
事務局だより

a-con WEBサイト

◆定例会

　日時：3月20日（土）　15:00～17:00

　場所：浜町区民館（都営地下鉄新宿線浜町駅下車A2番出口　徒歩5分）

　内容：各プロジェクトの最新情報盛りだくさん。ワークショップ的な企画もあるハズ！

　　　　　午前中の運営会、夜からの懇親会にも是非ご参加ください♪

◆オリエンテーション

　日時：3月6日（土）　15:00～16:30

　場所：高井戸地域区民センター（京王井の頭線高井戸駅　徒歩3分）

　内容：a-conに興味はあるけど、「実際のところ何やってるの？」「自分には

　　　　 何ができるんだろう？」　そんな方々へa-conについてお伝えします。

◆a-conゼミナール

　只今準備中。次の開講日はＷＥＢでお知らせします。

参加者大募集！

NPO・ボランティア・コミュニケーションに興味がある、社会貢献してみたい、

余暇を何かに使いたい･･･など、少しでもピンときた方、a-conには色んな関

わり方があります。

a-conメンバー大募集！

お問い合わせは、下記a-con事務局までお気軽にどうぞ！

　mail：jimukyoku@a-conweb.net　（担当：佐藤、南）

　a-conの活動や、その他いろいろな情報を発信しています。

　WEBサイトへもぜひ遊びにきてください。

URL：http://a-conweb.net/

発行元：特定非営利活動法人　ＮＰＯコミュニケーション支援機構（ａ-ｃｏｎ）

編集長（代理）：原文子　　DESIGN：佐藤美弥子　　　　　　

Ｗｒｉｔｅｒ：緒方太郎　sugiX　平野巨樹  福田愛奈 　（五十音順）

編集：秋本康治　緒方太郎　佐藤美弥子　森山紗也子　（五十音順）

2010年 2月号

特集１　ボランタリーフォーラム開催

特集２　a-con　フライヤー完成！

お問い合わせ：「ｍｏｎｔｈｌｙ　ａ-ｃｏｎ」編集部  monthly@a-conweb.net

11



『column X』　vol.0

NICE! コミュニケーション事例

編集後記 P10

海外NPOレポート P10

a-con NEWS HEADLINE P9

column X

NICE！コミュニケーション事例

P1

Topics P2

a-conとは･･･ P2

特集①　

　　ボランタリーフォーラム開催 P3

特集②　

　　a-conフライヤー完成！ P7

事務局だより P11

a-con WEBサイト P11

 

第２回　「ｈｏｐｅを消さないで」

　正式名称は “特定非営利活動法人NPOコミュニケーション支援機構”。

　“action unit for communicative NPO”、略してa-con（えーこん）。

　「NPOの活動を、どう世の中に伝えていったらいいか」

　ということを、そのNPOの方たちと一緒に、

　同じくらい真剣に考えて、

　「コミュニケーション」という切り口でお手伝いするユニットです。

　はじめまして。今月号よりコラムを書くこ

とになりました。Smile Park のsugiXです。

今回は初回ということで、簡単な私の自

己紹介、そしてSmile Parkへの思いを語

りたいと思います。

　私、sugiXは、世界各地に滞在し、そこ

に住む人々の生活や文化、地域性から

生まれるモノ作りを目指し、2009年5月

よりSmile Parkを立ち上げました。現在は

中国の南京におります。

　私がSmile Parkをはじめた理由は、次

の二点です。

●意味のあるモノをつくりたい

　ただ美しい造形美を追求するだけでな

く。自分の足や、目でみて感じた思いを

表現したい。なぜそのモノをつくりたいの

か？そのモノの存在意義はなんなのか？

それすら考えたいと思っております。

　右のポスターを、街中や電車で見かけた人は多いの

ではないでしょうか。2009年度ACジャパン支援キャン

ペーン「hopeを消さないで」が昨年7月より展開されてい

ます。これは、WFPの学校給食プログラムの公共広告

がACジャパン（旧公共広告機構）の支援キャンペーン

として展開されたものだそうです。

　スープで描かれた「hope」は、このキャンペーンで急激

に知名度が上がったのではないでしょうか。

Topics

a-conとは･･･

1 2

sugiX プロフィール
1982年生まれ。静岡県浜松市出身。日産自
動車デザインセンターを経て、2009年5月より
Smile Parkの活動を開始する。『人との出会い
こそが最大の勉強』と考える体育会系。
（小～高バスケットボール部、インターハイ出場。
大学ボクシング部、京都府Fe級新人王）

●まだ見ぬ世界で生きてみたい

　ブラウン管越しではなく、己

の知らない世界をリアルに体

感したいという単純な欲望、

冒険心です。
　

　小学生の感想のような二つですが、す

べての理論武装を取っ払った、私の思い

です。何かがわかったから飛び出したとい

うより、いてもたってもいられなくなって、と

にかく走り出してみた。そんな感じです。

　次回からは南京の様子やモノつくりの様

子など、日々受ける刺激、感動を言葉に

代え、現地よりメッセージを放っていきた

いと思います。よろしくお願い致します。

P1

2008年度キャンペーン電車広告

2009年度キャンペーンビジュアル
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3 4
ボランタリーフォーラム２０１０

テーマ : 「希望は市民（わたしたち）が創る」

日時 : 2010年2月5日(金)～7日(日) 

場所 : 東京ボランティア・市民活動センター、

　　　　飯田橋セントラルプラザ ほかにて

企画・運営 : 市民社会をつくるボランタリー

　　　　フォーラムTOKYO2010実行委員会

主催 : 東京ボランティア・市民活動センター

後援 : 東京都

　例えば、友人がボランティア活動

や市民活動に興味を持ち始めてい

たら。a-conのオリエンテーションに

連れて来ていただけるのもよいです

が、もっと広い視野に立って、色々

な活動に参加したり、見たり、考え

たりすることが出来るイベントがあ

るのをご存知でしょうか。

毎年2月に開催されている、「ボランタリーフォーラム」がそれ。ボランティア

や市民活動に関心のある人は勿論、既に参加していて、もっと深く知りたい

という人向けにも開催されているこのイベントは、

今回「希望は市民（わたしたち）が創る」を

テーマに、「考える」「育てる」「つながる」

「発信する」の４つのカテゴリーで分科会を

開催しました。a-conの加形理事長も発表

を行うなど、多様な活動で知られるこのイ

ベントを、取材班がレポート。

  これを読めば、来年の今頃あなたはきっ

と会場に訪れたくなること請け合いです。

特集１　ボランタリーフォーラム開催特集１　ボランタリーフォーラム開催
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5 6

　今年も大盛況のうちに終わったボランタリーフォーラム。例年になく、幅広い

年齢層の方々が多く参加するなど、特色のあるものとなりました。今回の成功

のポイントはどんなところにあったのでしょうか。そこを明らかにすべく、今年度

実行委員長である鹿住貴之さんに突撃インタビューをしてみました。

新カテゴリーの設置が変化を生み出した
――2010年のボランタリーフォーラムは、昨年よりも色々な職種や性別の方が

      いらしていたようですが、昨年までと大きく変えた部分はありますでしょうか。

鹿住実行委員長（以下鹿住）　今回は、今までとは異なる切り口でカテゴリーを分け
     たことが良かったのかもしれません。
     例えば昨年だと「社会の仕組みと制度」、「安心して暮らせる地域社会づくり」他
     4カテゴリーに分けていました。ただ、これらのカテゴリーは初めての人たちには
     少し敷居が高く感じられるようです。
――それらをどのように変えたんでしょうか

鹿住　今回はボランティアに興味を持ってくれた方が、手軽に参加し、もう一歩を踏
     み出すきっかけになればと思い、「考える」、「つながる」、「育てる」、「発信する」
     とカテゴリーを分けてみました。このカテゴリーは「つながる」以外は、自分一人
     からでも始められるので、かなり参加しやすくはなったのではないでしょうか。
――なるほど。だから多様な方々が参加されていたんですね。

鹿住　特に意識はしていませんでしたが、結果的に色々な世代や職種の方が来て
     下さいましたね。今年は男性、それもあまりボランティアに興味を示されてこな
     かった壮年層の方々が多く参加して頂けたのが嬉しいです。
――ひとつだけ「つながる」を入れた理由はなぜなのでしょうか

鹿住　実は、今までの参加者の方々に話を聞くと、ご自身でも問題を抱えていらっ
　　 しゃったり、意識が高いものの行き場がなくて困っている方が多かったんです。
     そういう皆さん同士が「つながって」いくことで、少しでも生き辛さや孤立感を
   　なくすことが出来ればと思い、入れてみました。実際コミュニケーションの場と
　　 してもとても有効に働いたようです。

新しいボランタリーフォーラムを作るのはあなた
――話が変わりますが、今回のボランタリーフォーラムに参加して、運営に興味をもたれ

      た方も多いと思います。気軽に参加するにはどういう方法があるのでしょうか

鹿住　運営に関わるには、実行委員になる方法とサポーターになる方法がありま
     す。実行委員はボランタリーフォーラム全体の企画立案や、当日までの準備
     などがありますので、かなり時間を取られてしまうかもしれません。そこで、初
     めて参加される方にはサポーターをオススメしています。
――なかなか面白そうですね

鹿住　実際、参加したサポーターの方の中にも、その面白さから、「次回は企画も
　　 立ててみたい！」と実行委員になられる方もいらっしゃいますよ。是非一度体
     験してみることをオススメします。いつでも僕たちは待ってますので！

次回のボランタリーフォーラムの準備は5月くらいから始まるそうです。約一年かけて次の企画を実行委員会で

決めていき、形にしていくのはたまらなく面白そう。読者の皆さんも興味があれば参加してみてはいかがでしょうか

田島明日丘さん

（職業プログラムオフィサー）

　パブリックセンターという非営利・中

立の調査研究機関・コンサルティング

ファームを事業とするNPO法人で、「社

会を変えるお金のシステムを作る。」を

コンセプトに「Give One」という誰もが所

得の１％を寄付する社会を作ることを

提言しています。　必要なのは志が高

いだけでなく、その切り口に非常に魅

力的を感じました。

  ★パブリックセンターHP★

　　　　　　　http://www.public.or.jp/

小林和彦さん

（NPO法人きらり水源村 事務局長）

　小林さんの講演を聴いて、ちょっとし

たカルチャーショックを受けました。

　この団体は、「自分達が生活の中で

できた知恵を次の世代につなげる。」

というコンセプトを持った団体です。

　地域に残る伝統文化や生活技術、

豊かな森と水に囲まれた自然を『地

域づくり』『グリーンツーリズム推進』

『次代の担い手づくり』などの活動を

通じて、持続可能な社会モデルを広

く世界に発信し続けています。このワ

ークショップが熊本県で毎回行われ

ていて、その様子も写真で見ること

ができました。

　私の前に座っていた女性は「いつか

絶対に参加したい」と目を輝かせてい

ました。　小林さんは「仕事とは、元々

は遊びからスタートしたのかもしれない。

だから遊びをうまくシステム化して経済

性を持ったのが仕事であるという考え

方もきる」という発想が逆説的で、とて

も面白く聞きました。

  ★きらり水源村HP★　

           http://kirarisuigen.blog13.fc2.com/

加形拓也さん（a-con理事長）

　加形さんが語ったテーマは「ハイブ

リッドライフ～本業+１つ（または２つ）の

旗を掲げる～」。

　これは本業かNPOかの二者択一で

考えるのではなく、本業を持ちつつ

NPOの活動を行うという提案です。どち

らかの選択を迫られると本業を選ぶし

かない若者の立場からすると、このよう

な切り口があるということがとても新鮮

に映りました。学生の身分である期間

だけの社会活動とよくいわれますが、

その解決方法

がこんなところ

にあることに

も驚きました。　　

皆様こんにちわ！！
夏からa-conでお世話になっている平野巨樹です。
２月７日に加雅屋さんが講演した「就職氷河期世代の多様な生き方
（＠飯田橋セントラルプラザ）」を視聴しましたので、レポートします。

参加者の分科会受講レポート
特別インタビュー：鹿住実行委員長に突撃インタビュー特別インタビュー：鹿住実行委員長に突撃インタビュー
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特集２

ａ-ｃｏｎ フライヤー完成！
　2010年2月、長らく（仮）になっていた

a-conフライヤーが、ついに完成しました！

みなさん、もうご覧になったでしょうか。

　新フライヤーは「monthly　a-con」

（本紙）と同じA5サイズ。持ち運びに

も便利なコンパクトサイズで、これか

らa-conを世の中に伝えていくための

強力なサポートツールになると確信

しています。

　デザインを引き受けてくれたのは、

新理事でもある林田さんです。

今回は、林田さんにフライヤー完成

までのお話を伺ってきました。

7 8

― まずはおつかれさまでした。今回のフライヤー作成で目指したこと、

　　気をつけたことがあれば教えてください。

林田：ビジュアルデザインからいきなり提案しないように気をつけました。

　　　　まずは、現状のコミュニケーション課題を整理するところから。次に

　　　　ターゲット層と目的、使用シチュエーションなどを企画書にまとめま

　　　　した。外堀から埋めていくような感覚で、ロジック部分におけるメン

　　　　バー内部の意識ギャップを一つずつ解消していきました。

　　　　目指したのは、「この人、a-conに誘いたいな」という時に、パッと出

　　　　せて、さっと説明して、「いいじゃん」と共感してもらうツールです。

― 今回のデザインについてお伺いします。

林田：表紙のドット模様の意味について。a-conは、オンオフを使い分

　　　　けた充実したライフスタイルであり、NPO活動だと思うんです。

　　　　オンオフをa-conカラーである2色で表現しました。

　　　　また、各ドットが集合して右肩上がりに勢いを持って進んでいく、

　　　　スマートだけど勢いもあるビジュアルになったかと思います。

― 今回のフライヤーづくりで苦労したことはどのようなことでしょうか。

林田：企画案の合意がとれたものの、なかなかビジュアル制作に移ること

　　　　ができず苦労しました。理由は2つあって、1つ目は単純に私が他業

　　　　務で忙殺されていたこと。2つ目は、掲載する文字づくりや写真集め

　　　　が遅々として進まなかったことです。仲間を信じて原稿をお願いすれ

　　　　ばよかったのですが、私のディレクション能力のなさが露呈しました。

― 最後に、このフライヤーはこれで完成なのでしょうか。

林田：いま、ようやく試作品ができた段階です。企画書でまとめた内容が

　　　　反映されているか、本当に対面で使えるツールなのか、などを検証

　　　　し、改良を数度重ねた後に印刷会社へ発注したいです。

　　　　「a-conって説明しづらい」そんな基本的で

　　　　致命的なコミュニケーション課題を解決で

　　　　きるまで、改良を重ねていきたいです。

― 今後が楽しみですね。ありがとうございました。
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設立から21年、初心者から運動選手ま

で総勢42万人の支援をすることでLLSの

ために合計10億ドルの資金集めを達成

してきた。

ちなみにLLSは、1949年に設立され、ア

メリカ、カナダ他14カ国において血液癌

の研究プロジェクトおよび患者サービスに

貢献している「世界最大」の団体。

私も早速、TNTのサイト内にある友人の 

"My Fundraising Page" でクレジットカー

ド情報を入力して寄付をしてみた。すぐに

メールで税額控除用の税金申告用レ

シートが送られてきて、寄付者がTNTや

LLSのロゴ入りグッズを「特価で」買える

ページの案内もあった。その売上げも

25%がLLSの寄付に充てられる。いずれ

もなんともアメリカらしい…と思ったが、日

本でも最近はよくチャリティー・ウォークの

広告や報道を目にする気がする。関わり

方は色々ありそうです。

a-con NEWS HEADLINE

Team in Training
http://www.teamintraining.org/

The Leukemia & Lymphoma Society
http://www.leukemia-lymphoma.org

海外NPOレポート

編　集　後　記

"In my latest "crazy" quest, I have begun 

training for the Solvang Century with Team 

in Training.  On March 13th, I will be cycling 

100 miles in Santa Barbara..."

アメリカにいる友人からメールが届いた。

100マイル（約160キロ）のサイクリングを

するために何かのチーム（「TNT」）でト

レーニングを始めたらしい。

ナニゴトかと思い、メールにあった "My 

Fundraising Page" というリンクをクリック

すると、友人のメッセージ、募金目標額、

寄付者の氏名が表示され、オンラインで

募金ができるようになっていた。サイクリン

グの目的はThe Leukemia & Lymphoma 

Society（白血病とリンパ腫協会、「LLS」）

のための資金集めらしい。

　サイトによるとTNTは、「持久系スポーツ

（フル／ハーフマラソン、100マイル・サイクリング、トライア

スロン等）の世界最大のトレーニング・プログ

ラム」であり、「世界初のスポーツ関連

チャリティー・イベントのための団体」。

　こんにちは。今年の２月は、暖かかったり寒かったりと忙しいですね。

a-conでは、最近Twitterユーザーが増加中です。普段は社会人だったり学生だったり

とそれぞれの時間を過ごすメンバーだから、普段のつぶやきを聞いてみるとその人の

新たな一面が見えたり。ぜひTwiterでa-conメンバーを探してみましょう。　＜はらぽ＞

１％クラブ２０周年記念シンポジウム

＆NPOと企業の対話フォーラム

～企業とNPOとのよりよい協働に向けて～

　1％クラブは日本経団連が、1990年

に設立した、経常利益や可処分所得

の1％相当額以上を社会貢献に支出

しようと努める個人や企業の集合体で

す。今年で20周年を迎えるそうです。

　NPOを運営していく中で、企業との協

働を行い、互いにwinwinの関係を築い

ているところは多いですが、このイベン

トは、NPOと企業の協働がテーマです。

今注目されている、生物多様性や、地

域活性といったテーマでの分科会もあ

ります。

　また、NPO関係者と企業の関係者が

一同に会する場であり、ネットワークづ

くりの大きなチャンスの場であるとも思

います。

　開催日は3月3日水曜日！みなさま

ぜひご参加ください。

《参照HP》

http://www.jnpoc.ne.jp/event/taiw

a-kigyo09/index.html

　今回は、NPOの運営をして行く

上でヒントになるような情報が得

られそうなイベント情報を集めて

みました。

NPO実践マネジメント講座

　NPOや社会起業は世間な関心の高

まりもあって、興味を持っている方も多

いと思いますが、資金集めや、人材の

マネジメント、組織の運営などまだまだ

未成熟な部分も多いです。

　現在NPOの運営をされている方も、

これからNPOの運営に関わってみよう

と思っている方にも、非常に収穫を得

られるイベントだと思います。

《参照HP》

http://www.public.or.jp/news/2010

/01/npo-2.html

NPOのための上手な会議の進め方

　NPOの組織運営をして行く上で、

「長い時間会議をしても、結局何も決

まらない」

「いつも決まった人だけが発言して、ほ

かの人がしゃべれない」

･･･といったことは多いのではないでしょ

うか？そのような悩みを解決するため

の研修です。

《参照hp》

http://www.neri-shakyo.com/modul

es/news/article.php?storyid=266
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The Leukemia & Lymphoma Society's Team In Training®

＜AINA FUKUDA＞
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/01/npo-2.html

NPOのための上手な会議の進め方

　NPOの組織運営をして行く上で、

「長い時間会議をしても、結局何も決

まらない」

「いつも決まった人だけが発言して、ほ

かの人がしゃべれない」

･･･といったことは多いのではないでしょ

うか？そのような悩みを解決するため

の研修です。

《参照hp》

http://www.neri-shakyo.com/modul

es/news/article.php?storyid=266
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事務局だより

a-con WEBサイト

◆定例会

　日時：3月20日（土）　15:00～17:00

　場所：浜町区民館（都営地下鉄新宿線浜町駅下車A2番出口　徒歩5分）

　内容：各プロジェクトの最新情報盛りだくさん。ワークショップ的な企画もあるハズ！

　　　　　午前中の運営会、夜からの懇親会にも是非ご参加ください♪

◆オリエンテーション

　日時：3月6日（土）　15:00～16:30

　場所：高井戸地域区民センター（京王井の頭線高井戸駅　徒歩3分）

　内容：a-conに興味はあるけど、「実際のところ何やってるの？」「自分には

　　　　 何ができるんだろう？」　そんな方々へa-conについてお伝えします。

◆a-conゼミナール

　只今準備中。次の開講日はＷＥＢでお知らせします。

参加者大募集！

NPO・ボランティア・コミュニケーションに興味がある、社会貢献してみたい、

余暇を何かに使いたい･･･など、少しでもピンときた方、a-conには色んな関

わり方があります。

a-conメンバー大募集！

お問い合わせは、下記a-con事務局までお気軽にどうぞ！

　mail：jimukyoku@a-conweb.net　（担当：佐藤、南）

　a-conの活動や、その他いろいろな情報を発信しています。

　WEBサイトへもぜひ遊びにきてください。

URL：http://a-conweb.net/

発行元：特定非営利活動法人　ＮＰＯコミュニケーション支援機構（ａ-ｃｏｎ）

編集長（代理）：原文子　　DESIGN：佐藤美弥子　　　　　　

Ｗｒｉｔｅｒ：緒方太郎　sugiX　平野巨樹  福田愛奈 　（五十音順）

編集：秋本康治　緒方太郎　佐藤美弥子　森山紗也子　（五十音順）

2010年 2月号

特集１　ボランタリーフォーラム開催

特集２　a-con　フライヤー完成！

お問い合わせ：「ｍｏｎｔｈｌｙ　ａ-ｃｏｎ」編集部  monthly@a-conweb.net
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