Biz・まちゼミ等の取組を通じて～」（仮） 

 12/8～9 
【千葉県いすみ市】 
「美食の街いすみ 

 ～サンセバスチャン化計画～」（仮） 

個人賛助会員について 

※希望するセミナーの左欄に〇をしてください。（複数可）    

※セミナーのテーマや内容は変更する場合があります。      ※交流会費・宿泊費・飲食代等は別途ご負担となります。 

申込方法 

 地方創生実践塾（地方開催） 

一般財団法人地域活性化センター 
〒103-0027 東京都中央区日本橋2-3-4 日本橋プラザビル13階 

https://www.jcrd.jp/ 

 フリガナ  男 ・ 女 
勤務先・所属

部署・役職  

 

氏  名       歳 

住  所 
（ 勤務先 ・ 自宅 ） 〒     －  

 

電  話 －       －  メール    

請求書 

(必要な場合記入) 
生年月日        年    月    日 

備  考 
（※土日集中セミナーの受講申込で回数券希望の場合は、3回券もしくは6回券の希望の旨を記載） 

 

宛   名： 

送付先：  

受 講 者 募 集 

 HP（https://www.jcrd.jp/）のお申込みフォームよりお申込みください。または、下記の受講申込書に必要事項をご記入のうえFAX
（03-5202-0755）か、E-mailにて必要事項を記入のうえ、ご送信ください。 
 

 ・土日集中セミナー分   メール宛先 クリエイティブ事業室  creative@jcrd.jp 

 ・地方創生実践塾分    メール宛先 地域創生課        chiiki@jcrd.jp 
 

※申込み後、E-mailにてご連絡いたします。１週間を過ぎても連絡がない場合はお問い合わせください。 

※ご記入いただいた個人情報については、当センターからの事務連絡、各事業のご案内等に利用させていただく場合があります。 

※連絡なしの不参加や当日キャンセル等の場合は返金できかねますので、ご注意願います。 

 土日集中セミナー（東京開催） 

申込欄 開 催 日 テ  ー  マ  

 5/26～27 「地域経済を見る眼とその方法～データに基づいた取組に向けて～」 

 6/30～ 7/1 「デザイン思考で紡ぐ住民志向のシティプロモーション」 

 7/14～15 
「森の恵みで豊かな輪を編む 
 ～森林資源を活用した新たな循環の仕組み～」 

 7/28～29 
「地域と学校の支え合い 
 ～地域とつくる『教育の仕組みづくり』～」 

 9/1～2 
「地域経済を見る眼とその方法 
 ～地域経済循環分析に基づく政策立案～」 

 9/15～16 「図書館を核とした多様な交流が生まれる地域づくり」 

 10/6～7 「今、取り組むべき成長分野のインバウンド戦略」 

 10/27～28 「地域の力を引き出す“余白”のデザイン 
～ゆるやかなつながりを生む場づくり～」 

 11/24～25 
「空き家・空き店舗の活用から芽吹くコミュニティの未来 
 ～新しいエリアデザインのカタチ～」 

  12/15～16 
「やねだん東京塾 
 ～ないものねだりからあるもの磨きのまちづくり～」 

 1/19～20 
「地域経済を見る眼とその方法 
 ～地域経済循環分析に基づく政策立案～」 

 2月中旬 「アジアのインバウンドを呼び込む地域資源活用と発信」(仮) 

地域を想い 

 未来を創造する 



  お問い合わせ先：地域創生課 03-5202-6136 chiiki@jcrd.jp 

 

  お問い合わせ先：クリエイティブ事業室 03-5202-6134 creative@jcrd.jp 

  セミナー概要 

  受講にあたって 

  受講者の声 

 このセミナーは地域活性化セン

ターの個人賛助会員に向けたサー

ビスの一つとして実施しています。し

たがって、 受講にあたっては個人賛

助会員になっていただく必要があり

ます。個人賛助会員制度について

は、裏表紙をご覧ください。 

  A会員（6回会員） 90,000円 

  B会員（3回会員） 60,000円 

  C会員（1回会員） 25,000円 

  Ｓ会員（1回会員[学生]） 10,000円 

 

  セミナー概要 

  地域活性化に向け先進的な取組を

行う地域を開催地として、専門的か

つ実践的な知識や手法を学ぶことが

できる、2 ～ 3日間の研修です。 

 講義やフィールドワーク、グループ

ワークなど、現地ならではの研修を

行います。また、講師の方々や全国

から集まる受講者と思いを共有し、

人脈をつくることができます。 

  受講にあたって 

  受講者の声 

・自分の視点が変わり、リアルな目線

で考えることができました。 

・「百聞は一見にしかず」どんな本より

も参考になりました。 

・実践することの大切さを、体と心で

感じさせてもらいました。  

     五感で学ぶ地域づくり 

 地 方 創 生 実 践 塾 【地方開催】 

 このセミナーは地域活性化セン

ターの個人賛助会員に向けたサー

ビスの一つとして実施しています。し

たがって、 受講にあたっては個人賛

助会員になっていただく必要があり

ます。個人賛助会員制度について

は、裏表紙をご覧ください。 

 Ｌ会員（1回会員） 10,000円 

 Ｓ会員（1回会員[学生]） 10,000円 
 

・心を動かされました。 

・予想以上のセミナーで自分の人生

の指針にもなりました。 

・これからの取組・行動計画のイメー

ジが描けました。 

開催地・開催日 テ ー マ ・ 主任講師 

 

6月1日(金)～3日(日) 

「海士町の地方創生”ないものはない”離島からの挑戦」 

主任講師：阿部 裕志 氏（（株）巡の環 代表取締役） 

       豊田 庄吾 氏（隠岐島前高校魅力化コーディネーター） 

 

 6月22日(金)～23日(土) 

「オガールプロジェクト 

  ～稼ぐインフラとリノベーションまちづくり～」 

主任講師：鎌田 千市 氏(紫波町企画総務部企画課公民連携室長) 

 

 7月20日(金)～22日(日) 

「世界に開かれた持続可能な観光地 田辺・熊野を目指して」 

主任講師：多田 稔子 氏 (（一社）田辺市熊野ツーリズムビュー

ロー 会長) 

 

 8月25日(土)～26日(日) 

「秩父に学ぶ『地域ブランド』の作り方」 

主任講師：井上 正幸 氏（（一社）秩父地域おもてなし観光公社 

事務局長） 

 

 9月8日(土)～9日(日) 

「まちづくりメディアラボ  

 ～WEB・動画・写真を駆使した地域プロモーション技法を学ぶ～」 

主任講師：谷中 修吾 氏 （（一社）INSPIRE代表理事) 

 

 9月22日(土)～23日(日) 

「瀬戸内国際芸術祭の活用 

  ～移住者に選ばれる男木島に学ぶ～」 

主任講師：村山 卓 氏 （前香川大学大学院 地域マネジメント研究科 教授) 

 

10月19日(金)～21日(日) 

「当事者意識から生まれる共創の仕組み 

  ～内発的な発展を続ける飯田モデルを学ぶ～」 

主任講師：朝岡 幸彦 氏（東京農工大学農学研究員教授） 

 

11月3日(土)～4日(日) 

「全国最多規模の地域おこし協力隊の現場から 

  ～『農村回帰宣言市』の実力に学ぶ～」 

主任講師：宮口 侗廸 氏（早稲田大学名誉教授） 

 

 1月25日(金)～26日(土) 

「産業支援を通じた地域活性化事例 

  ～OKa-Biz・まちゼミ等の取組を通じて～」（仮） 

主任講師：秋元 祥治 氏（OKa-Bizセンター長） 

 

12月8日（土）～9日（日） 

「美食の街いすみ～サンセバスチャン化計画～」（仮） 

主任講師：早川 卓也 氏（いすみ市副市長） 

島根県海士町 

岩手県紫波町 

和歌山県田辺市 

埼玉県秩父市 

群馬県富岡市 

香川県高松市 

長野県飯田市 

大分県竹田市 

愛知県岡崎市 

  各分野の地域活性化をテーマに、

先進的な取組を行う講師から、新た

な知と方法を生み出すヒントを伝授し

ます。 

 講義のほか、ワークショップやグ

ループディスカッション、さらには講

師の方々、参加者の方々との交流会

も行う濃密な2日間のセミナーにより、

受講者同士の学び合いや交流も生

まれています。 

   新たな知と方法を生む 

 土 日 集 中 セ ミ ナ ー 【東京開催】  
開 催 日 テ ー マ ・ 講 師 

  5月26日(土)～27日(日) 

 

「地域経済を見る眼とその方法～データに基づいた取組に向けて～」 

講師：(一財)地域活性化センター  人口・地域経済研究室 

 6月30日(土)～7月1日(日) 
「デザイン思考で紡ぐ住民志向のシティプロモーション」 
講師：河井 孝仁 氏 （東海大学 教授）ほか 

7月14日(土)～15日(日) 
「森の恵みで豊かな輪を編む～森林資源を活用した新たな循環の仕組み」 

講師：多田 千尋 氏 (認定NPO法人芸術と遊び創造協会 理事長）ほか 

7月28日(土)～ 29日(日) 

 

「地域と学校の支え合い～地域とつくる『教育の仕組みづくり』～」 

講師：浦崎  太郎  氏(大正大学 教授) 

     斉藤 俊幸  氏(地域再生マネージャー)ほか 

9月1日(土)～2日(日) 

 

「地域経済を見る眼とその方法～地域経済循環分析に基づく政策立案～」 

講師：(一財)地域活性化センター  人口・地域経済研究室 

9月15日(土)～ 16日(日) 
「図書館を核とした多様な交流が生まれる地域づくり」 
講師：常世田 良 氏（立命館大学 教授）ほか 

10月 6日(土)～ 7日(日) 
「今、取り組むべき成長分野のインバウンド戦略」 

講師：中村 好明 氏 (㈱ｼﾞｬﾊﾟﾝｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ 代表取締役社長)ほか 

10月27日(土)～ 28日(日) 

「地域の力を引き出す“余白”のデザイン 

 ～ゆるやかなつながりを生む場づくり～」 

講師：坂倉 杏介 氏（東京都市大学 准教授）ほか 

11月24日（土）～25日（日） 

「空き家・空き店舗の活用から芽吹くコミュニティの未来 

 ～新しいエリアデザインのカタチ～」 

講師：豊田 雅子 氏（NPO法人尾道空き家再生プロジェクト代表理事）ほか 

12月15日(土)～16日(日) 

 

「やねだん東京塾～ないものねだりからあるもの磨きのまちづくり～」 

講師：豊重 哲郎 氏 (鹿屋市柳谷自治公民館 館長)ほか 

1月19日(土)～20日(日) 

 

「地域経済を見る眼とその方法～地域経済循環分析に基づく政策立案～」 

講師：(一財)地域活性化センター  人口・地域経済研究室 

 2月中旬予定 
「アジアのインバウンドを呼び込む地域資源活用と発信」(仮) 
講師：調整中 

スクーリング推奨 

地方創生カレッジに講座があります。スクーリングとして適しており、より

理解を深めるため、事前に地方創生カレッジの受講をお勧めします。 

スクーリング推奨 

スクーリング推奨 

スクーリング推奨 

スクーリング推奨 

スクーリング推奨 

千葉県いすみ市 


