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アクセス！a-con

2010年10月号

参加者大募集！～今後のスケジュール

事務局だより

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

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。

a-conWEBサイト http://www.a-conweb.net/
a-conブログ http://www.a-conweb.net/index.php/category/members_page/

◆定例会：活動状況の報告や意見公開など･･･懇親会もやりますよ！

[日時] 11月20日（土） 15:00～17:00
[場所] デジタルハリウッド大学 秋葉原メインキャンパス

（JR「秋葉原駅」電気街口徒歩1分）

◆オリエンテーション：a-conってどんな団体なのか？を説明します。

[日時] 11月20日（土） 13:00～14:30
[場所] 上記定例会と同じ
※上記日程以外でも、ご要望あれば別途説明させていただきます。

◆a-conゼミナール：テーマを決めて勉強会。a-conメンバー以外の方も参加いただけます。

只今準備中。次の開講日はＷＥＢでお知らせします。

a-conメンバー大募集！

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･･･そんなあなたはぜひ、a-conを覗いてみてください。
a-conには色んな関わり方がありますよ！

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：山田、佐藤）

http://www.a-conweb.net/index.php/category/members_page/
http://www.a-conweb.net/index.php/category/members_page/
http://www.a-conweb.net/index.php/category/members_page/
http://www.a-conweb.net/index.php/category/members_page/
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エコロジーという言葉のない国が、一番エコロジー

Smile Park Information
■TOKYO DESIGNERS WEEK 作品展示
Smile Park design project 作品展示
『HEART』『GOMI（護美）袋』『KHIDIN』他
■TOKYO DESIGNERS WEEKアート作品展示
タイトル：風の可視化アート
TOKYO DESIGNERS WEEK container award

※ UKウェブマガジンDEZEENとTOKYO 
DESIGNERS WEEK アソシエーションの国際コ
ンペティションにて。世界中の18組のクリエイ
ター・アーティストに送られる賞です。
TOKYO DESIGNERS WEEK 
日時：10月29日（金）〜11月3日（水）
場所：明治神宮外苑
HP：http://www.tdwa.com
■sugiXの報告会
日時：11月13日（土）
場所：未定（詳細はホームページをご覧ください）

HP：http://smile-park.com

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

自然物をそのまま食し、そのまま捨
てるシンプルライフ。 そんな世界で
は、『食べる』と『捨てる』はまさに同じ
紐でくくられた、 一連の動作となって
いるのである。

パプアにはエコロジーなどという言
葉はない。 しかしながら、そんなエコ
ロジーという言葉のない国が、 一番
エコロジーな生活をしている。 『エコ
ロジー』、この言葉は、 先進国が生
んだ、偽善の言葉なのかもしれない。

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

パプアでは捨てるという行為の意味
が、日本の概念とは全く違う。それは
生態系の一部、循環という概念でくくら
れている。常食されるココナッツなんか
はいい例で、ヤシの木に登ってココ
ナッツを落とし、そのまま割って飲んで、
食べて、そのまま捨てていく。放置した
ところで、何者かが残りを食すか、その
まま土に戻るかするだけだからだ。

僕はいつも地元のマーケットで野
菜や魚を買う。このマーケットはすごく
安いし、海が近いからとても新鮮な魚
が捕れる。 何回も来ているから販売
している人達も僕を覚えてくれている。

彼らはバナナの葉で食料をくるみ、
細い葉でネギをまき、ココナッツをそ
のまま飲む。身の回りにあるもので考
え、あるもので作る。ここだけではなく、
他のパプア人もそう。生活の一部に
必ず自然物が取り込まれている。 
 

ここパプアで僕は、魚の骨とか主に
生ゴミを窓からぶん投げたり、そのま
まポイ捨てするようにしている。日本
でやったら大ひんしゅくをかって、 そ
れこそ女性にモテなくなりそうだから
やりたくはないが。ここではそれが普
通で、さらにはそれをやると野良猫さ
んや、野良犬君達とだいぶ仲良しに
なれる。
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特集１ グローバルフェスタJAPAN 2010

◆ＭＤＧってなんだろう？

◆a-con的 イベントブース 3つのポイント

◆ブースレポート

◆ワンポイント解説 グローバルフェスタ 出展のポイント

◆ＨＯＴ ＣＯＬＵＭ

◆ニシノ&ハマの初心者レポート

特集２ 全国ボランティアフェスティバルひろしまレポート

◆2011年、ボラフェスTOKYO開催にむけて

a-con NEWS HEADLINE

江戸っ娘秋田こまち化計画

編集後記

事務局だより

アクセス！a-con

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。
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グローバルフェスタとは、「10月6日は国際協力の日」を記念して20年

まえから開催されてる国内最大級の国際協力のイベント。

普段の生活ではなかなか知ることのできない開発途上国の現状と国際協

力の必要性を多くの人に身近に感じてもらうことを主に目的としている。

国際協力に関わる、政府、国際機関、NGO合わせて280団体以上が参加し、

ブース出展やワークショップ、その他イベントなどを通して、その活動の

認知・体験を行っている。

グローバルフェスタでは毎回テーマを設定しており、今年のテーマは

「MDGs、それは“私たちの約束”」。「2015年までに世界の貧困を半減

する」ことを目標とする「ミレニアム開発目標（MDGs）」の達成に向け、

グローバルフェスタを通して、一体となって「約束」への第一歩を踏み出

そう、という願いが込められている。

3

特集１

（グローバルフェスタ公式HPより）
4

グローバルフェスタは6つのエリアで構成されており、それぞれ出展ブース

はその属性ごとにエリア分けされています。

◆ブルーエリア：外務省、JICA、JANIC、企業CSR、国際機関など

◆ターフエリア：JOCA、大使館、ネットワーキング

◆オレンジエリア：人権、平和、保健医療、国際機関ほか

◆グリーンエリア：教育、緊急援助ほか

◆イエローエリア：農村開発、収入向上

◆レッドエリア：環境、ジェンダーほか

各エリアはテントの屋根の色によって分けることで、

同じエリアがひと目がわかりやすく、来場した人がその分野をもとに自分の興

味ある出展団体を探しやすいよう工夫されていました。

その分、同じ分野で活動している出展団体が隣合うため

活動内容の特徴を明確に表現するすることがより重要に

もなっていたようです。各国での活動内容や、どういう

人たちの援助をしているのか等、パンフレット配布や、

参加型企画に誘引するなど、創意工夫も見られました。

また各国料理が食べられる飲食ブースが別エリアに

用意されており、立ち寄りやすい導入スポットとして

活気があふれているのが印象的でした。

グローバルフェスタの会場の特徴は？
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5

ＭＤＧｓってなんだろう？

グローバルフェスタでの
ＭＤＧｓへの取り組みって？

MDGsは、ミレニアム開発目標（Millennium Development Goals）の略称です。

2000年9月、国連ミレニアムサミットに集まった147の国家元首を含む189

の加盟国は、全会一致で「ミレニアム宣言」を採択しました。宣言の中では、

21世紀を迎えるにあたり、「平和で繁栄した公正な世界を作り出すこと」

「貧困をなくすこと」などを目指し、国際社会が一致団結して取り組むこと

を表明しています。

この国連ミレニアム宣言と1990年代に開催された主要な国際会議やサミッ

トで採択された国際開発目標を統合し、ひとつの共通の枠組みとしてまとめ

たものが、MDGsです。

MDGsは、「世界の貧困を半減する」など8つの具体的な数値目標を2015年と

いう期限内に達成することを目指しています。

（グローバルフェスタ公式HPより）

ＷＥＢやパンフレット
での啓発活動。

ブースごとに、ＭＤＧｓを宣言を。

ＭＤＧｓエコキャップステーション

ＭＤＧｓをテーマにした
ストラックアウト

ＭＤＧｓキューブ

◆イベントのＩＭＡ評価

・インパクト：★★★

・メッセージ：★★☆

・アクション：★★★

「参加感を感じさせる展示がＧＯＯＤ」

ラッシュは、「パーム油を使わない石

鹸」をテーマに、参加型のブースを展開。

通常の石鹸に使われるパーム油を採取

するため、アフリカでは大規模なプラン

テーションがつくられ、熱帯雨林が犠牲

になっています。熱帯雨林とそこに住む

オラウータンなどの自然動物を守るため

の「第一歩」として、手形で緑の森をつ

くるアクション企画を展示。インクの付

いた手は、パームフリーの石鹸で洗って

ももらえ、ブースでパームフリーが体験

できる仕組みは、まさしく環境問題を考

える「はじめの一歩」になるといえるで

しょう。

体感、「PALM FREEはじめの一歩」

株式会社ラッシュジャパン

NPOにとってイベントブースをどう作ったらいいのかは、結構な悩みどころ。
今回のグローバルフェスタでも、会場内に立ち並ぶ数々のNPO・NGOブースに、

その苦労の跡が伺えました。そこで、今回は、取材の中で我々編集部員の目に止まった
Good!なブースをご紹介します。今回は、来場者とブース出展者とのコミュニケーション
フェーズ別に「３つのポイント」を設定。あくまで編集部員の主観によるものですが、
３段階の☆評価を付けました。今後のイベントブースづくりに、ぜひお役立てください。

イベントブース ３つのポイント

6

【コミュニケーションフェーズ別 3つのポイント】

■ Impact

■ Message

■ Action

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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ＷＥＢやパンフレット
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ＭＤＧｓエコキャップステーション

ＭＤＧｓをテーマにした
ストラックアウト

ＭＤＧｓキューブ

◆イベントのＩＭＡ評価

・インパクト：★★★

・メッセージ：★★☆

・アクション：★★★

「参加感を感じさせる展示がＧＯＯＤ」
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通常の石鹸に使われるパーム油を採取

するため、アフリカでは大規模なプラン

テーションがつくられ、熱帯雨林が犠牲

になっています。熱帯雨林とそこに住む

オラウータンなどの自然動物を守るため

の「第一歩」として、手形で緑の森をつ

くるアクション企画を展示。インクの付

いた手は、パームフリーの石鹸で洗って

ももらえ、ブースでパームフリーが体験

できる仕組みは、まさしく環境問題を考

える「はじめの一歩」になるといえるで

しょう。

体感、「PALM FREEはじめの一歩」

株式会社ラッシュジャパン
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イベントブース ３つのポイント

6

【コミュニケーションフェーズ別 3つのポイント】

■ Impact

■ Message

■ Action
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◆イベントのＩＭＡ評価

・インパクト：★★★

・メッセージ：★★☆

・アクション：★★☆

「古着の陳列は圧巻。」

◆イベントのＩＭＡ評価

・インパクト：★★☆

・メッセージ：★★☆

・アクション：★★☆

「クリーンで優しいイメージが

展示物やスタッフ から伝わっていた」

大地と人に、もっとドラマを

(財)オイスカ ＯＩＳＣＡ

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～

古着が支えるまなぶ機会
日本ファイバーリサイクル連帯協議会（NPO法人FSA）

http://www.jfsa.jpn.org/index.html

主にアジア・太平洋地域で農村開

発や環境保全活動を展開。植林など

の海外開発協力、人材育成に関する

多彩なプロジェクトが進行中。20年

続く「子供の森」計画では25カ国、

参加学校数4166を数えると高い評価

を受けてます。ブース内に大きく積

み上げた積み木が、この団体の主旨

をひと目で伝えていました。子供達

が楽しく遊んでいる姿が好印象。し

かも年次報告を兼ねた月刊誌は読み

やすく編集されており、賛助会員動

向などから転換期を迎え、新しい協

力者を求める訴えが伝わりました。

2011年に創立50周年
を迎える国際NGO。
OICAは、Organizaition[機構]、
Industrial[産業]、
Spritual[精神]、
Cultural[文化]、
Advancement[促進]の意味。

7

彼らは、日本国内とパキスタンで

古着のリサイクル（古着ショップ、

フリーマーケットでの販売）事業を

行い、パキスタンのカラチ市内のス

ラム地域にある「アルカイール・ア

カデミー」の自立運営を支援してい

ます。同会では、年間約60tの古着

をパキスタンに輸出し、現地で販売

した収益を学校の運営費にしていま

す。この事業収益によって、今では

2500名もの子供たちが学ぶ機会を

得ることができるようになりました。

※国内では、千葉市、柏市でショップを運営。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

フィリピンの子ども教育支援

ＬＯＯＢ

◆イベントのＩＭＡ評価

・インパクト：★★☆

・メッセージ：★★☆

・アクション：★★☆

「販売物の色、配置が魅力的」

寄付のあり方も考えています

世界の子供にワクチンを

◆イベントのＩＭＡ評価

・インパクト：★★☆

・メッセージ：★☆☆

・アクション：★★★

「メッセージを絞るとより効果的」

カラフルなプラスチックのジュース

パックで作られたバッグが並んでい

て目を引きました。世界を変えるデ

ザイン展にあったラグバッグという

プロダクトをイメージさせられまし

た。

フィリピンには、スモーキーマウン

テン（ゴミ投棄場）が数多くあり、

そこに住む人々の生活が危ぶまれて

います。このバッグは、大人にバッ

グ製作の仕事を与え、子供に教育の

場を提供します。現在、継続的に支

援できる子供の人数は100人ほどとい

うことです。

３つの活動を紹介していました。

ひとつめは寄付をするルールをつ

くるというもので、ソフトバンク・

ホークスの和田投手が投球数や勝利

数によってワクチンを寄付する活動

を例に挙げられていました。

ふたつめは、寄付した人の顔が見

えるように寄付した人のプリクラを

撮ってカードをつくっていました。

最後は毎年開催しているエッセイ

コンテストについてです。10月中に

読者投票があるとのことでした。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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◆イベントのＩＭＡ評価

・インパクト：★★★

・メッセージ：★★☆

・アクション：★★☆

珍しい衣装がブースを引き立てていた。

衣装体験への誘導も積極的。

30ヶ国以上ものブースが並ぶターフ
エリア。ここでは、各国に特化した
活動や大使館が紹介れされており、
さまざまな人種の人々が集まって国
際色あふれる賑やかなブースが連
なっていました。

なかでも特有の衣装に包まれたス
タッフや民芸品、音楽などを披露し
ているブースが各所に見られ、賑や
かなブースは人だかりができるほど
でした。普段は知らない各国の一面
を垣間見れるグローバルフェスタな
らではの貴重なエリアです。

活気ある各国の演出

ターフエリア

色とりどりの民族衣装に身をまとった

スタッフが明るく迎えてくれるこの

ブース。雲南省とは中国の南に位置し、

２５の尐数民族が暮らすエリアで、今

中国の発展が目覚しい一方、きわめて

過酷な生活を送っています。その子ど

もたちの学びの機会を提供する活動を

推進しています。「50の小学校プロ

ジェクト」という学校建設プロジェク

トを立ち上げ、実際に20以上の開校を

進めるなどその実行力の高さがうかが

える団体でした。

～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～

少数民族の子どもたちの現状

日本・雲南聯誼教会

9

各ブースがずらりと並ぶなか、どこからプ
~ンといい香り。素をたどると、青年海外
協力隊千葉OBブースの店頭でイケメン

さんが淹れたてのコスタリカコーヒー無
料試飲中だ。「これが結構、旨いっ」。

「このコーヒー販売収入は、生産者へ還
元されています」とか。そういえばコー
ヒー生産国は東アフリカ、中南米、地中
海。貧困農民支援で多くの協力団体が
現地支援しているはず。最近やたらと
「●●農園の●●コーヒー」と、農園名ま
で明記したものが出回っているのもその
影響か？ 輸入環境に変化があるんだ
ろうか？（全く無勉強でした）。そう思いつ
つ各ブースを廻ると5件ほど見つけた。

すぐにでも入会したくなったのは“おい
しいコーヒー一杯でアフリカ農民支援”を
唄う特活ハーベストタイム。机に販売用
コーヒー豆しか並べておらず、活動写真
はブース奥に展示されているなどいかに
も素人的（でも好ましい）。即座に無料試
飲。2年に一度しか収穫できない希少種

のルワンダ・ブルボンだ。あまりの美味し
さに即一袋購入。

「拠点は千葉県松戸市。東アフリカの
コーヒー豆を『フェアトレード』で輸入販売
しています。ネットのみですけど。コー
ヒー収益全額は農民支援に直接還元。
最近、松戸市と共同で自転車をエチオピ
ア、マラウィへ。ほかに学用品やサッカー
ボールなども贈与してます」

と、嬉しそうに語る代表の津田久美子さ
ん。誰でもすぐに参加できそうな支援協
力活動が魅力的だった。このほか、
NGOピースウィンズ・ジャパンでも、井戸

堀活動と併行してコーヒーの品質向上を

徹底指導。無農薬・有機栽培の「ピース
コーヒー」を生み出しフェアトレード商品と
して販売していた。このほか、お国自慢
的コーヒーとしてケニア共和国大使館の
アラビカ種で高品質なケニアコーヒー、
ウガンダ大使館の自然栽培されたブギ
シュ・エルゴン・コーヒーなどなど。しっか
り味わいました。今後はコーヒー農民の
方々に感謝しつつコーヒーを味わわなけ
れば！と思った次第です。日本人とコー
ヒーの関係は意外に深く、インスタント
コーヒーも缶コーヒーも日本人が発明し
たのですから！ と、改めて感じたりして。
ああ、今日は学んだなあ……。

ＨＯＴ ＣＯＬＵＭ
旨いコーヒーだからより近づきやすい!?

コーヒー1杯でできる農民支援に衝撃遭遇。

※フェアトレードとは公平貿易とも言われる。中
間マージンを排除し、途上国の生産者(組合)が
収益を多く引き取る仕組みをつくり、取引を継続
する仕組を育てることを目的としている。工芸品、
雑貨などから始まり、近年、コーヒー・紅茶農園
も多くなった。安定性、前払いなどの経済的基準、
社会的基準(児童労働の禁止、地域社会発展プ
ロジェクトなど)、環境的（農薬、薬品の使用規定、
遺伝子組み換え禁止など）の厳しい基準が、品
質向上、現地の生活向上にもつながっている。
写真のマークはフェアトレード認証ラベル。

10
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◆イベントのＩＭＡ評価

・インパクト：★★★

・メッセージ：★★☆

・アクション：★★☆
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ＨＯＴ ＣＯＬＵＭ
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遺伝子組み換え禁止など）の厳しい基準が、品
質向上、現地の生活向上にもつながっている。
写真のマークはフェアトレード認証ラベル。
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イベントへのブース出展戦略を考える
にあたって、重要なことは一にも二にも
来場者を知ることです。では、グローバ
ルフェスタの来場者はどのような人たち
なのでしょうか。

主催者である外務省は、グロフェスを
「一般国民への啓発」と位置付けていま
す。特に、これまで国際協力と接点のな
かった層に国際協力の面白さを知って
もらおう、というのがメインの目的のよう
です。このことは、グロフェスの旧称が
「国際協力フェスティバル」であることか
らも伺えます。現在の名称に変更した
のは、よりライトな層にも訴求できるよう
に、という狙いがあってのことでしょう。

実際にライト層はどの程度来場してい
るのでしょうか。2009年度の来場者ア

ンケート結果を見るとその傾向が分かり
ます（出口で来場者に声をかけてアン
ケートを取っているのである程度の偏り
はあるでしょうが）。グロフェスへの来場
回数を尋ねる設問には約7割の人が

「初めて」と答えています。一方で、来場
のきっかけを尋ねる設問には「友人・知
人の紹介」と答えている人が約半数、
「通りがかり」と答えたのは7%に過ぎま
せん。

このことから透けて見えてくる来場者
像は、「今まで国際協力には興味が
あったけれど、きっかけがなかった」と
いう人であり、グロフェスはそういった人
のきっかけ作りの場になっていることが
わかります。勿論このデータのみで一

概に言い切ることはできませんが、
NPO・NGOだけでなく多くの国際機関

や大使館が一堂に会するこのイベント
は「国際協力初心者」にとって、魅力的
であることは間違いありません。
また、グロフェスはNPO・NGOにとっ

ても“魅力的”であるといえます。興味は
あるけれどまだ具体的なアクションを起
こしていないという来場者が多いという
ことは、それだけ自団体のパートナーに
なりやすいということです。ただ、グロ
フェスは出展団体数が多いこともあり、
競争は熾烈です。来場者はより魅力的
なブースに向かい、自らの興味・関心と
照らして出展団体を選別・吟味します。

そういったブース間の競争をくぐりぬ
け、より多くの来場者＝潜在パートナー
と出会うためにも、しっかり出展戦略を
練り、戦略に従ったブース設計をしてい
くことが何よりも重要なのです。

ワンポイント解説

【グローバルフェスタ 出展のポイント】
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とにかくフェスタの規模の大きさに

びっくり！どこから回ったらよいの

やら…。入口から凄い人だかりで、

初心者スタッフは圧倒されました。

驚きながらも、

ひとまず全体を

まわることに。

一風変わったブ

ースでは思わず

足がとまり、なかなか進めません。

ここではミシンを使った自力発電を体験。

お昼はもちろん各国料理を食べたい！

でもお昼時の飲食エリアはさらに凄い

人だかり。なんとかカレーをゲット！

取材していたらまた

空腹が…。ジャンケ

ンに買ったら50円引

きの揚げバナナにひ

かれてトライ！が、あえなく敗退(涙)

11：00 取材スタート！

グローバルフェスタ初めてのニシノとハマが、取材の様子をレポートします！

11：30

12：30

14：30

補足：食べてばかりにみえますが、

ちゃんと取材もしましたよ！

メインステージで関口智宏さんのトー

クショーがあり、のぞきに行きました。

さすが、大勢の人が集まっていました。

14：30

15：30 取材終了

心配だったお天気も一転、
晴れ間が見えてきて大盛況！

初心者スタッフ ニシノ & ハマ の

13

日本最大級のボランティアイベント

第19回全国ボランティアフェスティバル
ひろしまレポート

ひろしま大会のプログラムは大きく分けて2つ。包括的なテーマを扱うテー

マトークと、22のテーマについて、セミナーやテーブルディスカッションを行

う分科会です。その中でも特に感銘をうけたのが、テーマトークに登壇した

「NPO法人菜の花プロジェクトネットワーク」の代表・藤井さんのパネルトー

ク。藤井さんは日本にボランティア活動がまだ根付いていなかった約30年前か

ら様々な活動を行っている方で、琵琶湖の水質汚染問題の啓発のために1987

年に行ったイベントではなんと26万人以上の方が参加されたそうです。

私たちの生まれる前から、草の根の活動を行っている方々が日本各地にたくさ

んいるんだ、という、よくよく考えてみれば当たり前の事実に驚くとともに

自分もがんばらなきゃ、と感化されました。

今年で19回目の開催となる、「全国ボランティアフェスティバル」

来年の東京開催の広報をお手伝いするため、9月25日・26日に行われたひろしま

大会にa-conスタッフ4名が参加してきました。

今回のひろしま大会のレポートとともに、来年のボラフェスTOKYOの広報プロ

ジェクトについてご紹介していきます。

全国から2000人以上、ボランティア活動に携わる人々が集う！

事例紹介・パネルディスカッションを通じたモチベーションアップ促進

ボラフェスは全国でボランティアや市民活

動に携わる人たちが集い、様々な社会問題に

ついての協議や課題解決に向けた研修・ディ

スカッションなどが行われます。

その数、なんと2,000人以上！

年齢層は50代～60代くらいの方々を中心に

学生の団体なども参加されていました。

日頃、それぞれの地域で活動している方、同士のコミュニケーションの促進、

各団体がぶつかっている問題などを解決するための研修やディスカッションを

目的とした大会だと言えるでしょう。
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来年の東京開催にむけた、広報プロジェクトの取り組み

a-conでは、ひろしま会場にて行う来年

の東京大会の広報のお手伝いをしました。

サポート内容は大きく分けて2つ。

1つは広報のコンセプト設計。東京開催

の1年も前、しかも遠く離れた広島会場で

広報を行うことの目標設定についてサ

ポートしました。もう1つが、設定された

目標を元に具体的施策の実施および関連

する各種広報ツールの作成です。

広報の目標を「来年は東京開催だとい

うことの認知向上」と「開催までの1年間、

継続的にコミュニケーションを取るため

のアドレスの取得」と設定し、「紙相撲

大会」と「ボラフェスなどかけ」の2つの

施策を行いました。

「紙相撲大会」は東京開催のフライ

ヤーを力士の形にして、皆さまにご参加

いただくという企画。グラフィックデザ

イナーの林田さんが手がけたフライヤー

のかわいらしさも相まって、350人を超え

る人たちにご参加いただきました！

「ボラフェスなぞかけ」はWebからボラ

ンティア・市民活動にまつわるなぞかけ

を募集するという企画。ひろしま会場で

告知を行い、大会終了後も継続して認知

喚起を促すために行った施策です。

こちらは現在もWebサイトやTwitterで

募集中なので、よろしければ公式Webサイ

トより是非ご参加ください！

第20回ボランティアフェスティバル

TOKYO

公式Webサイトhttp://volunteerfestival.jp/

ボラフェスTOKYOのフライヤー

「孫へのプレゼントにしたい！」と何枚もお持ち

帰りいただく人もちらほら!?

「紙相撲大会」予想以上にたくさんの方に

エントリーいただき、土俵からあふれんばかりに

なっている様子。

ひろしま大会では、大会プログラムの他、

「ピースキャンドル」などの様々なイベントが開

催されていました。

15

2011年、ボラフェスTOKYO開催にむけて
ひろしま大会での広報サポートに引き続き、a-conでは来年の11月・両国国技

館で開かれるボラフェスTOKYOにむけて、引き続き広報のサポートを行ってい

きます。来年のボラフェスは20回目のアニバーサリー。3,000人以上の方々にご

参加いただくことを目標に、１年以上の長期プロジェクトとしてお手伝いして

いく予定です。社会人・学生がボランティアとして参加しているa-conにとって、

このような大きなプロジェクトのお手伝いをすることは、まだ前例がありませ

ん。どのような形でサポートすることができるか？という点も、今後の課題と

なっていきます。

東京ならではのボラフェスにするために

ボランティアフェスティバルに関わらず、イベント企画の土台となるのが

「コンセプト設計」－ボラフェスの基本コンセプトである「全国で活動してい

る方々の課題解決をお手伝い、交流を促進することを通じた各団体のネット

ワークの拡大」を東京ならではの切り口でいかに強くしていくか？また、東京

だからこそできる新しいコンセプトをどのように立てていくか？このような視

点から、大会全体の方向性について整理・設計を行うことが、大会を成功させ

る大きな１歩となってくると考えています。

さまざまな情報があふれる東京で、いかにメッセージをつたえるか？

ボランティアフェスティバルTOKYOの

Webサイト：ぜひ遊びにきてください！

http://volunteerfestival.jp/

また、日々いろいろなイベントが開催されてい

る東京で、どのようにメッセージを発信するか？

という点も大きな課題となっていきます。

毎年、ご参加いただいている方々への発信はも

ちろん、プロボノといったキーワードを中心とし

て、ボランティア関する新しいムーブメントも、

東京を中心に起きています。コンセプト設計に基

づき、「だれに」、「どのようなメッセージを」

「どのように発信するか」といったコミュニケー

ション施策の重要性となります。

a-conのように、比較的若い人達が中心となっ

て活動している団体だからこその切り口を活かし、

伝統あるボランティアフェスティバルに新しい要

素を提案できるよう、サポートしていきます！
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９月号を発行してからの１ヶ月、広島で全国ボランティアフェスティバルひろ

しまがあり、日比谷公園でグローバルフェスタがあり、それを10月号の記事にし

ながら、a-conのウェブサイトの導線をきれいにしたり、定例会の準備をしたり、

円高が止まらないで80円をそろそろ切りそうだったり、フェイスブックが日本で

流行りだしたりで、このまま次の１ヶ月も乗り切りたいと思います。皆さまも体調

に気をつけて、新しい発見や出会いと共にお過ごしください。＜江藤＞

a-ｃｏｎ NEWS HEADLINE 

生物多様性―トラとオランウータンとわたしたち
～インドネシアの熱帯林から考える〜

インドネシアの熱帯林の事例を参考に、森とともに生命（いのち）を育むトラやオ
ランウータンとわたしたち生活とが、どのように関連しているのか、そして「生物
多様性」にどんな影響を与えているのか考えるセミナーです。
＜日時＞ 2010年10月22日（金）18:30～20:30
＜場所＞ 総評会館 会議室 201

東京都千代田区神田駿河台3-2-11
詳細・申込はこちらから
http://www.foejapan.org/forest/doc/evt_101022.html

国際生物多様性年特別企画SATOYAMA BASKET
〜すばらしき地球の仲間たちin 東京タワー〜

生物多様性について、より多くの人たちに興味を持ってもらい、かつ分かりや
すく知ってもらうため、粘土造形作家の宮川アジュ氏と協力し、絶滅動物や絶
滅危惧種動物の実物大オブジェの展示などをしています。
来年１月までの開催ですので、時間があるときに行ってみてはいかがでしょうか。
＜日時＞ 平成22年9月25日（土）～平成23年1月10日（月・祝）

※開催中10:00～20:00
＜場所＞ 東京タワーフットタウン1F特設会場、club333

特設ホームページはこちら http://chikyunonakama.com/

その他生物多様性関連のイベントはこちらにも載っています。
http://eco.goo.ne.jp/topics/biodiversity/events/index.htm

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

祝・ＣＯＰ１０開催！生物多様性特集☆

江戸っ娘秋田こまち化計画

今月は秋田発・全国的に注目され

ている『異色の地域おこし』について

レポートします。

秋田県の南・羽後町（うごまち）。

人口は１万7000人（３人に１人は65

歳以上）。

そんな地方の町で行われているの

は、『美尐女イラストによる地域おこ

し』。 美尐女イラストコンテストの開

催、有名作家・西又葵さんの描く美

尐女イラストパッケージのお米の販売、

秋葉原から羽後町へのツアーの開

催などが行われています。

先日『羽後町まるごと満喫ツアー』

にお邪魔してきました。オタクが秋葉

原から羽後町へ来て、農作業体験

をしながら秋田の豊かな自然や食べ

ものを満喫し地域の人と交流するこ

のツアー、驚きの連続でした。

まず、参加者の幸せそうな顔！「また

羽後町に来たい」「人生最高の旅

だった」とツアーに感動していました。

オタクの方々は話してみると純粋でい

い人ばかりで吃驚しました。

主催者JAうごの方の羽後町の良さ

を知ってもらいたいという熱い思いに

も驚きました。西又さんは羽後町の

ためにとイラストを無料提供されてい

るとのこと。商品の売れ行きは好調

でちゃんと地域に貢献されていて素

晴らしいと思いました。

いろんな人の思いがプラスになって

参加者も地域も幸せになるこの羽後

町の取り組み、今後もご注目ください。

あづあづ プロフィール
東京浅草出身。損保ジャパンＣＳＯラーニング
生（東京在学時）、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
秋田へ。主に八郎湖流域の子供たちの環境教
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！

イベント紹介：
「秋田の酒」×「食」のイベント
日程： 2010年10月21日（木）
時間： 19:00-21:00
備考： 18:30受付開始
料金： 6,500円
備考： 参加費には日本酒（やまとしずく）＋秋田
の食が含まれます。
定員：70名（完全予約制 ※定員に達し次第締
め切らせていただきます）
会場： 1F コミュニティスペース

主催：秋田清酒株式会社
共催：ゼロダテ アートセンター 東京
企画：casane・tsumugu
料理提供：紅玉
協力：3331 Arts Chiyoda FoodLab
special thanks：WE LOVE AKITA
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アクセス！a-con

2010年10月号

参加者大募集！～今後のスケジュール

事務局だより

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

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。

a-conWEBサイト http://www.a-conweb.net/
a-conブログ http://www.a-conweb.net/index.php/category/members_page/

◆定例会：活動状況の報告や意見公開など･･･懇親会もやりますよ！

[日時] 11月20日（土） 15:00～17:00
[場所] デジタルハリウッド大学 秋葉原メインキャンパス

（JR「秋葉原駅」電気街口徒歩1分）

◆オリエンテーション：a-conってどんな団体なのか？を説明します。

[日時] 11月20日（土） 13:00～14:30
[場所] 上記定例会と同じ
※上記日程以外でも、ご要望あれば別途説明させていただきます。

◆a-conゼミナール：テーマを決めて勉強会。a-conメンバー以外の方も参加いただけます。

只今準備中。次の開講日はＷＥＢでお知らせします。

a-conメンバー大募集！

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･･･そんなあなたはぜひ、a-conを覗いてみてください。
a-conには色んな関わり方がありますよ！

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：山田、佐藤）

http://www.a-conweb.net/index.php/category/members_page/
http://www.a-conweb.net/index.php/category/members_page/
http://www.a-conweb.net/index.php/category/members_page/
http://www.a-conweb.net/index.php/category/members_page/



