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『colum　Ｘ』　vol.3

************************************************************

　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。

Topics

a-conとは･･･

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）

1 2

　僕にはどうしても許せない中国の習慣、

文化がある。

　それはご飯を残すということだ。

　

　パーティーなんかでは、相手のメン

ツを守るためにむしろ残した方がよい

場合がある。飯を食べ終わってしまう

ことは『おい、足らないぞ』ということを

意味しているらしい。よって、主催者は

確実に食べきれない量を用意するこ

ともあるのだそうだ。

　一方日本は、誰もがご飯を残すのは

良くないという認識がある。おそらく皆、

耳にタコが出来るほど『もったいない、

最後までしかり食べなさい。』と両親か

ら言われたはずだ。

　この違いは何なのか？以前から引っ

かかっていたのだがその答えがなんと

なくわかった。それは『頂きます』と言

うか、言わないかの違いである。

（中国では食事前に『頂きます』と言わ

ない）

　『頂きます』には二つの意味がある。

・作ってくれた人に対して

・命に対して（我々の食事になった動物、

植物の命に対して）

　この認識が頭にある日本人はちゃん

と食べなければ失礼だ。となるのだ。

　一方、中国ではこの概念がない。よ

って食べ物を残さず食べるという意識

が、日本に比べて希薄なのである。

　ご飯を残さず最後まで食べる。

　これは日本人の考えから来る思考

なのだ。

　『頂きます』に込められた人や食べ

物に対する感謝の念。

　いやいや、なかなか素敵ではないで

すか。

いただきます。 colum　Ｘ

Topics

a-conとは･･･

大特集　　アースデイ東京体験記

　注目団体

　閑話休題：アースデイ会場あれこれ

　閑話休題：来場者みんなでＥＣＯ活動

　出展者いんたびゅう

　総論：アースデイに見る、イベントのあり方

　

江戸っ娘秋田こまち化計画

アンケート締切迫る！

ＮＩＣＥコミュニケーション事例
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編集後記

事務局だよりa-con 
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9 10

a-conでサポートさせていただいているシャンティ国際ボランティア会も出展。
ブースにいらっしゃった藤川和美さんにインタビューさせていただきました。

a-con：今回はどういったコンセプトでの出展ですか
藤 川：アースデイということでナチュラル系を中心
　　　 にまとめてみました。とはいっても、私たち
　　　 が扱っているものは少数民族のカラフルなも
　　　 のですけど。
a-con：確かにキレイな物が多いですね。
藤 川：今回は支援しているタイ、ラオス、カンボジ
　　　 ア、ミャンマー、アフガニスタンのお母さん
       たちが手作りしたものです。
       この商品は、WEBでも販売しているんですよ。
a-con：ブースをお手伝いしているのは会員の方です
       か。
藤 川：ボランティアの皆さんです。mixiで募集をし
       まして、土日で4人ずつ協力してもらい、飾り
       つけから、販売までお手伝いいただいてます。
       休憩時間には、他のブースに遊びにいけますので、希望者は多かったですね。
a-con：お客さんはどんな方がいらっしゃってましたか
藤 川：6：4で親子連れが多いです。子どもさんをつれているお母さんたちは、買い物
       だけでなく絵本のパンフレットを持っていってくださる方も多いです。
       それが私たちの教育支援につながりますから、嬉しいですね。
a-con：販売だけでなく、SVAさんの事業を知ってもらえるのは素晴らしいですね。
　　　 ありがとうございました。
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　はじめまして。東京→秋田に来て１

ヶ月。私の感じた秋田の今、をお伝え

します！

　『秋田』といえば、どんなイメージをお

持ちでしょうか。

　きりたんぽ、白神山地、秋田美人、

日本酒。良いイメージが多いかもしれ

ません。

　しかし、実は秋田は、自殺率全国１

位（14年連続！）、少子高齢化（４人

に１人が65歳以上（全国２位））による

地域の活力低下、限界集落の増加、

自然破壊（森林、川、湖など）などなど、

問題だらけの県なのです。実際に町

は元気がなく、日照時間全国最下位

も伴って暗い雰囲気が漂っています。

　しかし今、秋田では熱い取り組みが

始まりつつあります！

　今年、環境保全を目的としたNPOが

設立。秋田では画期的なことです！（地

方では環境NPOは非常に少ないのです）。

また、秋田出身関東在住の若者たち

が「秋田が好きだ！秋田を何とかした

い！」と東京や秋田で様々な活動を

始めています。中高年以上の方々も

市民団体などで若者顔負けの本気さ

でがんばっています。

　この１ヶ月、素晴らしい自然、故郷へ

の強い思い、人の温かさ、地方都市

の現実など、東京育ちの私は体験し

たことないことばかりで、衝撃の連続で

した。今後も、秋田からいろいろな声

をお届けしていきますので、よろしくお

願いします！

　前号で紹介したTable for twoを川

崎のラゾーナで発見！

　1階フードコート内にある「陳麻婆豆腐」

さんで、大豆麻婆豆腐を注文すると、

アフリカに一食分寄付されると言う仕

組みです。

　なぜ大豆麻婆豆腐なの？と思い定

員さんに聞いてみると、

　「ここで食べる人がヘルシーにお腹

一杯になり、アフリカでは子どもがお腹

一杯になる。それがなんだかいいじゃ

ないですか。」とのこと。

　最近メタボなお腹が気になるあなた。

陳麻婆豆腐さんでスマートに寄付して、

体型もスマートにしませんか？

江戸っ娘“あずあず”の体当たりレポート！

陳麻婆豆腐　＆　Table for two

　monthly a-con 4月号で特集した「2010

年度・チャレンジ宣言！」アンケート、

あなたはもう答えていただけましたか？

　「まだ答えていない・・・」というあなた、

2010年度も1ヶ月が経ちましたが、も

う一度、初心を思い出すために、ぜひ

アンケートにご回答ください。

　右のURLかQRコードよりカンタンにア

クセスできます！

　結果はmonthly a-con 6月号で発

表します！！

＞アンケートURL

　　　　http://bit.ly/a4QQPi

あなたはもう答えました？　“2010年度・チャレンジ宣言！”

江戸っ娘秋田こまち化計画 アンケート締切迫る！！

NICEコミュニケーション事例

東京都浅草出身。損保ジャパンCSOラーニン

グ生（大学在学時）、茨城県の湖の再生を目

指すNPO職員（約２年）を経て、４月に八郎湖

のある秋田に来る。主に八郎湖流域の子ども

達の環境教育の普及・充実に日々奮闘中。

夢は日本の伝統工芸を継ぐ職人になること！

あずあず　プロフィール

※いただいた回答は、個人が特定されない範囲
でmonthly a-conに掲載させていただきます。
ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

存続が危ぶまれている集落

廃校になった
木造校舎と
その教室
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　ＮＰＯ向けの広報を学ぶ連続のセミナーです。

　確実に掲載してもらうためのノウハウや目にとまるリリースの書き方や出し方、

最近のインターネット環境の特色を生かした広報や動画の活用法をお教えて

くれるとか。

　押さえておきたい広報のコツを学んで、"伝わる"広報を身につけませんか。

　詳細はこちら　→　　http://www.ourplanet-tv.org/?q=node/477

　ＮＰＯ法人共存の森ネットワークでは、7月開講「なりわい創造塾」の受講生を

募集しています。

　あなたも「お金」だけに頼らず、「自然の恵み」や「人の絆」を大切に、地域に

根付いた暮らしを目指してみませんか？

　詳細はこちら　→　　http://www.kyouzon.org/nariwai/

　詳細はこちら　→　　http://ecolife2010.com/index.html

　５月第二日曜日の先週は母の日で

したね。贈り物を贈った人も多かった

のではないでしょうか？

　先日知ったのですが、日にちは違えど、

“母の日”は世界各国にあるそうです。

欧米だけでなく、アジアやアフリカにも！

　ちなみに父の日は、どの国でもあるも

のではないようで…。私も母の日ほど

力は入らないのですが、せめて父の日

がある日本なので、何かしようかな、と

いう気持ちになりました。

　コンビニでは母の日を迎えるより早く、

父の日のギフト予約が始まっていたので、

この機会に見てみようと思います。

 来月のa-conの定例会翌日はちょう

ど父の日です！

　６月は総会の月、総会と父の日をセ

ットで覚えると、忘れないかも？しれま

せん。（こじつけでしょうか。。）

　総会も楽しみに、父の日も楽しみに、

準備を進めたいですね。

＜白土＞

［海外NPOレポートは、都合につき５月休載いたします。次号以降をお楽しみに］

　この度、a-conがtwitterを始めました。

　たくさんの方にフォローをしていただいております、ありがとうございます。

　これから、a-conの活動に関わる様々なことを、世の中に発信していきますの

で、アカウントをお持ちの方、ぜひフォローをお願いします。

　また、興味のある呟きはぜひリツイートしてみてください。

　　■ユーザー名　：　　a_conweb　／　NPOコミュニケーション支援機構

　　■ＵＲＬ　　　　　：　　http://twitter.com/a_conweb

「 twitter 」 始めました。

a-con NEWS HEADLINE a-con　NEWS　（臨時号）

編集後記

アンダーバー注意！

■一口メモ■

google で「a_conweb 」を検索すると

a-conの twitter ページが TOP にでてくるよ☆

□問い合わせ先：twitter@a-conweb.net

org/nariwai/iwaariwwaai/wariwrg/

＜NPOのための広報セミナー＞　

特定非営利活動法人OurPlanet-TV

「なりわい創造塾」2010年7月開講　　受講生募集【5月26日〆切】

NPO法人　共存の森ネットワーク

　6月は環境月間ということで、各所で環境問題に関するイベントが開催されま

すが、その中でもエコライフ・フェアではNPO/NGOブースのコーナがーあり、

多くのNPOが活躍するイベントです。

　また、企業の環境活動とNPOのコラボレーションの事例なども多く見ることが

できるかと思います。ぜひ参加してみてはいかがですか？

エコライフ・フェア2010

 

～NPO・NGOのニュースやイベント情報を、ココでちょっぴりつまみぐい～
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　ＮＰＯ向けの広報を学ぶ連続のセミナーです。

　確実に掲載してもらうためのノウハウや目にとまるリリースの書き方や出し方、

最近のインターネット環境の特色を生かした広報や動画の活用法をお教えて

くれるとか。

　押さえておきたい広報のコツを学んで、"伝わる"広報を身につけませんか。

　詳細はこちら　→　　http://www.ourplanet-tv.org/?q=node/477

　ＮＰＯ法人共存の森ネットワークでは、7月開講「なりわい創造塾」の受講生を

募集しています。

　あなたも「お金」だけに頼らず、「自然の恵み」や「人の絆」を大切に、地域に

根付いた暮らしを目指してみませんか？

　詳細はこちら　→　　http://www.kyouzon.org/nariwai/

　詳細はこちら　→　　http://ecolife2010.com/index.html

　５月第二日曜日の先週は母の日で

したね。贈り物を贈った人も多かった

のではないでしょうか？

　先日知ったのですが、日にちは違えど、

“母の日”は世界各国にあるそうです。

欧米だけでなく、アジアやアフリカにも！

　ちなみに父の日は、どの国でもあるも

のではないようで…。私も母の日ほど

力は入らないのですが、せめて父の日

がある日本なので、何かしようかな、と

いう気持ちになりました。

　コンビニでは母の日を迎えるより早く、

父の日のギフト予約が始まっていたので、

この機会に見てみようと思います。

 来月のa-conの定例会翌日はちょう

ど父の日です！

　６月は総会の月、総会と父の日をセ

ットで覚えると、忘れないかも？しれま

せん。（こじつけでしょうか。。）

　総会も楽しみに、父の日も楽しみに、

準備を進めたいですね。

＜白土＞

［海外NPOレポートは、都合につき５月休載いたします。次号以降をお楽しみに］

　この度、a-conがtwitterを始めました。

　たくさんの方にフォローをしていただいております、ありがとうございます。

　これから、a-conの活動に関わる様々なことを、世の中に発信していきますの

で、アカウントをお持ちの方、ぜひフォローをお願いします。

　また、興味のある呟きはぜひリツイートしてみてください。

　　■ユーザー名　：　　a_conweb　／　NPOコミュニケーション支援機構

　　■ＵＲＬ　　　　　：　　http://twitter.com/a_conweb

「 twitter 」 始めました。
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