
情報発信が重要な時代、多くの社会福祉協議会でも、会報やメール
ニュース、ウェブサイト等による広報が重視されるようになってい
ます。
しかし、広報担当者は、少ない人数で兼務という場合が少なくない
ため、様々な情報を的確かつ効果的・効率的にどうＰＲをするか、
限りある時間、財源、資源等をどう有効に使うか等広報活動を組織
的に取り組める環境は十分に整備されていない現状があります。　
そこで、本セミナーは、広報活動の基礎的な知識を習得し、既存の
広報活動の課題、改善点を明らかにするとともに、ソーシャルメデ
ィアの活用や戦略的な広報活動をどのようにすすめるかについて学
びます。

平成23年度

広報力強化セミナー
　基礎編　対象：社会福祉協議会

10月6日（木）～7日（金）
主催：全国社会福祉協議会　政策企画部　広報室

会場：全国社会福祉協議会「第3～５会議室」東京都千代田区霞が関3-3-2　新霞が関ビル
対象：都道府県・指定都市・市区町村社会福祉協議会の広報担当者　等

定員：７０名（定員になり次第締切）　参加費：８０００円
参加申し込み・締切：先着順・平成23年9月22日（金）必着

申し込み方法：別添の参加申込書に必要事項をご記入のうえ、お申し込み下さい



【参加申込先及び宿泊等に関するお問い合わせ】
名鉄観光サービス㈱新霞が関支店（担当：波多野、國分）
〒100-0013東京都千代田区霞が関３－３－２ 新霞が関ビル

ＴＥＬ:０３－３５９５－１１２１ ＦＡＸ:０３－３５９５－１１１９

【セミナーの内容等に関するお問い合わせ】
社会福祉法人全国社会福祉協議会 政策企画部 広報室

担当：河野、菊池
〒100-8980 東京都千代田区霞が関３－３－２ 新霞が関ビル

ＴＥＬ:０３－３５８１－７８８９ ＦＡＸ:０３－３５８０－５７２１

◆当日の持ち物：
所属する社協の会報、ウェブサイトトップページのスクリーンショットをプリントしたもの（グループ演習で

使用するため、各10枚）

◆申込み方法：
（１） 同封の「参加・宿泊申込書」に必要事項をご記入のうえ､｢名鉄観光サービス㈱新霞が関支店」
へFAXにてお申し込みください(添書不要)。参加券等につきましては､セミナー１週間前を目途にご送
付いたします｡
（２） 宿泊の手配を希望される方は､参加と合わせて申込書の必要事項にご記入ください。
（３） 参加取り消しのご連絡についても､｢名鉄観光サービス㈱新霞が関支店｣へFAXにてご連絡くださ
いますようお願いいたします。

（４） 参加費につきましては、入金後ならびに9月29日（木）以降の取り消しについては、資料の送付を
もって代えさせていただきますので､あらかじめご承知おきください。

◆個人情報の取り扱いについて：
本セミナーの申込者に関する個人情報は、本会「個人情報の保護に関する方針（プライバシーポリシ

ー）」に基づき、下記により適切に取り扱うこととし、他の目的で使用することはありません。なお、本会
プライバシーポリシーは、本会ホームページに掲載しております。（http://www.shakyo.or.jp/）。
（１）「参加申込書」に記載された個人情報は、本セミナーに係る企画、参加券等の送付、参加者名
簿の作成・管理等、本セミナー関連のみの目的で使用させていただきます。

（２）参加者相互の交流、情報交換を円滑に行うことを目的として、参加者名簿を作成し、当日、参
加者に配布します。参加者名簿には、都道府県名、ご氏名、所属機関等、役職を掲載します。

◆申込・問合先

講師：NPO法人 OurPlanet－TV代表 白石 草氏

6日（木） タイムスケジュール 7日（金） タイムスケジュール

13：00 ～ 受付開始 9：00 ～ 10：25 演習 2 「社協における広報の計画を
つくる～目的、利用媒体、戦略

づくり」
具体的な「Plan」（広報目標およびターゲットの設
定、広報計画の作成）⇒「Do」（実行／手法の選
択）⇒「Check」（結果や情報の分析・評価による
自己修正を行う）のステップによる広報計画を作
成します。

13：30 ～ 14：00 開会／本セミナーのねらい
全国社会福祉協議会 事務局次長

渋谷 篤男

14：00 ～ 15：20 講義 「広報の基本／
誰に、何を伝えたいか」

NPO法人 OurPlanet‐TV代表
白石 草 氏

10：25 ～ 10：35 休憩

15：20 ～ 15：30 休憩 10：35 ～ 12：00 演習 3 「ワークショップ

会報のリニューアル」
広報の計画の全体像を明らかにした上で、

具体的な素材として参加者の所属する社協
で発行している会報（広報紙）を取りあげて、
問題点をどう改善するか明らかにしていきま
す。

15：30 ～ 17：00 演習 １ 「ブランディング～
広報の目的の明確化」

現在の広報活動の実態を明らかにするとと
もに、自組織はどういう組織か、何の為に活
動しているか、何を伝えたいのか、目指す効
果は何かについて明らかにしていきます。

（自由参加：17：00～17：20 デジタル画像・撮影Tips）
12：00 ～ 12：50 昼食・休憩

12：50 ～ 14：00 まとめ

OurPlanet-TV（アワープラネット・ティービー）は、2001年に設立した非営利のオルタナティブメディアです。

インターネットを利用して、独自に制作したドキュメンタリー番組やインタビュー番組を配信しているほか、
オフィス内（神保町）にメディアセンターを設置し、子どもから大人まで、誰もが映像制作やメディアリテラ
シーなどを学べるようワークショップを行っています。

OurPlanet-TVのミッションは、「Standing together , Creating the future」。様々な地域やコミュニティの出来

事をビデオで記録し、表現することで、社会の課題を共有しあい、より良い社会へ向けた変革を起こしてい
きたいと考えています。（公式ウェブサイトより）



平成 23 年度 広報力強化セミナー 
 

参加・宿泊・昼食申込書 -10.6・7 開催- 
 

申込締切日 
9 月 22 日（木） 

 

＜定員 70 名＞ 

 

 

新規申込  ・  内容変更  ・  参加取消 申込日     月     日 

 

参加申込  

都道府県・指定都市  
社協名 

（団体名） 
 

部署名  

フリガナ  
職名・役職名     

参加者氏名 
                   

                   

                   
当該業務 

経験年数 
 年 ヵ月 

社協（団体） 

所在地 
 

    参加券等の送付先 

    となります 

郵便番号： 郵便番号・住所は正確にご記入をお願いします 

住所： 

電話： ＦＡＸ： 申込担当者：         様 

備考欄  

 

宿泊申込 

※宿泊部屋数に限りがございますのでご希望に沿えない場合がございます。予めご了承ください。 

申込記号 
（ご希望に○印） 

Ａ  ・  Ｂ 宿泊日 10 月（    ）日より（   ）泊 

 

昼食申込 

※該当に○印をつけてください    設定日：10/7（金）昼食休憩時  

申込をします 
〔1,200 円〕 

・ 申込をしません 

 

費用計算欄 

※お申込み内容に基づく費用の計算をお願いします。 

①参加費 ②宿泊費 ③昼食代 費用合計（①～③の合計） 

８,０００円 円 円 円 

 

申込先  

名鉄観光サービス株式会社 新霞が関支店 担当 波多野・國分 

FAX 03-3595-1119  添書は不要です  

電話 03-3595-1121 受付時間 平日 9：30～17:30 土日祝日休業 

＜変更・取消が生じた場合は本申込書を変更箇所がわかるよう修正の上再度送信してください＞ 



平成 23 年度 広報力強化セミナー 
参加・宿泊・昼食のご案内 

 

セミナー参加費  参加者１名につき ８，０００円 

 

宿泊のご案内  設定日：10 月 6 日（木） ※前泊、後泊のお申込みも承ります。 
  

宿泊料金は朝食付、税金・サービス料を含むお一人様１泊あたりの金額です 

申込記号 宿泊施設 部屋タイプ 宿泊料金 最寄駅（会場より） 

Ａ 新橋愛宕山東急イン シングル 13,700 円 
地下鉄銀座線「虎ノ門」駅徒歩 7 分 

 

（会場より徒歩約 15 分） 

Ｂ マロウドイン赤坂 シングル 8,800 円 
地下鉄千代田線「赤坂」駅徒歩5分 

 

（会場より地下鉄利用で約 20 分） 

※お部屋数に限りがございますので先着順での受付とさせていただきます。 

※満室となりました場合は近隣の他ホテルをご案内させていただく場合がございます。ご了承ください。 

 

昼食手配のご案内 
 

セミナー2 日目の昼食手配を承ります。ご希望の場合は申込書にて事前にお申込みください。 

   

お弁当＜お茶付＞  １，２００円（税込） 
申込・送金方法 
 

① 申込書に必要事項をご記入の上、ＦＡＸにて名鉄観光サービス㈱新霞が関支店までお申込みください。 

② 開催日の１週間前に参加券および振込依頼書をご郵送させていただきますので、到着後費用送金のお手

続きをお願いします。 

 

申込締切日  平成 23 年 9 月 22 日（木） ※ただし、定員（70 名）となり次第締切。 

 

申込後の変更・取消について 
 

変更・取消が発生した場合は、お申込みの際の申込書を変更箇所がわかるよう訂正の上、ＦＡＸにて「名鉄

観光サービス㈱新霞が関支店」にご送信ください（送信後到着確認のお電話をお願いします）。 
 

① 参加取消について 

参加費入金後ならびに 9/29（木）以降の取消については、資料の送付をもって代えさせていただき

ますので、予めご承知おきください。 

② 宿泊・昼食の取消については取消日により下記の取消料を申し受けます。ご了承ください。 

取消日 14-8 日前 7-2 日前 前日 
当日 

12:00 まで 

当日 12:00 以降 

および無連絡 

宿 泊 20％ 30％ 40％  100％ 

昼 食 10/3 まで…無料  10/4 以降…100％ 

※受付時間外の変更・取消のご連絡は翌営業日での受付扱いとさせていただきます。ご了承ください。 

 

申込書送付・お問合せ先  名鉄観光サービス株式会社 新霞が関支店 
   〒100-0013 東京都千代田区霞が関 3-3-2 新霞が関ビルＬＢ階 

   電話 ０３-３５９５-１１２１ ＦＡＸ ０３-３５９５-１１１９ 

   担当 波多野・國分  受付時間 平日 9：30-17：30・土日祝日休業 
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