■遠藤一さんと学ぶ

「ニートの就労支援事業」研修ツアー
★NPO 法人 伴走舎の事業と、本ツアーの研修内容
NPO 法人「にいがた若者自立支援ネットワーク・伴
走舎」（略称・伴走舎）は、昨年地元のニート支援団
体・グループが合併して誕生しました。
その一つ、新潟でニートの自立支援を行う団体「若
ぇ衆ら」（わけぇしょら）の担当だった鈴木貴之さんは
2008 年末、自らプロデューサとなって経費 3 万円のみ
でニート男性 3 人と一緒に自主制作映画『マー君には
夢がない』（※右に上映時のチラシ画像）を制作。
撮影場所を提供してくれた民家の方と交流するうち、
制作に携わった若者たちからは「意外に世の中の人
は優しい」という声が上がりました。
しかも、映像制作の経験を買われ、地元の店が自
社の広告映像をニートたちに依頼。実際にニートたち
によって制作され、動画共有サイト Youtube やクライ
アントのサイトにアップされました。
「伴走舎」では現在、1 コイン（500 円）で地元の高齢
者からの御用聞きを請け負ったり、地元企業の農作
物の販売代行なども始めており、発達障害の青年で
さえも働きがいを感じています。
また、軽度の知的障害や発達障害の若者にニート
の若者がパソコン操作や映像編集などを教える講座
も開講するなど、多様な就労支援のあり方を模索しています。
そこで、このツアーでは、伴走舎に関わるニートたちの通常業務を共に行い、彼ら
の作った映画を鑑賞したり、地元の祭に出店で参加するニートたちを現場でサポート
しながら、若者たちの就労支援の実際を学びつつ、地域住民の役に立っている若者
たちから個別のニーズを聞き取るコミュニケーションに挑戦していただきます。

【ゲスト・ツアコン／遠藤一氏について】
えんどう・はじめ。1979 年生まれ。高卒後、ひきこもりに
なるが、22 歳の時にフルコンタクト空手道場に所属し、3
年後に初段を取得。空手大会で優勝・入賞経験多数。
2005 年から埼玉県の幼稚園やスタジオで園児・小学
生・お母さん向け空手クラブの指導を行う。2008 年からは
ひきこもり当事者からの依頼で出張して共に運動する「レ
ンタル空手家」になり、のべ 100 人以上のひきこもりが外
に出るチャンスを作る。また、「デイケア事業」として医療
法人榎会 榎本クリニックにて空手プログラムを指導。
全国のひきこもりを集めた「皇居マラソン」は、今年で既に 3 年目。
2009 年に NPO シゴトノアトリエを立ち上げ、ニートと一緒にパソコン出張事業など
の自営を試行錯誤中。フリーライターでもある。
●僕が「レンタル空手家」を始めたわけ
【このツアーは、次の方へオススメです！】
◎ニートの就労支援事業の従事者や志願者（NPO、行政職員、学生など）
◎就労の機会を求めるニートの当事者や、失業中の若者を抱える家族
◎ニートの就労・予防対策に取りくむ学校関係者・PTA・議員・福祉職など
◎ニート・発達障害の研究者や、それを志す市民・学生
◎その他、社会起業、事業型 NPO 活動の実際を知りたい方
【集合場所】
★伴走舎の事務所
（Tel:025-248-5590）

新潟市中央区沼垂
東 2-9-4 東陽スカイ
マンション 1 階

【NPO 法人 伴走舎のツアー・スケジュール】
★1 日目：8 月 28 日（土）
正午：「伴走舎」の事務所に集合、点呼（※ランチなし）、自己紹介文の相互交換
AM12:15/「伴走舎」の事業とニートの現況をレクチャー
PM1:00/「伴走舎」の実地研修の流れについて説明
PM1:30/3 チームに分かれて各業務に交代で従事（御用聞き・野菜販売・地域活動）
PM3:00/チームごとに次の業務へ移動し、従事
PM4:30/チームごとに次の業務へ移動し、従事
PM6:00/「伴走舎」の事務所に集合、宿へ移動
PM6:30/夕食・お風呂（ツアー参加者どうしで会議、ニート支援を改善するには）
PM8:00/「伴走舎」でニートが作った映画『マーくんには夢がない』と広告映像を鑑賞
PM10:00/ニート当事者の若者たちから支援ニーズをヒアリング
PM11:00/今日の学びを文章化・映像化（＋ブログ、twitter にアップなど）→宿題
PM12:00/就寝
★2 日目：8 月 29 日（日）
AM7:00/起床・炊事・ランチ用おむすび作り
AM7:30/朝食・祭りの準備の打ち合わせ
AM8:30/「伴走舎」の事務所に集合、チームごとに祭りの役割を発表後、移動
AM9:30/農地でニートと一緒に祭り業務に従事
AM12:00/昼食（伴走舎スタッフと意見交換、ニート支援を効率良くするには）
PM1:00/農地でニートと一緒に祭り業務に従事
PM4:00/終了、片付け、「伴走舎」の事務所へ移動
PM5:00/学びの発表（自分がニートの就労に対してできること）、宿題内容の確認
PM6:00/ゲスト・ツアコンによる学びの発表と、「伴走舎」スタッフとの質疑応答
PM7:30/終了、事務所で解散
（※帰宅後に宿題リンクをツアー公式サイトへ提出）
〔旅行代金に含まれるもの〕会議室、テキスト、飲食費（初日の夕食・2 日目の朝食・ラ
ンチ 計 3 回）、宿泊費、研修内容。
〔旅行代金に含まれないもの〕交通費、PC 環境、銭湯代
○ツアー料金：25,000 円（1 名）
○最小催行人数：3 人（※10 人まで予約可）

FAX03-3215-8293

ニッポン社会起業家スタディツアー申込書
（株）毎日エデュケーション 社会起業家スタディツアー事務局 宛
お申込み日：20
年
月
日
※ご家族・ご夫婦・ご兄弟でお申込みの方も１名 1 枚づつご記入ください。

「ニートの就労支援事業」研修ツアー

参加コース名

ﾌﾘｶﾞﾅ
氏 名

漢字

現住所

〒

自宅電話

（

ご 職 業

生年月日
19

年

月

性別
日

□男□女

－
）

□高校生
□自営業

携帯
電話

－
□大学生
□主婦・主夫

FAX

□大学院生
□アルバイト

□予備校生
□無職

（

□会社員 □公務員
□その他（

）

－
□教職員
）

Ｅ－ＭＡＩＬ

プログラム期間の
緊急連絡先

〒

氏名：
続柄（

）

－

自宅電話：
携帯電話：

健康申告書
（1）今まで大きな病気を患ったことはありますか？

□ある（病名：

） □ない

（2）現在患っているご病気はありますか？

□ある（病名：

） □ない

※あると答えた方 → 現在治療中ですか？

□はい

□いいえ

（3）薬の服用中にアレルギーなどの症状が出たことは？

□ある（薬の種類：

） □ない

（4）現在定期的に服用している薬はありますか？

□ある（薬名：

） □ない

（5）日常生活の中で食べ物アレルギー等注意することは？

□ある（注意点：

） □ない

（6）そのほか健康面や精神面で気になることがあればお書き下さい。

研 修 条 件 同 意 書
毎日エデュケーション 研修参加条件を承認の上、申し込みに同意します。

本人署名：

保護者署名：
（参加者が 18 歳未満の方は保護者の同意が必要です）
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当社使用欄
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研修参加条件書
この研修は、(株)毎日エデュケーション(以下「当社」といいます)が企画・募集し実施する研修で、お客様は当社とプログラム参加契約(以下「契
約」という)を締結することになります。また、このページは契約が締結された場合は契約書面の一部となります。
1．お申し込み方法
(1)当社指定の申込書に所定事項をご記入の上、下記の申込金を添えてお申し込みいただきます。
(2)申込金は研修代金、または取消料若しくは違約料のそれぞれ一部として取り扱います。
(3)契約は、当社が契約の締結を承諾し申込金を受領した時に成立するものとします。
(4)電話、郵便、ファックス、その他の通信手段でのご予約申し込みの場合は、当社が予約を承諾した翌日から起算して 5 日以内に申込書と申
込金を提出していただきます。この場合も申込金の受領をもって契約の成立となります。
(5)高齢者、身体に障害をお持ちの方、健康を害している方、または特別な手配を必要とする方はその旨お申し出下さい。該当するお客様には
お伺い書、健康診断書等をご提出いただくか同伴者の同行を条件とする場合があります。
2．研修代金のお支払い
(1)申込金(おひとり)
研修代金

3 万円未満
3 万円以上

→代金の全額
→代金の 20％相当額

(2)残金は研修開始日の前日から起算して 14 日目に当たる日より前にお支払いいただきます。
3．研修代金の区分
本企画には大人料金と小人料金の区別はございません。
4．研修代金に含まれるもの
日程に明示した、研修内容、宿泊・観光・食事料金、消費税等諸税、およびツアーガイド付きコースのガイドの同行費用。
5．研修代金に含まれないもの
電話代・飲物代・追加飲食費等個人的性質の諸費用、集合場所までの交通費・宿泊費、希望者のみが参加するオプショナル代金、自由行
動中の諸料金、別行動を手配された場合の諸費用、傷害・疾病に関する治療費等。
6．取消料等のかかる場合(お客様による契約の解除)
お申し込み後、お客様のご都合により研修を取り消しされる場合は、表記の取消料(研修代金をお支払いされていない場合は、出発日の前
日から起算して 14 日前より違約料)を申し受けます。なお、取り消し等のご連絡は下記の営業時間内でお受けします。またメール、ファックス
でご連絡をいただいた場合は弊社がそれらを受け取った日時を基準といたします。
取消料

研修開始日の
前日から起算

21 日前以前
20～8 日前
7 日目以降
開始日の前日
開始日
研修開始後または
無連絡丌参加

無料
代金の 20％
代金の 30％
代金の 40％
代金の 50％
代金の全額

7．取消料のかからない場合
(1)代金が増額された場合
(2)研修の安全かつ円滑な実施が丌可能となるか、そのおそれの極めて大きいとき
(3)当社が最終日程表を原則として研修開始日の 10～7 日前までに交付しない場合
(4)当社の責に帰すべき事由により研修日程通りの実施が丌可能となったとき
株式会社 毎日エデュケーション
ニッポン社会起業家スタディツアー事務局
東京都千代田区一ツ橋 1-1-1 パレスサイドビル
電話：03-6267-4188 FAX 03-3215-8293
メール：social-tour2010@myedu.co.jp

