
1 

 

全国に「“強くあたたかい組織”のつくり方」を 

伝えていく仲間を募集します！！ 
 

CRファクトリーは「すべての人が居場所と仲間を持って心豊かに生きる社会の実現」をビジ

ョンに掲げ、地域コミュニティや公益組織（NPO・市民活動など）に特化した組織マネジメ

ントや人材育成の支援を行っています。 

 

事業を推進する力がある「強さ」、メンバー同士の関係性が良好で一人ひとりが楽しくいき

いきと活動できる「あたたかさ」、その両方を合わせもった「“強くあたたかい組織”のつく

り方（コミュニティマネジメント）」をセミナー・講座にして全国各地で伝えています。 

 

今回は、CRファクトリーコミュニティマネジメント認定インストラクター（以下、インスト

ラクター）として、“強くあたたかい組織”のつくり方（コミュニティマネジメント）を一

緒に全国へ伝えていく仲間を募集します。 

 

こんな人を求めています 

⚫ コミュニティマネジメント（運営）経験があって苦労したことがある人 

⚫ 人前で話すプレゼンテーション能力とファシリテーション能力がある人 

⚫ CRファクトリーが提唱しているビジョン・基本理念に共感できている人 

 

 

■インストラクターになるためには 

「CRファクトリーコミュニティマネジメント認定インストラクター養成講座」（以下、養成

講座）を受講し、認定試験に合格する必要があります。 

養成講座修了後、登録申請を行うことで、インストラクターとしてセミナー・講座やイベン

ト等に登壇できるようになります。 

今回は、2022年8月開講する「養成講座第5期」に参加し、2023年4月からともに活動する方

を募集します。 

インストラクターは、資格にとどまらず、コミュニティマネジメントの“伝道師”として、

CRファクトリーが目指す「強くあたたかい組織・コミュニティがあふれる社会」の実現に向

けてともに歩む“仲間”です。 

 



2 

 

■インストラクターの活動紹介 

インストラクターの活動についてご紹介します。 

 

■活動内容 

コミュニティマネジメントに関する講座（単発講座・連続講座）への登壇、団体やコミュニ

ティが目指す姿になることをサポートする伴走支援などがあります。 

 

■登壇・支援先 

自治体・中間支援組織・大学・NPO・市民活動団体など、多岐に渡ります。 

また、CRファクトリー主催の講座・イベントに登壇することもあります。 

登壇の頻度としては、本人の希望と合わせて調整していますが、月1～2回程度の方が多いで

す。→登壇の様子はこちら（活動ブログ「実績紹介」）  

 

■インストラクターコミュニティ 

現在、9名のインストラクターが活動しています。インストラクター同士で不安や課題を相

談できたり、共に磨きあいながら成長していけるよう、様々な仕組みを設けています。 

➢ 年4回のギャザリング（集合研修） 

活動の中で生まれる課題や気づきを共有したり、相互理解を深めるなど、インストラクター

としてのステップアップやお互いの関係性を深めることを目的にしたワークショップを行

っています。オンラインまたは対面とオンラインのハイブリッド形式で開催しています。 

➢ Facebookグループとチャットでの交流 

「こんな時どうしてる？」「○○に関する知識や知見をインプットしておきたい。詳しい人

教えて！」など、他のインストラクターに相談することができます。日時が合えば集まって

知見共有をすることもあります。 

➢ 面談 

オンラインで定期面談を設け、活動状況や活動に対する希望や不安なども話せるようにし

ています。ライフステージに変化があった時などは、活動のペースについてもここで相談す

ることができます。 

 

■現在活動しているインストラクターはどんな人たち？ 

それぞれに「コミュニティをよりよくしたい！」と、リーダーや幹部としてコミュニティ運

営に携わり、日々奮闘している人たちです。居住地は、北海道(1)、千葉県(2)、埼玉県(1)、

東京都(3)、神奈川県(1)、鹿児島県(1) 。全国に伝えていくためにも関東以外のメンバー大

歓迎です！ 

→インストラクターの紹介はこちら 

https://crfactory.com/archives/blog/achivements/
https://crfactory.com/about/instructors/
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■インストラクター登録について 

➢ 登録料 

5万円（税込／年間）※毎年度更新。期間は4月1日～翌年3月31日 

➢ 契約 

年度ごとにNPO法人CRファクトリーと業務委託契約を結びます。 

報酬は謝金規定および発注書に基づきます。条件により異なりますが、基本的には2～

4時間の講座で2万円が目安となります。 

➢ 研修 

・ 年4回のギャザリング（集合研修）※必須参加 

・ 新規セミナーコンテンツのインプット研修 ※随時参加 

 

 

■養成講座 第5期：募集概要 

CRファクトリーコミュニティマネジメント認定インストラクター養成講座第5期を以下の

通り開講します。 

全4回の講座期間を通じて「コミュニティマネジメント」のセミナーコンテンツを習得し、

模擬セミナー実施を経て、認定を目指します。 

反転学習方式を取り入れ、事前に動画・資料にて各自実習したうえで、講座当日は実践（実

演とフィードバック）と対話（コンテンツ理解）を中心に取り組みます。すべてオンライン

での実施となります。 

 

■講座プログラムの全体像 

1. 理念・価値観理解 

・ 「つながり」と「コミュニティ」の重要性の理解 

・ CRファクトリーのビジョン・戦略・価値観の理解 

2. セミナーコンテンツの理解と習得 

・ 団体紹介 

・ 非営利組織の運営の難しさ 

・ コミュニティマネジメントの基本原則 

・ 新たな仲間の巻き込み方 

・ 主体的な担い手を育成する 

・ 愛着と関係性を醸成する 

・ 強くあたたかい組織をつくる3つの要素 

※ その他のコンテンツは、認定取得後に順次インプット研修を行います。 

3. 講師力向上 
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・ 環境設定 

・ 導入 

・ プレゼン・講義 

・ 場づくり 

・ 関係づくり 

・ 人柄・雰囲気・配慮 

 

 

■日程・内容（予定） 

日程 内容 

2022年 

8月 24日(水) 

20:00‐21:30 

オリエンテーショ

ン 

（1.5h） 

■第 5 期生、講師、スタッフ、インストラクターとの顔合わせ 

■本講座について 

※ここで本講座で習得するセミナーコンテンツの動画・資料を共

有しますので、講座開始までに各自実習してください。 

9月 10日(土) 

10:00-17:00 

第 1回講座 

（7h） 

■理念・価値観理解（講義・ワーク） 

■コンテンツ理解（質疑応答） 

  実演動画提出①→伴走者フィードバック 

10月 1日(土) 

10:00-17:00 

第 2回講座 

（7h） 

■実演＋フィードバック 

■コンテンツ理解（質疑応答） 

  実演動画提出②→伴走者フィードバック 

10月 22日(土) 

10:00-17:00 

第 3回講座 

（7h） 

■実演＋評価者フィードバック 

■コンテンツ理解（質疑応答） 

■自分×インストラクタープレゼン 

  実演動画提出③→伴走者フィードバック 

11月 

※別途日程調整 

 演習会 

（8h） 

セミナーの全セッションを通した実演を行い、伴走者がフィード

バックをします。 

受講生＋伴走者のペア 2 組で日程調整して実施します。 

12月 17日(土) 

9:00-16:00 

 第 4回講座 

（7H） 

■実演＋評価者フィードバック 

■コンテンツ理解（質疑応答） 

■模擬セミナーについて、ウェビナー研修 

■振り返り・ネクストアクション 

   実演動画提出④→伴走者フィードバック 



5 

 

2023年 

1～2月 

※別途日程調整 

 模擬セミナー 

（4ｈ） 

参加者に向けて実際のセミナーを行います（CR ファクトリー主

催、オンライン開催予定、伴走者が実施サポート）。 

伴走者および参加者フィードバックを経て、必要に応じて補講を

行います。 

  実演動画提出⑤→伴走者フィードバック 

3月 11日(土) 

13:00～17:00 

 認定試験 

（4h） 
セミナーの一部を実演し、評価者が審査を行います 

3月中 

※別途日程調整 

コンテンツインプ

ット研修（2h） 

新コンテンツの研修です 

※認定取得者のみ参加可能 

 

➢ 欠席について 

全回参加できるよう事前に日程調整をお願いします。その上で講座開始後やむを得ない事

由が発生した場合は一緒に対応を検討します。 

➢ 認定試験の受験要件 

講座の全課程を修了し、模擬セミナーを実施していること 

所定の評価基準に達していること 

（※必要に応じて補講および再度模擬セミナーを実施します） 

 

 

■開催方式 

・ Zoomによるフルオンライン（双方向） 

オリエンテーション、養成講座（全4回）、演習会、模擬セミナー、認定試験 

※ 事前に動画・資料にて各自実習していただき、それをもとに講座では実践（実演と

フィードバック）と対話（コンテンツ理解）を中心とします。 

・ Facebookグループの活用 

課題共有・フィードバック・連絡等は、受講生・講師・スタッフが参加するFacebookグ

ループを通じて行います。インストラクターの活動もFacebookグループを活用します

ので、現在アカウントをお持ちではない方は、アカウント取得をお願いいたします。 

 

 

■募集要件 

⚫ コミュニティマネジメント（運営）経験があって苦労したことがある人 

⚫ 人前で話すプレゼンテーション能力とファシリテーション能力がある人 

⚫ CRファクトリーが提唱しているビジョン・基本理念に共感できている人 
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■募集定員 

5名（最少催行人数3名） 

 

■参加費 

55,000円（税込） 

※養成講座、演習会、模擬セミナー、認定試験等 参加費一式 

※2次選考を経て受講確定通知をお送りします（8月第1週予定）。その際に受講手続きおよび

ご入金についてご案内しますので、1週間以内にお手続きをお願いいたします。なお、ご入

金後の自己都合によるキャンセルの場合、返金はできかねますので何卒ご了承ください。 

 

■運営体制 

講 師：呉 哲煥（NPO法人CRファクトリー代表） 

評価者：阿部 剛（インストラクター）、呉 哲煥 

伴走者：インストラクター 

事務局：北本若葉、高橋葉子 

 

 

■応募の流れ 

養成講座第5期の募集内容をご確認いただいたうえでお申し込みください。 

応募の流れは以下の通りです。 

 

1. オンライン説明会に参加 （参加必須／詳細は下記をご参照ください） 

2. 「エントリーシート」を提出（6月17日締切） 

＞エントリーシートのダウンロードはこちら 

3. 書類選考、結果通知（6月末頃を予定） 

4. オンライン面接（7月中実施）※書類選考を通過された方のみ 

5. 2次選考、結果通知（8月第1週頃を予定） 

6. 受講手続き・ご入金（結果通知～1週間以内） 

 

 

■オンライン説明会 

CRファクトリーコミュニティマネジメント認定インストラクターおよび養成講座第5期に

ついて、オンライン（Zoom）説明会を行います。 

※応募をご検討の方は必ずご参加ください 

https://crfactory.com/wp2/wp-content/uploads/ES_name.xlsx
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【日程】※各回とも内容は同じです 

・5/19(木)12:00‐13:00 

・5/25(水)20:00‐21:00 

・6/4(土) 10:00‐11:00 

・6/6(月) 12:00‐13:00 

 

【参加費】無料 

 

▼オンライン説明会のお申込みはこちら 

https://forms.gle/NDKTUvXLbz81xYfm6 

 

 

【本事業に関するお問い合わせ】 

NPO法人CRファクトリー 担当：高橋・北本 

▼お問い合わせフォーム 

https://forms.gle/vEoZ1PYthk8SZ3UP6 

※ご返信は5/6以降となります。何卒ご了承くださいませ。 

https://forms.gle/NDKTUvXLbz81xYfm6
https://forms.gle/vEoZ1PYthk8SZ3UP6

