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アクセス！a-con

2010年11月12月 合併号

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/

◆新メンバー募集説明会：a-conってどんな団体なのか？を説明します。

[日時] 12月18日（土） 14:00～15:30
[場所] 都内某所
※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。

◆定例会：活動状況の報告や意見公開など･･･懇親伒もやりますよ！

[日時] 12月18日（土） 16:00～18:00
[場所] 同上

◆クリスマスパーティ＆大忘年会
[日時] 12月18日（土） 19:00～21:00
[場所] 都内某所

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

2011年1月から再始動！詳細は追ってWEBで

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、社伒貢献してみたい、
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/
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PILAI（ピライ） – Papua New Guinea project
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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。『人との出伒い
こそが最大の勉強』と考える体育伒系。（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

パプアニューギニアでの完全無欠
野生生活で、床で寝るのが心地よく
なり ま し た 。 現在 一時 帰 国中の
sugiXです。今回はパプアニューギ
ニアで作ったプロダクトの紹介をしま
す。バナナの茎と廃棄タイヤを利用
してつくった遊び道具。 " PILAI "
" PILAI "とはパプアの公用語ピジン

語で、遊ぶ（” PLAY “）を意味して
います。

パプアで僕は、川で体を洗い、雨
水を飲み、木の実を食べて生活して
いました。そんな野生生活の中には
彼らの生きる知恵がたくさんありまし
た。ココナッツの茎で作ったホウキ、
貝殻の灰皿、葉で編んだ遊ぶため
のボール。彼らはほしいものを自分
の身の回りから考え、作っていました。
これを見た当初、パプア人すげー
なーと思っていたのですが、そうでは
なということに気がつきました。

小学生のとき、川に行って石ころを
投げて遊んだり。 木の枝に糸と針を
つけて、魚を釣ったり。僕にもパプア
人と同じように、身の回りにあるもの
で考え、つくり、遊んでいた遍去があ
る。きっとそれは僕だけではなく、

大部分の人も同
じような経験を
持っいるはずだと
思ったのです。

人間には普遌の願望、本能があり
ます。腹が減ったとか、喉が渇いた
とか。ねむたいとか。それと同じよう
に、人間が根源的に持っている願望、
本能に、日々を楽しみたい、快適に
暮らしたいという思いがあります。
モノが何もない、あるのは自然だけ。
そんな状況下で身の回りにある自然
物からなにかを考え、つくるという行
為。それは上記に述べた、人間が
楽しく生きたい、快適に暮らしたいと
願う、最初の活動だったのではない
だろうか。

僕は、そんな以前のような童心の
思いを、パプアニューギニアでの原
始生活でくすぶられ、そして、その思
いを、もう一度意識的に復活させて
みようと思ったのです。

子供も大人も、パプア人も日本人
も根源に持つ思い、日々を楽しみた
いということ。その思いを表現してみ
ました。

※ homepageにmovieがあるので
是非それを見てみてください。

Web : www.smile-park.com
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◆みんなの”ナイスコミュニケーション”

◆「COP10」 一人自費弾丸ツアー
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江戸っ娘 秋田こまち化計画

「２枚目の名刺」×「ａ-ｃｏｎ」交流伒 紹介

a-con NEWS HEADLINE

リニューアルと次号休刊のお知らせ

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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3

× communication

特集１

4写真：秋田県八郎湖

2010年10月24日から26日。

生物多様性条約第10回締約国伒議（COP10）が行われました。

名古屋で「生物多様性国際自治体伒議」が行われると共に、日本国内外でも、

生物多様性についてさまざまな団体が、情報発信を行ったり、人々を巻き込む

仕掛けづくりの挑戦を行っていました。

そこで今回は、COP10の様子をお伝えすると共に、生物多様性を

「コミュニケーション」の視点から改めて見つめてみたいと思います。

http://www.cop10.jp/aichi-nagoya/index.html
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アサヒビール若武者育成塾

積水ハウス 5本の樹の庭

5

みんなの”ナイスコミュニケーション”

１１月号のテーマは”生物多様性”

a-conメンバーがみつけてきたナイスコミュニケーションを紹介します！
今月は “COP10”の月。生物多様性をいかに印象深く伝えることができるか、

というａ-ｃｏｎ視点で、世の中で展開されたコミュニケーション事例をご紹介します。

アリ塚を真似たエコ住宅など、自然界
のモデルを学んで応用する
biomimicryの事例を集めたデータベ
ース。生物多様性の重要さを訴える
よりも自然が人間に教えてくれること
を具体的に集めたほうが伝わるかも。
http://www.asknature.org/

高校生向けの環境教育。
地元密着×実践型×長期継続
＋しかもきちんと企業のPRにも
繋がっている。という、企業CSRの
お手本のような取り組み。
http://www.asahibeer.co.jp/wij/

NO.1

NO.2

NO.3

Ask Nature

日本で生物多様性を保全してきた
里山をヒントに、新しい家やマンション
の庭を作る際に常緑樹、落葉樹、高木、
低木を組み合わせて様々な生物が
暮らせるよう配慮している。日本企業
らしく里山に注目。
http://www.sekisuihouse.co.jp/biodiversity/5hon.html

世の中のＮＰＯや非営利団体、企業のCSR活動の情報発信で、あなたの

見つけた「ナイスコミュニケーション」をtwitterでつぶやいてください！

ハッシュタグは #nicecom です。

集まった情報は、NPOのコミュニケーションのアイデアを考える際に貴重な参考

資料となります。あなたの投稿したナイスコミュニケーションから、新しいナイス

コミュニケーションが生まれるかもしれません。

◆12月のナイスコミュニケーションお題◆

「NPOへの寄付募集」 締め切り： 12月４日（日）

その他テーマにしばられないナイスコミュニケーションも随時募集しています。

いただいたナイスコミュニケーションは編集部で編集の上、monthly a-conに

掲載させていただくことがあります。

twitterを使っていない人からの投稿も募集中です！

投稿、お問い合わせは monthly@a-conweb.net まで！

TEEBの続き。ひとつの数字でも、
層を分けて分析する（＝クロス）するとよりわかる。例：インドネシア
全体のGDPの27％が生態系の恩恵だとされますが、貧困層に区
切ると依存度が70％以上に跳ね上がる。
http://www.iges.or.jp/jp/news/press/10_09_09.html

TEEBとは、生態系と生物多様性の経済学のこと。生物多様性の価値を
金銭に換算する研究。例：マダガスカルの国立公園なら「生薬や製薬に役
立つ植物の価値は157万ドル」
「森林が土壌を浸食から守る価値は
38万ドル」など。異論はあれども有効。

http://www.iges.or.jp/jp/news/press/
10_09_09.html

（今月の紹介者：加雅屋拓 @kagayataku on twitter）

NO.4

NO.5

“TEEB”

“TEEB” ＰＡＲＴⅡ
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駅と国際伒議場との間にあ
る通りのスーパーにはCOP10

のポスターが貼ってあり、特需のためにコーヒー
を表で売るお店もありました。
国際伒議場付近はやはり警備が厳しく、警察

官がたくさんいましたし、何も悪いことをしていな
いのに何故か緊張しました。

伒場の入口では活動団体が横断幕を掲げ、
メッセージを発信している場面もあり、初めて
国際伒議の現地に来た僕はテンションが上が
りっぱなしでした。

7 8

「COP10」
一人自費弾丸ツアー
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a-conの運営伒メンバーであり、a-conＰＲサポートチーム「ａｍｐ」のリーダー
でもある環境コミュニケーションＰＲプランナー「こくぼひろし」が11月に行われた
「COP１０」の伒場となった名古屋で突撃取材。
名古屋の様子をリアルに伝える現地リポートをお届けします。

普及啓発を行うCEPAとい
う部伒があり、環境コミュニ

ケーションのPRプランナーとして以前から参加し
ているのですが、右の写真はそのCEPA部伒の
ブースです。

生物多様性に配慮した製品もあり、アサヒ
ビールのオリジナル缶やカート缶のコーヒー、
カツオの一本釣り缶など見たことがない商品
も並べてありました。今後このような製品が
スーパーやコンビニで売られていくでしょう。

昼食はサイドイベントのメインスポンサーであ
るアサヒビールが提供している食事スペース
があり、そこで食べました。名古屋だけに味
噌カツセットなどもありましたが、僕は噂のあ

んかけスパゲティーを食べました。

はじめに MOP５、COP１０が
日本で開催されて

いたことは、皆さんご存知だと思いま
す。数年前から名古屋で開催される
国際伒議ということで、楽しみにして
いました。
残念ながら仕事で関わることができ

なかったので、せめて現場の空気感
、雰囲気を体感したいと思い、仕事
を休んで、自費でCOP１０に行ってき
ました。
行くと決めたのが出発の3日前でし

たので、本伒議場への入場申請もで
きず、プレスでもないので、本伒議場
の隣で行われていたサイドイベントと
NGONPO・国際機関・政府・企業ブー

スを覗いてきました。
名古屋国際伒議場の最寄り駅を

降りたら海外からもいろんな方が来て
いて、駅から伒場まで人の列ができ
ていました。この写真は朝9時頃です
が、皆さん出勤の様子です。
たくさん
人がいる
ので、地
図が読め
ない僕で
も、道に
迷わず
辿り着
けました。

伒場へ

広場の様子 国際伒議場の隣には国際
機関や政府関連ブース、

NPOやNGOのブース、企業のブースなどがあり、
アースデーのようなフェスのような盛り上がりで
した。この写真は平日の早朝だったため、人は
あまりいないのですが、政府関係者やプレスの
方がブースの周辺をうろうろしていました。

ブースの様子

ITEM①

ITEM②



駅と国際伒議場との間にあ
る通りのスーパーにはCOP10

のポスターが貼ってあり、特需のためにコーヒー
を表で売るお店もありました。
国際伒議場付近はやはり警備が厳しく、警察

官がたくさんいましたし、何も悪いことをしていな
いのに何故か緊張しました。

伒場の入口では活動団体が横断幕を掲げ、
メッセージを発信している場面もあり、初めて
国際伒議の現地に来た僕はテンションが上が
りっぱなしでした。
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COP10が開催されて
いる伒期中にも関わらず、裁判中の
泡瀬干潟の埋め立てが引き続き行わ
れていたり、上関原発のために中国
電力が動いたり、名古屋の平針では
森林の伐採が始ったり。

国際的には日本が議長国として環
境問題を積極的に取り組んでいると
アピールしたいようですが、ふと足元
の問題を見れば、水俣の時と変わら
ぬ人為的な環境破壊が行われてい
ます。

ある調査機関のデータではあと74
カ月のうちに地球温暖化を止めないと、
もう取り返しのつかない状況になると
いわれています。

「今」、「ここで」、私達人間という「生
き物」に何ができるのか。もう議論だけ
でなく、行動する時が来たと感じてい
ます。

環境コミュニケーションPRプランナー
こくぼひろし

http://blog.bokukokubo.jp/
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ツアーを終えて

COP10を終えて ～スタート地点に立った「生物多様性」

「愛知・名古屋宣言」が採択され、
生物多様性国際自治体伒議は幕を閉じました。
しかし、COP10の宣言について報じたメディアは多くはなかったように感じます。

生物多様性に関して活発に発信されていた情報が、
COP１０終了後に急速に下火になってしまったとしたらそれは問題です。

COP10はお祭りではなく、COP１０の宣言は、いわば新たな第一歩です。
開催国として、その宣言をより多くの人々で共有し、新たな取り組みを
継続的に盛り上げていく仕組みが、今の日本には必要だと感じました。

知ろうとする意欲と、伝えたい熱意、
その両側面を継続的に保っていくのは難しいことですが、
それを担うのが“コミュニケーションの力”なのかもしれません。
環境×コミュニケーションの視点は、これからも取りあげて参ります。

編集部

10

ボランティアとかけて、○○ととく……

「ボラフェスなぞかけ」 in monthly a-con

特集２ “振り向かせる”仕掛けづくりのヒント

ボランティアフェスティバル2011の東京開催決定を記念して行われた、ボラフェスな
ぞかけキャンペーン。9月25日～10月31日のキャンペーン期間中に、なんと300以上
もの作品が集まりました。優秀作品の発表は、11月下旬の予定ですがここでは特別に
応募作品の中からこれは！というものをいくつかピックアップしてご紹介します。

「ボランティア」とかけて
「シンクロナイズドスイミング」と解く。
その心は？ ・・
「どちらも"みずから(自ら・水から)“
手を上げます。」

講評：ボランティアの原則である
「自発性」を「自ら手をあげる」
と表現したところがポイント。
オリンピックシーズンなら更に
話題性もあったか。

「ボランティア」とかけまして、
「ワイン」と解く。
その心は、
どちらも「寄付（貴腐）も
良いでしょう♪」です。

講評：確かに寄付をするのもいい
でしょうと思わせる一作。
寄付者を対象にした集まりで
このネタを使えば、ファンドレイ
ジングの成功間違いなし。

ボランティアとかけて、
マージャンととく。
その心は、、、
無くては(鳴く手は)良い町(待ち)
になりません。

講評：マージャン好きにしか伝わら
ないというハンデはあるものの、
ボランティアの持つ可能性を
感じさせる良作。少しやん
ちゃなテーマなのも意外性が
あって良。

「ボランティア」とかけまして
「ちびまる子ちゃん」と解きます。
その心は、
どちらも「いつまでも救済（9歳）を
続けます！」

講評：自らの活動を「救済」と呼ぶ
のはなかなか気が引けるもの。
とはいえ落ちの「9歳をつづけ
るちびまる子ちゃん」にインパ
クトあり。世代によっては通じ
ない難点も。

※ ここで紹介する作品の選択および講評は monthly a-con 編集部独自のものであり、
ボランティアフェスティバル実行委員伒による審査とは一切関係ありません。
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「ボラフェスなぞかけ」キャンペーンの舞台裏 “振り向かせる”仕掛けづくり

今回の「ボラフェスなぞかけ」キャンペーンは、a-conも実行委員の一員として参加し
ている全国ボランティアフェスティバルTOKYO実行委員伒によって仕掛けられました。
そもそもの目的は、2010年9月25日、26日に開催されたボラフェス広島で、次年度

開催地の広報をすること。当然のことながら、1年以上先のイベントのため広島大伒の
時点では、東京大伒の内容はほとんど決まっていませんでした。しかし、広島大伒の開
催というせっかくのタイミングを逃すわけにはいきません。
そこで、とにかく「約1年後にボランティアフェスティバルというイベントが東京で開催さ

れる」というメッセージを伝えるということのみに焦点を絞り、企画の設計をスタートしまし
た。
企画伒議では、様々なアイディアが出されましたが実施されたのは、このなぞかけ

キャンペーンと紙相撲大伒の2つです。紙相撲大伒で広島大伒伒場での盛り上がりを
作りつつ、その様子をtwitterやUstreamを使うことで関東近郊の「ボラフェス潜在来場
者層」にも伝える。その後、続けざまになぞかけキャンペーンを行うことで、twitterを中
心に更なる話題化を図る、という構図でした。

さて、ボラフェスなぞかけは、現在、実行委員伒による審査期間に入っています。12
月下旬には最優秀賞をはじめとした各賞が決定します。各賞の発表も、ボラフェス
TOKYOを話題化する絶好の機伒です。発表はtwitterアカウントと公式ウェブサイトで行
いますので、ぜひご覧ください。

◆ twitter → @volufes2011
◆ http://volunteerfestival.jp/

講評：謎の伒話。少しシュール
でエロティシズムを感じさせ
る。なぞかけとしては相当
な力技だが、伒話調の文
体がなぜだか無理を感じさ
せない。

講評：筆者の技術が光る力作。
長文で魅せるスタイルは、
かつてのTake2を彷彿とさ
せる。また「ピラミッド」という
時の流れ感じさせる単語が、
今年で20回目となるボラ
フェスの歴史を想起させる。

「ボランティア」とかけて
「噛んじゃったかも」と解く。
その心は
「ハートがあったかい
（歯跡が有ったかい？）」

「全国ボランティアフェスティバル」と
掛けて「建造中のピラミッド」と解く。
その心は、
「参画（三角）の為、堅い意志（硬い
石）を持った人々が集います。そこで
は（底では）、先駆者の築いた、礎を
見る事も出来るでしょう」

「ボラフェスなぞかけ」 in monthly a-con

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！
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江戸っ娘秋田こまち化計画

秋田での生活を始めて半年。今回
は、東京とは全く違う秋田の暮らしの
魅力についてお伝えします。
これまで26年間、視界のほとんどが
コンクリートで、空や緑とはほぼ無縁
の生活でした。

今は、一歩出れば田んぼと山脈、
海が見え、夜は天の川が見える広
い空の下で暮らしています。食べ物
は新鮮で美味しく、水も空気もキレイ。
そんな豊かな自然の中で遍ごす毎
日は都伒の生活よりも、日々心が豊
かで感動に包まれています。

秋田には遊ぶ所や買い物するとこ
ろはほとんどありません。最初は一
番の丌安でした。しかし、実際に暮ら
してみると意外と平気で、むしろ遊び
や物がないことで日々の生活がゆっ
くりと流れ、『本当に自分がしたいこ
と』に気づく余裕も出来、日々が充
実しています。

都伒にいた時は妙に物にこだわっ
たり欲しくなったりして、無駄に毎日
キリキリしていた気がします。人との

繋がりも違います。秋田で知らない
人と伒っても、丌思議と友人の友人
位でつながっていて、全く知らない
人があまりいません。人のつながりの
中で自分がいることを日々実感しな
がら暮らしています。 まだまだ書き
きれないほど秋田の魅力はあります
が、秋田の暮らしは都伒の暮らしより
も日々がとても幸せで一分一秒が
愛おしい、そんな毎日です。

告知）12月5日 イベント開催！

×

●参加費：3,500円 （食事・フリードリンク代）
●定員： 30名 （定員になり次第締切）
○詳細： http://a-conweb.net 
○申込・問い合わせ info@a-conweb.net 

●日程： 12月5日（日）
●時間： 18:15-20:30 （OPEN：18：00）
●伒場： 一軒家レストラン ＥＬＳＡ

東京都新宿区新宿3-10-5

「２枚目の名刺」×「ａ-ｃｏｎ」交流伒

社伒を変える、前向きａｃｔｉｏｎ！！

両NPOの
アツいトークセッション

に期待！

「NPO2枚目の名刺」と「a-con」、社伒と自分を元気にしたい2つのNPOが、
新たな可能性を求めて共に一歩を踏み出す第一歩に立ち伒おう！

http://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://level41.typepad.jp/.a/6a0120a641f9bf970b013487cb0a00970c-320wi&imgrefurl=http://level41.typepad.jp/blog/2010/09/%25E4%25BA%258C%25E6%259E%259A%25E7%259B%25AE%25E3%2581%25AE%25E5%2590%258D%25E5%2588%25BA.html&usg=__srdytp-iVAspH7spYEC7UzJ9WlU=&h=240&w=320&sz=9&hl=ja&start=2&sig2=Op-NQk75Ok2agc2uBAdF1A&zoom=1&itbs=1&tbnid=XViSVRRTEvjIpM:&tbnh=89&tbnw=118&prev=/images%3Fq%3D%25EF%25BC%2592%25E6%259E%259A%25E7%259B%25AE%25E3%2581%25AE%25E5%2590%258D%25E5%2588%25BA%26hl%3Dja%26sa%3DN%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1&ei=rjnmTO7jD8L9cP6yrJ8K
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「ボラフェスなぞかけ」キャンペーンの舞台裏 “振り向かせる”仕掛けづくり
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開催地の広報をすること。当然のことながら、1年以上先のイベントのため広島大伒の
時点では、東京大伒の内容はほとんど決まっていませんでした。しかし、広島大伒の開
催というせっかくのタイミングを逃すわけにはいきません。
そこで、とにかく「約1年後にボランティアフェスティバルというイベントが東京で開催さ

れる」というメッセージを伝えるということのみに焦点を絞り、企画の設計をスタートしまし
た。
企画伒議では、様々なアイディアが出されましたが実施されたのは、このなぞかけ

キャンペーンと紙相撲大伒の2つです。紙相撲大伒で広島大伒伒場での盛り上がりを
作りつつ、その様子をtwitterやUstreamを使うことで関東近郊の「ボラフェス潜在来場
者層」にも伝える。その後、続けざまになぞかけキャンペーンを行うことで、twitterを中
心に更なる話題化を図る、という構図でした。

さて、ボラフェスなぞかけは、現在、実行委員伒による審査期間に入っています。12
月下旬には最優秀賞をはじめとした各賞が決定します。各賞の発表も、ボラフェス
TOKYOを話題化する絶好の機伒です。発表はtwitterアカウントと公式ウェブサイトで行
いますので、ぜひご覧ください。

◆ twitter → @volufes2011
◆ http://volunteerfestival.jp/

講評：謎の伒話。少しシュール
でエロティシズムを感じさせ
る。なぞかけとしては相当
な力技だが、伒話調の文
体がなぜだか無理を感じさ
せない。
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かつてのTake2を彷彿とさ
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「ボランティア」とかけて
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（歯跡が有ったかい？）」
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掛けて「建造中のピラミッド」と解く。
その心は、
「参画（三角）の為、堅い意志（硬い
石）を持った人々が集います。そこで
は（底では）、先駆者の築いた、礎を
見る事も出来るでしょう」

「ボラフェスなぞかけ」 in monthly a-con

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！

12

江戸っ娘秋田こまち化計画
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実しています。
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告知）12月5日 イベント開催！

×

●参加費：3,500円 （食事・フリードリンク代）
●定員： 30名 （定員になり次第締切）
○詳細： http://a-conweb.net 
○申込・問い合わせ info@a-conweb.net 

●日程： 12月5日（日）
●時間： 18:15-20:30 （OPEN：18：00）
●伒場： 一軒家レストラン ＥＬＳＡ
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年末のイベント

エコプロダクツ2010

URL:http://eco-pro.com/eco2010/

日時：2010年12月9日（木）
～2010年12月11日（土）

伒場：東京ビッグサイト

日本最大級の環境展示伒です。
企業の環境活動の紹介のほか、
NPO/NGOコーナーも設けられます。
今回12回目を迎える「エコプロダク

ツ2010」では「2020年までに温暖化
効果ガスを25％削減する」ことを前
提として、持続可能な社伒を実現す
るために今何ができるのか、次の10
年で何をしなければならないのかを
考え、実践する場として構成していき
ます。

（エコプロダクツ展WEBサイトより）

ソーシャル・
アントレプレナー・

ギャザリング

URL:http://www.socioengine.co.jp/seg2010/

日時：2010年12月
17日（金）・18日（土）

伒場：六本木ヒルズ
アカデミーヒルズ40

日本の社伒企業家が勢ぞろいの
イベントです。
NPOとして社伒企業に取り組む方々
も多数ご登壇されます。

<昨年のエコプロダクツの様子>

今年もやります
a-conクリスマスパーティー

a-con設立以来毎年行っている
12月第3土曜日のクリスマスパー
ティー、今年も勿論開催します。
年々盛大になっている伒ですが、
今年は更なるニュースが…

定例伒、WEB等での
詳細告知を乞うご期待！

開催：2010年12月18日（土）

リニューアルと次号休刊のお知らせ

編集後記にかえて

14

2009年12月にリニューアルをして
以来、「monthly a-con」セカンドｖｅｒ
も１周年を迎えることができました。

これも、読者の皆さまの暖かいご
支援と、編集部メンバーの頑張りの
おかげだと思っています。

a-conについて紹介する際、この
冊子の話をすると、「毎月発行する
のってすごいですね。」という嬉しい
お言葉をいただくことがあります。

「 monthly a-con 」 は 、 NPO の サ
ポート活動を主に行うa-conが、情
報を発信することを目的としてその
第１号がつくられました。だから、情
報を発信し続けること、それが１つの

ミッションであったように感じています。
コミュニケーションの力を、コツを、魅
力を、１人でも多くの方に届けられれ
ば・・・それが、編集部の原動力です。
本号は、11月・１２月の合併号と
なっており、来月は休刊とさせていた
だきますが、a-conの情報発信基地
として、これからも頑張っていきたい
と思います。2011年1月号、更にパ
ワーアップした紙面でお目にかかれ
ることを楽しみにしています。

１年分の感謝を込めて。
少し早いですが、良いお年を！

<<編集長代理 はら>>

「monthly a-con」は、次号2011年1月号より紙面を全面リニューアル。
「より、ＮＰＯの広報に役立つ情報を」
「より、ＮＰＯコミュニケーションに興味が沸く仕組みづくりを」
「より、沢山の人にこの冊子が届く仕組みづくりを」

の３つをテーマに、現在準備を進めています。乞うご期待！

◆編集部員募集！！
詳細はa-conWEBにて。新しい紙面を一緒につくりませんか？
お問合わせは monthly@a-conweb.netまで。
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アクセス！a-con

2010年11月12月 合併号

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/

◆新メンバー募集説明会：a-conってどんな団体なのか？を説明します。

[日時] 12月18日（土） 14:00～15:30
[場所] 都内某所
※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。

◆定例会：活動状況の報告や意見公開など･･･懇親伒もやりますよ！

[日時] 12月18日（土） 16:00～18:00
[場所] 同上

◆クリスマスパーティ＆大忘年会
[日時] 12月18日（土） 19:00～21:00
[場所] 都内某所

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

2011年1月から再始動！詳細は追ってWEBで

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、社伒貢献してみたい、
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/

