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＜活動カレンダー・報告 ＞

②人を惹きつけるプレゼンテーション

【11 月】

基礎編

立ち居振る舞い、視線等基礎練習、

9 日：ﾅｲﾑｽﾆｭｰｽﾞ No.33 発送作業（事務所 4 名）
11 日：県民との協働課のアンケート回答

話のまとめ方の練習
③人を惹きつけるプレゼンテーション

18 日：徳島県内における社会貢献団体のｱﾝｹｰﾄ回答
23 日：労働者福祉協議会 NPO アンケート回答

実践編

プレゼンテーションの実施

申し込み：ﾅｲﾑｽ事務所（TEL/FAX0883-24-7146）

27 日：トゥルーカラーズ講座の準備物製作、
委託事業テキスト作成（事務所３名）

◆コミュニケーション・ファシリテーター養成講座
第４回（ファシリテーションの技法、成果発表）

【12 月】

日時：3 月 19 日（土）

5 日：フレアとくしま 100 講座企画委託事業「傾聴

場所：内町公民館（徳島駅前アミコビル 5Ｆ）

スキルアップ講座」（フレアとくしま 26 名）

受講料 1000 円（午前のみ）

5 日：忘年会（阿波恋しぐれ 10 名）

スケジュール：

11 日：歴史探訪の旅「坂本龍馬と維新の足跡を巡る

＜午前＞10:30〜12:30 １単位

旅」

（京都 15 名）

1000 円

ファシリテーションの技法

16 日：女性協議会代表者会 （フレアとくしま 2 名）

①アイスブレイク、②ワークショップ、

18 日：フレアとくしま 100 講座企画委託事業「元

③プレゼンテーション

気になるメンタルトレーニング」
（阿南市富岡公民館

＜午後＞13:30〜15:30
22 名）

19 日：地域支援ネット そよ風の県委託事業講座に
アンの会派遣 紙芝居・カルタなど

成果発表（受講者がテーマを決めて発表）
コメンテーター

中野満知子さん

申し込み：ﾅｲﾑｽ事務所（TEL/FAX0883-24-7146）

（阿南市ひまわり会館、派遣 3 名）
24 日：県委託事業実績報告書作成・提出

◆講師派遣（アンの会）

【1 月】

地域支援ネット

5 日：ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ・ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ養成講座第３回ﾁﾗｼ作成

子ふれあいゲームのつどい」
（徳島県安心こども基金

そよ風主催「人形劇・紙芝居・母

事業）にアンの会を派遣します。

＜活動予定＞
◆コミュニケーション・ファシリテーター養成講座
第３回（①ファシリテーターのためのコミュニケー
ション、②人を惹きつけるプレゼンテーション）
講師：村澤普恵さん（フリー・アナウンサー）
日時：２月５日（土） 10:30〜16:00
場所：内町公民館（徳島駅前アミコビル５F）
受講料：3000 円（午前 1000 円、午後 2000 円）
定員：20 名
スケジュール：
＜午前＞10:30〜12:00 １単位 受講料 1000 円
①ファシリテーターのためのコミュニケー
ション コミュニケーションとは？
＜午後＞13:00〜16:00 ２単位 受講料 2000 円

＜吉野川市会場＞
日時：1 月 30 日（日）13:30〜15:00
場所：吉野川市文化研修センター１F 和室
＜徳島市会場＞
日時：2 月 6 日（日）13:30〜15:00
場所：フレアとくしま学習室
プログラム：
13:30〜14:10 人形劇とお話しあい
14:10〜14:30 紙芝居とカルタ

「アンの会」

14:40〜15:00 母子ゲーム ｹﾞｰﾑｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ
参加者：母子で 20 人（要申し込み）
、参加費：無料
申し込み：そよ風（TEL/FAX088-654-1225）

＜活動報告＞
◆フレアとくしま 100 講座企画委託事業
「傾聴スキルアップ講座」〜成功するｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ〜

オレンジカラー

円滑なコミュニケーションのための傾聴の心構えや

グループの発表

技法を学び、心地よい人間関係を築くコミュニケー

のようす

ションの基礎を学ぶことができました。
講師：NPO 法人

生涯啓発

理事長 皆黒幸男氏

日時：12 月 5 日（日）13:00〜16:00
13:00〜14:30 講演「傾聴とは？」

◆ナイムス歴史探訪の旅 No.7

14:40〜16:00 ワークショップ「傾聴の実践」

「坂本龍馬と維新の足跡を巡る旅」

場所：フレアとくしま学習室、参加者：26 名

「歴史の語りべ」加渡いづみさんの素晴らしいガイ
ドによって、激動の幕末にタイムスリップして、京
都・維新の道の散策を楽しみました。

講師の皆黒さん

日時：12 月 11 日（土）8:00〜19:00
旅程：霊山歴史館＆霊山護国神社、明保野亭、清水
寺付近散策、車窓から「近江屋」跡、酢屋、土
佐藩邸跡など見学、京都御所の中に残る幕末か
ら維新の足跡を巡る、虎屋菓寮、参加者：15 名

坂本龍馬のお
墓の前で記念
ワークのようす

撮影

◆フレアとくしま 100 講座企画委託事業

◆忘年会

「元気になるメンタルトレーニング」

委託事業の講師、皆黒さんも参加し、一年を振り返

〜トゥルーカラーズ（TC）入門講座〜

って楽しく歓談しました。

「TRUE COLORS」
（トゥルーカラーズ）プログラムを使

日時：12 月 5 日（日）午後 5:45〜8:00

って、自分を知り、相手を知り、お互いの違いを受け

場所：阿波恋しぐれ、参加者：10 名

入れることによって、いい人間関係を作ることができ

＜お知らせ＞
◆女性協議会 30 周年記念事業
○パネル展示 Ｈ23 年 2 月 23 日〜28 日
○講演会 講師 辛淑玉氏
日時：2 月 27 日（日）14:00〜16:00
場所：クレメントホテル４Ｆ、参加：無料
○映画会「ココ・シャネル」
日時：H23 年 2 月 20 日（日）午前・午後 2 回上映
場所：ふれいあい健康館ホール、参加費：500 円
＊名刺広告を募集しています。1000 円（映画券付き）
、
◆事務局から
H22 年度会費（個人 3000 円,団体 5000 円）のお振
込みをよろしくお願いいたします。
郵便振替口座：01620-6-74496
会員の皆様からの情報をお待ちしています。

ることを学びました。
講師：TRUE COLORS JAPAN 認定ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ 乾敏子氏
日時：12 月 18 日（土）13:30〜16:30
場所：阿南市富岡公民館和室、参加者：22 名

講師の乾さん

ブルーカラーグ
ループのワーク
のようす

NIMS の組織（H22 1 月 1 日現在）
会員数 49 名（正会員 31 名、賛助会員 18 名）

