
地域通信員

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NPO

向けて、ボランティアスタッフ並びに地域通信員の養成を目的にした連続講座、「丹波コミュニテ

ィ放送運営スタッフ養成講座」を開催いたします。

 この講座は、放送局の

目的にしています。

言葉と声で地域の情報を発信する地域通信員を養成することにより、まちづくりに関わる人を増や

し、丹波市の活性化に貢献し

 この機会にぜひご受講いただきますよう、ご案内いたします。

地域通信員等養成講座

NPO 法人たんばコミュニティネットワーク

向けて、ボランティアスタッフ並びに地域通信員の養成を目的にした連続講座、「丹波コミュニテ

ィ放送運営スタッフ養成講座」を開催いたします。

この講座は、放送局の

目的にしています。

言葉と声で地域の情報を発信する地域通信員を養成することにより、まちづくりに関わる人を増や

し、丹波市の活性化に貢献し

この機会にぜひご受講いただきますよう、ご案内いたします。

◇日程  

◇ところ

◇募集人数

◇日程・内容

◇主催

日程 

10/17(金

10/23(木

10/19(日

10/19(日

10/29(水

11/ 6 (木

11/ 5 (水

11/10(月

11/15(土

11/15(土

等養成講座

法人たんばコミュニティネットワーク

向けて、ボランティアスタッフ並びに地域通信員の養成を目的にした連続講座、「丹波コミュニテ

ィ放送運営スタッフ養成講座」を開催いたします。

この講座は、放送局の

目的にしています。また、

言葉と声で地域の情報を発信する地域通信員を養成することにより、まちづくりに関わる人を増や

し、丹波市の活性化に貢献し

この機会にぜひご受講いただきますよう、ご案内いたします。

  平成２６年１０月１７日（金）から１１月１５日（日）まで

ところ  前山コミュニティセンター

募集人数  約 20

◇日程・内容 （詳しくはホーム

◇主催  特定非営利活動法人

＜＜＜＜

 時間

金) 19:30

木) 19:30

日) 13:00

日) 15:00

水) 19:30

木) 19:30

水) 19:30

月) 19:30

土) 13:00

土) 15:00

等養成講座シリーズ

法人たんばコミュニティネットワーク

向けて、ボランティアスタッフ並びに地域通信員の養成を目的にした連続講座、「丹波コミュニテ

ィ放送運営スタッフ養成講座」を開催いたします。

この講座は、放送局のボランティア

また、コニュニティ

言葉と声で地域の情報を発信する地域通信員を養成することにより、まちづくりに関わる人を増や

し、丹波市の活性化に貢献したいと考えております

この機会にぜひご受講いただきますよう、ご案内いたします。

平成２６年１０月１７日（金）から１１月１５日（日）まで

前山コミュニティセンター

20 名程度        

詳しくはホーム

特定非営利活動法人

＜＜＜＜お問合せやお問合せやお問合せやお問合せや

時間 記号

19:30～ 共通①

19:30～ 共通②

13:00～ 進行①

15:00～ 進行②

19:30～ 情報①

19:30～ 情報②

19:30～ 技術①

19:30～ 技術②

13:00～ 実習①

15:00～ 実習②

受講者募集

シリーズ 

法人たんばコミュニティネットワーク

向けて、ボランティアスタッフ並びに地域通信員の養成を目的にした連続講座、「丹波コミュニテ

ィ放送運営スタッフ養成講座」を開催いたします。

ボランティアスタッフ並びに地域情報を内外に伝える地域通信員の養成を

コニュニティ FM

言葉と声で地域の情報を発信する地域通信員を養成することにより、まちづくりに関わる人を増や

たいと考えております

この機会にぜひご受講いただきますよう、ご案内いたします。

■■■■    募募募募

平成２６年１０月１７日（金）から１１月１５日（日）まで

前山コミュニティセンター

        

詳しくはホームページ等でご案内いたします）

特定非営利活動法人 たんばコミュニティネットワーク

お問合せやお問合せやお問合せやお問合せやお申込方法はお申込方法はお申込方法はお申込方法は

記号 講習テーマ

共通① ラジオ番組制作の流れ

共通② 放送機材の基本操作

進行① パーソナリティの話し方

進行② 放送番組の進め方

情報① 情報収集と原稿づくり

情報② 話題の取材と記事構成

技術① 放送機材の扱い方

技術② ミキシングの基礎

実習① 番組放送の実際（実習）

実習② 番組放送の実際（実習）

受講者募集

法人たんばコミュニティネットワークでは丹波コミュニティ放送（

向けて、ボランティアスタッフ並びに地域通信員の養成を目的にした連続講座、「丹波コミュニテ

ィ放送運営スタッフ養成講座」を開催いたします。 

スタッフ並びに地域情報を内外に伝える地域通信員の養成を

FM 放送をはじめとする多様なメディアにおいて、自分の

言葉と声で地域の情報を発信する地域通信員を養成することにより、まちづくりに関わる人を増や

たいと考えております。

この機会にぜひご受講いただきますよう、ご案内いたします。

募募募募    集集集集    内内内内    

平成２６年１０月１７日（金）から１１月１５日（日）まで

前山コミュニティセンター（丹波市市島町上竹田

        ◇費用

ページ等でご案内いたします）

たんばコミュニティネットワーク

お申込方法はお申込方法はお申込方法はお申込方法は、、、、裏面を裏面を裏面を裏面を

講習テーマ 

ラジオ番組制作の流れ

放送機材の基本操作

パーソナリティの話し方

放送番組の進め方

情報収集と原稿づくり

話題の取材と記事構成

放送機材の扱い方

ミキシングの基礎

番組放送の実際（実習）

番組放送の実際（実習）

受講者募集のご

では丹波コミュニティ放送（

向けて、ボランティアスタッフ並びに地域通信員の養成を目的にした連続講座、「丹波コミュニテ

スタッフ並びに地域情報を内外に伝える地域通信員の養成を

放送をはじめとする多様なメディアにおいて、自分の

言葉と声で地域の情報を発信する地域通信員を養成することにより、まちづくりに関わる人を増や

。 

この機会にぜひご受講いただきますよう、ご案内いたします。

    容容容容    ■■■■    

平成２６年１０月１７日（金）から１１月１５日（日）まで

丹波市市島町上竹田

◇費用  無料

ページ等でご案内いたします） 

たんばコミュニティネットワーク

裏面を裏面を裏面を裏面をご覧ご覧ご覧ご覧ください！＞ください！＞ください！＞ください！＞

 

ラジオ番組制作の流れ 

放送機材の基本操作 

パーソナリティの話し方

放送番組の進め方 

情報収集と原稿づくり 

話題の取材と記事構成 

放送機材の扱い方 

ミキシングの基礎 

番組放送の実際（実習）

番組放送の実際（実習）

のご案内

では丹波コミュニティ放送（

向けて、ボランティアスタッフ並びに地域通信員の養成を目的にした連続講座、「丹波コミュニテ

スタッフ並びに地域情報を内外に伝える地域通信員の養成を

放送をはじめとする多様なメディアにおいて、自分の

言葉と声で地域の情報を発信する地域通信員を養成することにより、まちづくりに関わる人を増や

この機会にぜひご受講いただきますよう、ご案内いたします。 

平成２６年１０月１７日（金）から１１月１５日（日）まで

丹波市市島町上竹田 180 ☎

無料 

 

たんばコミュニティネットワーク

ください！＞ください！＞ください！＞ください！＞

指 

エフエムあやべ

京丹後

パーソナリティの話し方 エフエムさんだ

エフエムさんだ

丹波新聞社

丹波新聞社

ﾎﾟｯﾌﾟｱｯﾌﾟﾎｰﾙ

ﾎﾟｯﾌﾟｱｯﾌﾟﾎｰﾙ

番組放送の実際（実習） NPO

番組放送の実際（実習） NPO

案内 

では丹波コミュニティ放送（FM 放送局）の開局に

向けて、ボランティアスタッフ並びに地域通信員の養成を目的にした連続講座、「丹波コミュニテ

スタッフ並びに地域情報を内外に伝える地域通信員の養成を

放送をはじめとする多様なメディアにおいて、自分の

言葉と声で地域の情報を発信する地域通信員を養成することにより、まちづくりに関わる人を増や

平成２６年１０月１７日（金）から１１月１５日（日）まで 

☎0795-85

たんばコミュニティネットワーク 

ください！＞ください！＞ください！＞ください！＞    

 導 

エフエムあやべ

京丹後 CFM 

エフエムさんだ

エフエムさんだ

丹波新聞社 

丹波新聞社 

ﾎﾟｯﾌﾟｱｯﾌﾟﾎｰﾙ 

ﾎﾟｯﾌﾟｱｯﾌﾟﾎｰﾙ 

NPO スタッフ 

NPO スタッフ 

放送局）の開局に

向けて、ボランティアスタッフ並びに地域通信員の養成を目的にした連続講座、「丹波コミュニテ

スタッフ並びに地域情報を内外に伝える地域通信員の養成を

放送をはじめとする多様なメディアにおいて、自分の

言葉と声で地域の情報を発信する地域通信員を養成することにより、まちづくりに関わる人を増や

85-1092）

会場

エフエムあやべ 

前
山

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

セ
ン

タ
ー

 

エフエムさんだ 

エフエムさんだ 

 

 

放送局）の開局に

向けて、ボランティアスタッフ並びに地域通信員の養成を目的にした連続講座、「丹波コミュニテ

スタッフ並びに地域情報を内外に伝える地域通信員の養成を

放送をはじめとする多様なメディアにおいて、自分の

言葉と声で地域の情報を発信する地域通信員を養成することにより、まちづくりに関わる人を増や

） 

会場 



  

                                         

経験・資格

  ※上記の個人情報

                                         

丹波市災害

◆FM ラジオで、

◆電波が入りにくい地域は、サイマルラジオ（

毎日

受講希望 

経験・資格

お 名 前 

住  所 

電話番号 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 

通 信 欄 

丹波コミュニティ放送丹波コミュニティ放送丹波コミュニティ放送丹波コミュニティ放送

個人情報に関

                                         

丹波市災害FM

ラジオで、８０．６８０．６８０．６８０．６

◆電波が入りにくい地域は、サイマルラジオ（

毎日 7:30～19:30

 

共通①

技術①

（※受講を希望される上記の講座記号に○をつけてください。）

経験・資格 

 

（ふりがな）

                    

 
（〒       

  

           

 
 

 

丹波コミュニティ放送丹波コミュニティ放送丹波コミュニティ放送丹波コミュニティ放送

関する内容は、

                                         

FM放送・・・開局中

８０．６８０．６８０．６８０．６MHzMHzMHzMHz に合わせてお聴きください！放送エリアは市島地域とその周辺です。

◆電波が入りにくい地域は、サイマルラジオ（

19:30（生放送は原則、

共通① ・ 共通②

技術① ・ 技術②

（※受講を希望される上記の講座記号に○をつけてください。）

（ふりがな） 

                    

       

          

丹波コミュニティ放送丹波コミュニティ放送丹波コミュニティ放送丹波コミュニティ放送

、当法人において

                                         

【【【【おおおお

【【【【おおおお

【【【【申申申申

開局中です

に合わせてお聴きください！放送エリアは市島地域とその周辺です。

◆電波が入りにくい地域は、サイマルラジオ（

（生放送は原則、7:30

共通② ・ 

技術② ・ 

（※受講を希望される上記の講座記号に○をつけてください。）

                    

       ） 

          ＠ 

きりとりせん

丹波コミュニティ放送丹波コミュニティ放送丹波コミュニティ放送丹波コミュニティ放送    運営スタッフ養成講座申込書運営スタッフ養成講座申込書運営スタッフ養成講座申込書運営スタッフ養成講座申込書

において厳重に

                                         

おおおお問合問合問合問合せせせせ】】】】    

〒669-3461

特定非営利活動法人

【【【【おおおお申込申込申込申込みみみみ】】】】

お申し込みは

①申込書

②申込書

③申込書

【【【【申申申申しししし込込込込みのみのみのみの

１０月

 

です！   運営

に合わせてお聴きください！放送エリアは市島地域とその周辺です。

◆電波が入りにくい地域は、サイマルラジオ（http://www.simulradio.jp/

7:30～8:30、12:00

 進行① 

 実習① 

（※受講を希望される上記の講座記号に○をつけてください。）

（※経験・資格などがありましたらご記入ください）

                    

携帯番号

きりとりせん 

運営スタッフ養成講座申込書運営スタッフ養成講座申込書運営スタッフ養成講座申込書運営スタッフ養成講座申込書

に管理し、目的以外

                                         

    

3461 丹波市氷上町市辺

特定非営利活動法人

（

    

みは、次の方法

申込書を上記の

申込書をファックスする

申込書の内容をメールする

みのみのみのみの締締締締めめめめ切切切切りりりり】】】】

月１６日（木）

丹波市氷上町市辺
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ
 

運営： NPO 法人

に合わせてお聴きください！放送エリアは市島地域とその周辺です。

http://www.simulradio.jp/

12:00～13:00、

 ・ 進行②

 ・ 実習②

（※受講を希望される上記の講座記号に○をつけてください。）

（※経験・資格などがありましたらご記入ください）

                    年齢（満

携帯番号 

運営スタッフ養成講座申込書運営スタッフ養成講座申込書運営スタッフ養成講座申込書運営スタッフ養成講座申込書

目的以外の利用

                                         

丹波市氷上町市辺

特定非営利活動法人 たんばコミュニティネットワーク

（担当）荒木

方法でお願

の住所へ郵送

をファックスする →

をメールする

】】】】    

）必着でお申込

丹波市氷上町市辺
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.tanba.info/
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ mail@tanba.info
 

法人 たんばコミュニティネットワーク

に合わせてお聴きください！放送エリアは市島地域とその周辺です。

http://www.simulradio.jp/）でお聴きください。

、17:30～18:30

進行② ・ 情報①

実習② ・ 全部

（※受講を希望される上記の講座記号に○をつけてください。）

（※経験・資格などがありましたらご記入ください）

年齢（満    

 

運営スタッフ養成講座申込書運営スタッフ養成講座申込書運営スタッフ養成講座申込書運営スタッフ養成講座申込書    

利用はいたしません

                                                

丹波市氷上町市辺 687 

たんばコミュニティネットワーク

荒木 （携帯 090

願いいたします

郵送する 

→ FAX．0795

をメールする → course@tanba.info

申込みください

丹波市氷上町市辺 687 
http://www.tanba.info/
mail@tanba.info

たんばコミュニティネットワーク

に合わせてお聴きください！放送エリアは市島地域とその周辺です。

）でお聴きください。

18:30）  11 月

情報① ・

全部 

（※受講を希望される上記の講座記号に○をつけてください。）

（※経験・資格などがありましたらご記入ください）

    歳）

はいたしません。 

       2014.10

たんばコミュニティネットワーク

090-8755-2606

いいたします 

0795-85-3711

course@tanba.info

みください 

http://www.tanba.info/
mail@tanba.info 

たんばコミュニティネットワーク 

に合わせてお聴きください！放送エリアは市島地域とその周辺です。 

）でお聴きください。 

月 30 日まで

・ 情報② 

（※受講を希望される上記の講座記号に○をつけてください。） 

 

（※経験・資格などがありましたらご記入ください）

歳） 

 

2014.10 

たんばコミュニティネットワーク 

2606） 

3711 

course@tanba.info 

http://www.tanba.info/ 

日まで 

 

（※経験・資格などがありましたらご記入ください） 


