ＮＰＯ法人静岡団塊創業塾 講演記録（原田）

月日

曜日

平成２３年度
2月18日
平成２４年度
3月7日
平成２５年度

イベント名と参加形態

演題

場所

主催者

２０１１年（ＮＰＯ法人化）
土 輝（起）業塾にて基調講演

年間１件
私が起業活動で学んだこと

静岡市産学交流センター

私が起業活動で学んだこと

清水産業・情報プラザ

２０１２年
木 創業・経営セミナー～女性・シニアの起業を学ぶ～

ＮＰＯ法人静岡団塊創業塾
年間１件
静岡商工会議所

２０１３年

年間４件

10月7日

月 ＮＢサロン

静岡団塊創業塾の活動と高齢社会ビジネス

TOKAIインターネットサロン
静岡ニュービジネス協議会

11月2日

土 定年後の生きがいについて考える市民フォーラム

市民活動のすすめ

静岡ネットオープンスペース
ＮＰＯ法人清水ネット

火 静岡トレンド研究会例会

静岡団塊創業塾の活動と高齢社会ビジネス

静岡商工会議所

静岡トレンド研究会

水 創業・経営セミナー～シニアの起業を学ぶ～

「静岡団塊創業塾」と「くれば」のご紹介

清水産業・情報プラザ

静岡商工会議所

12月17日
3月6日
平成２６年度

２０１４年（「くれば」開設）

年間８件

5月14日

水 ５月度第一例会で原田がパネリスト参加

現場の声を聴き学ぼう

グランシップ

静岡青年会議所

5月17日

土 「番町ランチトーク」でくればを紹介

くればにくれば！

番町市民活動センター

番町市民活動センター

6月26日

木 「千寿会」で「くれば」活動を紹介

「静岡団塊創業塾」と「くれば」のご紹介

城東保健福祉センター

千寿会

火 生涯学習施設長情報交換会で講演

中高年世代が社会に参加できる居場所づくり

長田生涯学習センター

静岡市生涯学習推進課

金 ＳＯＨＯセミナー「中高年の起業に大切な事」にて講演中高年の起業に大切な事

静岡市産学交流センター

ＳＯＨＯしずおか、静岡団塊創業塾共催

1月20日

火 島田「地域おせっかい人養成講座」にて講演

第二の人生、地域に使ってみませんか

島田おびりあ

ＮＰＯ法人クロスメディアしまだ

1月24日

土 セカンドキャリア応援ガイダンスにて基調講演

生涯現役で働き続けるために

グランシップ

しずおかジョブステーション（東海道シグマ）

金 地域支援担い手養成講座にて講演

シニアライフ支援センター「くれば」のご紹介

あざれあ

ＮＰＯ法人ＷＡＣ清水さわやかサービス

7月8日
10月10日

2月6日
平成２７年度
6月4日
6月19日

２０１５年

年間１４件

木 庵原人材養成塾にて基調講演、ファシリテーション

（全5回、コミュニケーション、市民活動、等） 庵原生涯学習交流館

金 地域支援担い手養成講座にて講演

シニアライフ支援センター「くれば」のご紹介

庵原生涯学習交流館

富士宮きらら（交流センター）
ＮＰＯ法人こころの泉

10月16日

金 ＳＯＨＯセミナー「シニア女性の起業を考える」にて講演
中高年女性の起業に大切な事

静岡市産学交流センター

ＳＯＨＯしずおか、静岡団塊創業塾共催

10月29日

木 夢ある人づくり塾にて講演、ファシリテーション

（全5回、地域デビュー、市民活動、等）

サンウェル沼津

沼津市役長寿福祉課

11月18日

水 地域支え合い人材養成講座（清水区）にて講演①

シニアライフ支援センター「くれば」のご紹介

ハートピアしみず

静岡市高齢者福祉課（ＷＡＣ清水）

水 セカンドライフセミナーにて講演、ファシリテーション（全3回、モチベーションアップ、等）

町部地区センター

菊川市地域支援課

火 地域支え合い人材養成講座（駿河区）にて講演②

12月2日
12月15日

南部生涯学習センター

静岡市高齢者福祉課（ＷＡＣ清水）

金 派遣事業、地域デビューの解説とファシリテーション 地域デビューの理想像

こころの泉カフェ

静岡県社協

1月26日

火 地域支え合い人材養成講座（葵区）にて講演③

シニアライフ支援センター「くれば」のご紹介

アイセル２１

静岡市高齢者福祉課（ＷＡＣ清水）

2月13日

土 裾野市地域デビュー講座にて講演

地域デビューをしよう

裾野市生涯学習センター

マチテラス製作所

2月14日

日 静岡県ボランティア協会イベントにて講演、ファシリテーション
ボランティアステージの主役になりませんか？

沼津市プラザヴェルデ

静岡県ボランティア協会

3月4日

金 下田ボランティア協議会総会記念講演

下田市文化会館

下田市ボランティア協議会

3月9日

水 「地域で輝くセカンドライフ」にて講演、ファシリテーション
（+16日=全2回、地域デビュー、自分診断、等） 北部生涯学習センター

北部生涯学習センター

水 シニア人材活躍セミナー

グランドホテル浜松

静岡県中小企業団体中央会

土 裾野市地域デビュー講座にて講演、ファシリテーション（全3回、地域デビュー、市民活動、等）

裾野市生涯学習センター

マチテラス製作所

6月16日

木 夢ある人づくり塾にて講演、ファシリテーション

（全5回、地域デビュー、市民活動、等）

サンウェル沼津

沼津市役長寿福祉課

6月18日

土 浜松アクティブシニアネット月例会

静岡団塊創業塾の紹介とシニア世代の社会参加

高塚駅近くの公民館

浜松ＡＳＮ（アクティブシニアネット）

7月5日

火 シニア起業応援交流会①

シニア起業の勘所

島田市産業支援センター

島田市産業支援センター

8月26日

金 シニア起業応援交流会②

自分自身を見つめる

島田市産業支援センター

島田市産業支援センター

8月27日

1月8日

3月16日
平成２８年度
6月4日

シニアライフ支援センター「くれば」のご紹介

ボランティアステージの主役になりませんか？

理想的なセカンドキャリア開発とは

２０１６年（県壮年熟期事業開始）

年間１６件

土 「はじめのイロハ」で原田がパネリスト参加

（街づくりと市民活動）

小川公民館

焼津市市民協働課（クロスメディアしまだ）

10月16日

日 社会参加と地域の支え合いを考えるフォーラム

シニア世代が活躍する元気な地域づくり

藤枝市役所

藤枝市地域包括ケア推進課

11月16日

水 ＳＯＨＯセミナー「シニア起業家養成セミナー」にて講演
定年後もワクワク生きるためには

静岡市産学交流センター

ＳＯＨＯしずおか、静岡団塊創業塾共催

12月1日

木 就職応援研修

医薬品・医療機器製造業に就職するための心構え 島田商工会議所

しずおかジョブステーション（東海道シグマ）

12月20日

火 御殿場市生活支援講座（壮年熟期活躍推進事業）

自分にできること、地域で活躍できること

御殿場ふじざくら

静岡県長寿政策課

12月22日

木 磐田市社会参加ノウハウ講座（壮年熟期活躍推進事業）自分にできること、やりたいこと

磐田市豊田支所

静岡県長寿政策課

1月21日

土 第９回団塊サミット「大交流会”我逢人”」

定年後もワクワク生きるための出会いとは

静岡県勤労者総合会館

ＮＰＯ法人静岡団塊創業塾

1月28日

土 しずおかハッピーシニアライフ推進事業２０１６

シニア世代が活躍する元気な地域づくり

はーとぴあ清水

静岡市高齢者福祉課

2月18日

土 セカンドライフのための起業応援セミナー

目指せ！アクティブシニア

藤枝市駅南図書館

藤枝市創業支援室

2月23日

木 焼津市豊田地区ふれあいサロンスタッフ研修

元気になる居場所づくりを目指そう

焼津市豊田公民館

豊田地区ふれあいサロン

火 シニア・ミドル層向けブラッシュアップセミナー

生涯現役で人生の第２ステージを豊かに！

湖西市職業訓練センター

湖西市商業観光課（東海道シグマ）

近況報告と今後への期待

サンウェル沼津

沼津市役長寿福祉課

豊田東交流センター

豊田東交流センター

3月7日
平成２９年度
5月14日

２０１７年（県壮年熟期事業２年目）
日 沼津夢ある人づくり塾ＯＢ会交流会

年間１０件

6月6日

火 男の地域デビュー講座（６回シリーズの１日目、６日目）
これからの生き方、地域での役割を考えよう

7月4日

火 くすのき学級特別講座「地域で輝くためのセカンドライフ講座」
（全2回、地域デビュー、コミュニケーション、等）
コミュニティーながいずみ長泉町長寿介護課、生涯学習課

令和２年度までの実績／最新実績

市民ホール

岡部地区社協

8月17日

8月2日

水 岡部地区住民福祉講座

木 ２９年度壮年熟期チャレンジ講座（６回シリーズの１日目）
シニアの社会参加～くればの活動考察～

シニア世代の社会参加～くればでの考察～

大富士交流センター

ＮＰＯ法人こころの泉

10月4日

水 コミュニティービジネスセミナー

定年後もワクワク生きるには

静岡市産学交流センター

ＳＯＨＯしずおか、静岡団塊創業塾共催

10月31日

火 アクティブシニア応援講座

（全5回、地域デビュー、市民活動、等）

御殿場ふじざくら

静岡県長寿政策課、御殿場市

11月13日

月 男のセカンドライフいきいきセミナー

（全5回、地域デビュー、市民活動、等）

磐田市豊田支所

静岡県長寿政策課、磐田市

11月28日

火 藤枝市福祉講演会

自分のやりたいことを見つけよう～くれば活動を通しての考察～
藤枝地区交流センター

藤枝地区社協

火 地区福祉講演会

シニア世代の社会参加～居場所「くれば」の活動を通しての考察～
アクシスかつらぎ

伊豆の国市社協

1月30日
平成３０年度

２０１８年（県壮年熟期事業３年目）

年間１４件

7月11日

水 くすのき学級特別講座「地域で輝くためのセカンドライフ講座」
（全2回、ハッピーＳＬ、居場所、等）

7月15日

日 アースカレッジ２０１８講師

素敵なセカンドライフ～ピンピンコロリを目指そう～
アイセル２１

静岡県国際交流協会他

8月31日

金 酒造サロン講師

ピンピンコロリを目指そう～人生１００年時代を生きる知恵～
大村屋酒造場

島田市市民活動センター（ｸﾛｽﾒﾃﾞｨｱしまだ）

9月20日

木 総合学習「いきいき塾」講師

元気に過ごす老後の秘訣

静岡市するが女性の会、南部生涯学習Ｃ共催

9月22日

土 浜松市ボランティア交流集会２０１８基調講演

人生１００年時代の市民活動～自分にできることを見つけよう～
浜松市福祉交流センター

浜松市社会福祉協議会

10月7日

日 しずおか元気応援フェア２０１８ステージ発表

素敵なシニアライフ

静岡新聞ＳＢＳ

10月15日

月 ２０１８沼津ソーシャルデザイン塾

まちづくりと介護保険の協働～居場所事業からの考察～
ぬまづのたかラボ

沼津市（ふじのくに未来財団）

10月20日

土 浜松地域づくり講座

地域づくりを楽しもう

加美公園総合センター

浜松市創造都市文化振興課

11月10日

土 人生１００年時代マルチステージへ生き方シフト

マルチステージへ生き方シフト

鴨江アートセンター

静岡県男女共同参画センター交流会議

11月22日

木 静鉄グッドライフセミナー

｢人生100年時代」の生きがい・健康づくり

もくせい会館

静岡鉄道シニア事業部

11月24日

土 セカンドライフＣＡＦＥ

（全3回、幸せ探し、自分・やること・仲間）×2回
向笠・南交流センター

静岡県長寿政策課、磐田市

水 シニアのための幸せ探しセミナー

（全3回、幸せ探し、自分・やること・仲間）

御殿場市民会館

静岡県長寿政策課、御殿場市

金 福祉のまちづくりボランティア講座

地域づくりを楽しもう

吉田町社会福祉協議会

静岡県長寿政策課、吉田町

土 御前崎市社会福祉大会

人生１００年を楽しく生きる

御前崎市文化会館

御前崎市社会福祉協議会

12月5日
12月21日
2月16日
令和元年度

コミュニティーながいずみ長泉町長寿介護課、生涯学習課

南部生涯学習センター

ツインメッセ静岡

２０１９年（県壮年熟期事業４年目）

年間９件

5月28日

火 第３８回通常総会講演

健康長寿社会を目指そう（くれば座寸劇セット） 富士市商工会議所

富士商工会議所女性会

6月10日

月 ワークショップ：会議を楽しくする方法

（全3回、コミュニケーション、会議、ちらしの作り方）
有度生涯学習交流館

清水区有度地区社協

土 浜松地域づくり講座

地域づくりを楽しもう～今、自分にできること～ 加美公園総合センター

浜松市創造都市文化振興課

10月19日

火 支え合いの地域づくりセミナー

くれば座講演（演題：公園の音楽家）プレ解説

藤枝地区交流センター

藤枝市地域包括ケア推進課、藤枝市社協

11月16日

11月5日

土 伝える力を活動のエンジンに

年齢なんて関係ない！イキイキ生きるが第一歩

市民活動交流センター

焼津市市民協働課（クロスメディアしまだ）

11月19日

火 セカンドライフ講座

素敵なセカンドライフの過ごし方

西伊豆町保健センター

静岡県長寿政策課、西伊豆町

12月21日

土 磐田市いきいきセミナーｉｎ竜洋

（全2回、自分探し、仲間探し）

竜洋交流センター

磐田市高齢者支援課、磐田市社協

2月5日

水 支部研修会

人生１００年を生き抜くコミュニティーづくり

青島北地区交流センター

コミカレねっとわーく中部地区（藤枝）

3月5日

木 静岡県職員組合経験者部会学習交流会

５０代からはじめるセカンドライフの準備

クーポール会館

県職員組合経験者部会

令和２年度

２０２０年（県壮年熟期事業５年目）
金 人生100年時代の楽しみ方、講義と交流会

人生100年時代の楽しみ方

菊川市市民協働センター

菊川市市民協働センター

10月12日

月 生活支援ボランティア養成講座

住民同士の交流の場・繋がりを作る取り組み

城東保健福祉エリア

静岡市社会福祉協議会

11月11日

水 介護者を励ます集い（くれば座ZOOM寸劇と講演）

介護と上手につきあう方法（石田）

藤枝市小杉苑

藤枝市地域包括ケア推進課

11月21日

土 新元気世代セミナー「キラリ☆セカンドライフ」初級編（全3回、自分・やること・仲間）

大富公民館

焼津市政策企画課

水 セカンドライフ応援セミナー

いきいきプラザ

熱海市長寿介護課

8月28日

12月9日

コロナ禍で仕方ない→年間５件

素敵なシニアライフを送ろう

令和２年度までの実績／最新実績

