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「今何してる？」を自然にキャッチ。
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宇宙飛行士に憧れたことがある人なら、必ず欲し
いと思うブランドが 3 つある。1 つは『OMEGA』
の時計。もう 1 つは『ZERO　HALLIBURTON』の
アタッシュケース。最後の1つがPCの『ThinkPad』。
いずれも 1969 年に人類が初めて月面に到着したア
ポロ計画で使用されたアイテムだ。

これを愛用しているのは、a-con の IT 技術を一
手に引き受けている江藤さん。主に自分や他社の考
えを纏めるために使っているそう。 「例えば話して
いる人が途中から混乱してきても、正確に趣旨を把
握することが出来ますからね」実際、江藤さんの参
加する会議は、打ち合わせ後、すぐにわかりやすい
議事録が作られ、情報共有がスマートに進む。最近

ではメンバーといつでも接点が持てるように一工夫
しているという。どう使っているのだろうか。
「Twitter のクライアントを立ち上げておいて、

メンバーが今何をしているのか、わかるようにして
います。これでもっと依頼を受けられるようになる
といいんですけどね」

伝えるコツ・伝わるヒントがここにある
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メディアに取りあげられる
プレスリリースの作り方

特集

発行：a-con / (特活)NPOコミュニケーション支援機構

LENOVO/　ThinkPad X300
アポロ計画に採用されるほど堅牢性が高く、故障知ら
ず。シリーズ初の薄型モデルとして評価が高い X300
は、世界中で愛されている。価格はオープン。



　2号目のカバーガールはTABLE FOR TWO（以下
TFT）の安東迪子さん。TFTは社食や飲食店での食
事、またショップで食品を購入すると、自動的に開
発途上国に給食を寄付できるユニークな活動で注目
されているNPO。その中で安東さんはこだわったコ
ミュニケーションを信条として活躍している。今回
はそのこだわりに迫ってみた。 

「一番大事なメッセージは、
『ありがとう』です」

「物事を分かりやすく伝えるにはストーリー
仕立てになっていないと、作り手側も読み手
側も伝わらないですよね」と安東さん。

TFTが発行する情報誌では、他のNPOの
ものとは少し違った誌面展開を心がけてい
る。通常は大きく扱われるような活動は小さ
く扱い、実際に現場となっている食堂の導入
事例やそこで働くスタッフに大きく誌面が割
いている。「食堂のスタッフは孤軍奮闘してい
て情報が入ってきません。そこで、他社での
事例などを共有することで支援者をサポート
していきたいのです」。そのために読みやすく、
ストーリーに沿った展開にしているという。
「楽しさ一辺倒ではいけませんが、寄付先

の大変さをアピールするより、あなたの行動
でアフリカの子ども達の未来が開けた！とい
うのを見せたいんです。だからこそ誌面を作
る時には、スタッフ全員で集まり、わいわい
と話し合いながら物語に仕上げていきます」。
ある企業では、この情報誌に共感して、一部
事業所でしか行っていなかったTFT活動を全
社に拡大した。
「一番大事なメッセージは、『ありがとう』

です。これを雑誌だけでなく全ての媒体で、
いかに伝えるかを考えています」。そう語る安
東さんは、一流作家にも負けないストーリー
テラーのようだ。

あんどう・みちこ。食品流通会社に勤務後、
当時任意団体だった TABLE FOR TWO に知り
合いのつてから参加。立ち上げ期より事務局
として様々なイベントに携わる。現在では
100 社以上の企業が参加するなど広がりをみ
せる TFT の要として精力的に活動中。

写真撮影：玉川萌木

TABLE FOR TWO
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特集：メディアに取りあげられるプレスリリースの作り方
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　　　無料でＰＲできる？！　メディアを活用するしかない！
　　　プレスリリースの作り方
　　　プレスリリース作成時のPoint★
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　　　江戸っ娘あづあづの秋田奮闘記
　　　column sugiX　　
　　　にっしーのNPO探訪『歩く。見る。食べる』
イイネ！コミュニケーション事例
a-conʼs Book Review
a-con information
Pickup Photo

ラフ＝rough、直訳すると「荒
い」。印刷物の作業では、主に制作
過程でおこす「素案（そあん）」の
ことを指す。

位置づけとしては、掲載概要決
定後、ページものならページ構成
が決まった後に作成するものだ。
これによりその後原稿やデザイン
を進める上で、方向性を定める役
割を果たす。

そのため、ラフを作るにあたっ
ては、下記のことに気をつけたい。
原稿をつくる人にはどれくらいの
文字量を想定するか、撮影する人
にはどんな写真が何枚くらい入る
か、デザインする人にはどこをデ
ザインする必要があるのか、など
が想定できるように記載すること
だ。

なお、「ラフ」と言うくらいなの

で、手書きで構わない。むしろ、
制作に関わるメンバー全員が共有
する必要があるため、概要が決
まった時点で、その場で書いてし
まうのが望ましい。

ただし、実際のお仕事で手書き
なんて持っていったら、相手によっ
ては怒られることもあるので時と
場合で使い分けよう。
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NPO を運営し、多くの人とコ
ミュニケーションをとるために、
広報活動というのはとても重要
です。どんなに素晴らしい理念
をもって、素晴らしい活動をし
ていても、それを人に知っても
らわなければ、その影響は周囲
に広がっていきません。
企業であれば、広報の主な対

象は、消費者や取引先など対価
的な関係にある相手となります。

では、NPO と関わる人にとっ
てはどうでしょうか。資金を提
供してくれる出資者や寄付者だ
けでなく、ボランティアや活動
への賛同者など、NPO と人の関
係には金銭を媒介としないもの
も沢山あります。例えば、NPO
の活動に参加してほしい場合は、
参加した時の満足感や、社会貢
献できたという実感をいかに与
えられるかが重要になります。

NPO の活動をより多くの人に
伝え、賛同を得えるには、どの
ように広報活動を行うかが重要
になります。しかし多くの NPO
では広報活動に割く人材も資金
も不足しており、十分に取り組
めていないのが現状です。
今回は、明日から取り組める

広報活動として、メディアに発
信する「プレスリリース」の効
果的な作り方をご紹介します。

npo-co  3・4月号特集

NPOにとっての広報活動とは？

資金があれば、CM を流すな
ど「広告」という形でメッセー
ジを発信することができます。
でも、お金をかけずに情報を

伝える方法もあります。メディ
アに直接情報を提供し、それが
社会的な価値があると判断され
れば、メディアの判断でニュー
スや記事として取り上げられま
す。第三者が選んだ情報という
ことで、広告以上に信頼性が高
くなるのも大きなメリットです。
さまざまなメディアがある中

で、それぞれの特長をとらえて
上手に活用していきましょう！

無料でPRできる？！　メディアを活用するしかない！

取 上

方作

新聞やテレビなどのメディアを通して、NPOの『いいコト』伝えよう！

メディアの種類 特長

新聞

通信社

テレビ
（ラジオ）

雑誌

ネットメディア

◆主なメディア

全体の６割を占めるのが全国紙5紙。約80紙ある地方紙
は、地元密着のより細かい記事を掲載。

共同・時事の2社があり、全国紙と同様の取材体制。
地方紙などに配信するので波及効果が大きい。

公共放送のNHKと民間放送5社がキー局となり、全国ネ
ットを形成。
首都圏に比べ、地方局での企画は比較的容易。

ネット記事やブログ、メールマガジン等。
各内容に関する制約がなく、記事への反響が直接わかる
というメリットがある。

ビジネス誌や週刊誌など、約160誌。
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NPO や企業などの団体から、
メディアに対して情報を提供す
る方法の 1 つがプレスリリース
というものです（ニュースリリー
スとも呼ばれます）。
プレスリリースは、団体が伝

えたい情報、メディアに取材し
てほしい内容についてまとめた
お手紙のようなものです。

そして、メディアには、毎日
たくさんの団体からプレスリ
リースが届きます。大手メディ
アの１部署では、１日約 200～
300 通は届くと言われています。
プレスリリースは、はそのよ

うな背景を念頭に置き、「見ても
らう」ための工夫をすることが
非常に重要です。

そのためにはまず、世の中に
発表されていない新情報（＝
ニュース）でなければ、メディ
アは振り向いてくれません。
また、NPO が発信したい情報

をそのまま載せるのではなく、
メディア（担当部署の記者）が
欲している情報に加工すること
も大切です。

プレスリリースの基本は、まだ世の中に発表
されていない、鮮度のある情報をメディアへ伝
えることです。既に団体 HP にアップされてい
る情報や周知の事実だけでは、新情報とは言え
ないため、メディアが “ ニュース ” として取り
上げる価値が低くなってしまいます。
プレスリリースを作成する際には、常に何が

新しい情報であり、メディアへ伝える価値のあ
る情報であるかという点をチェックしましょ
う。

NPOにとっての広報活動とは？

P O I N T 1 「新」情報

プレスリリースを作る際には、「このリリー
スで１番言いたいことは何か」をしっかりと考
えてから書き始めることが大切です。このリ
リースの「芯」となる魅力的な情報が見つかれ
ば、もうリリースはできたも同然です。
また、リリースの内容として最低限記載して

おかなければいけない団体の「芯」となる情報
（団体概要や広報担当者の連絡先等）も書き忘
れないように。

P O I N T
２ 「芯」情報

プレスリリースの目的は、まず読んでもらう
こと。ラブレターに例えると、手紙を読んでも
らい、更にその中身をきちんと理解してもらう
ことが重要です。相手（＝記者）のことを親身
になって考え、分かりやすく伝えることが大切
です。
また、日々大量のリリースが届く中、時間が

ない記者が一瞬で内容を理解できるよう、レイ
アウトを整え誤字脱字をなくし、記者が求めて
いる情報により添った情報を提供しましょう。

P O I N T 3 「親」情報

プレスリリースは記者へのラブレターです。
前述の３つのポイントをクリアした後に、最後
に重要なポイントとなることは、そこに「心」
がこもっているかということではないでしょう
か。よく考えられ、真剣に作ったリリースには、
命が宿ります。情報を伝えたい、この情報を知っ
てほしいという本気さがリリースには自然と表
れるものです。
本気の「心」は、紙を通じてでも必ず相手に

伝わり、振り向かせる力をもつのだと思います。

P O I N T 4 「心」情報
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a-con のサポート NPO の中に、「（特活）JUON NETWORK」という団体があります。農山漁村と都市とを結びながら、
森林・土・風土と人々のつながりを取り戻すことを目指して活動している NPO 法人です。

今回は JUON NETWORK にご協力いただき、過去のプレスリリースを題材に、雑誌編集者の西野さんに改善ポイン
トをアドバイスいただきました。

編集者に聞いた
このプレスリリース、こうすればもっと伝わる！

■一般雑誌や新聞への掲載は、
　簡単ではない

広告などの関係もあり、特集
や読者のコーナーやお知らせな
どのコーナーに、イベント記事
が掲載されることは、かなり低
い確率であることを最初にご理
解ください。しかし、やりよう
によっては有名雑誌などに掲載
されることがまったくないわけ
ではありません。プレスリリー
スに取り組まれる皆さんに、以
下が参考になれば幸いです。

■雑誌編集者がぜひ掲載したい
　と思うポイント
1. 締切日に間に合う情報か？ 対
象読者が欲している・興味がも
てる情報か？
2. ニュース性があるか（他には
ない・目新しい内容か？信用で
きる団体なのか？）
3. 読者が得する情報か？（この
場合は、このイベントに参加し
た読者が不満に思うことがない
か？）
4. 取材招待があるのか？
5. テーマ性があるか？（今後特
集企画する素材になるか？）

上に掲げたのは、毎日何通も
届くリリースの中から記者が掲
載すべき記事 / ネタを選ぶ際の
ポイントです。

まず1.は最大のポイントです。
いくら良い情報でも掲載期間に
間に合わない情報は捨てなけれ
ばいけません。しかし、「いい情
報なのになあ」（いつか特集企画

にしたいなあ）と、記事内容に
興味を持った編集者なら必ず問
い合わせの電話をしてきます。
実はこの時が最大のチャンス！
　編集者の質問に対して丁寧に
対応しながらも、次のイベント
や現在の情報をしっかりアピー
ル。今後その雑誌の特集予定に
参入できそうなら思い切って記
者を招待してみてください。（特
集は、あとで変更になることも
もちろんありますが。）

■送るタイミングは？
今回、検証にご協力いただい

た JUON NETWORK のプレスリ
リースの場合は、申込締め切り
日が、“6 月 10 日 ” なので、タ
イミングとしては 5 月売りの本

（6 月号）への掲載がベストです。
ということは、2 月末日ぐらい
までにはリリースが編集部へ届
いているのが理想的です。

では、5 つのポイントを元に
このプレスリリースを検証して
みましょう。

①文章は、簡潔にストレートに
相手はその筋のプロです。一般
向けな文章は必要ありません。

「森づくり体験募集」など、この
記事の目的をどこかに入れた方
が、編集者が記事のどの部分に
組み込むことができるか考えや
すいです。

②内容の重複が多い
1 枚目と 2 枚目に内容のダブり
が多すぎる感じがもったいない。
もっとほかの情報も載せて内容
を充実させましょう。

③見栄えより内容が重要
他のプレスリリースより目立た
せる必要はないです。とにかく
内容で勝負しましょう。

④あいさつ文は簡潔でＯＫ
時候の挨拶は必要最低限にして、
具体的な内容を記述しましょう。

⑤具体的なタイトル・概要を
ツアータイトル、概要は 2 枚目
のように具体的なものをむしろ
1 枚目の前半に入れましょう。

⑥体験募集の対象者は必ず明記
20 歳以上、大人同伴の小学生以
上などの情報は必須です。

⑦参加者のコメントは不要
参加者募集には最適ですがメ
ディア向け文書には必要ありま
せん。むしろ地元の植樹名人の
方々の紹介文や観光名所を入れ
た方が編集者の興味をひくで
しょう。

⑧交通案内は簡潔に
今回の場合、現地集合・現地解
散なので、最寄り駅からの所要
時間程度でＯＫです。

⑨広範囲な編集者に訴求
宿泊場所や食事について郷土色

が強いものを列記するなど、広
範囲で編集者の興味をひきま
しょう。

⑩無料招待なども効果的
「取材対象として…」と書かれて
いますが、この案内文だけでは
時間を割いて取材したいとまで
は思いません。無料招待として
興味をひくか、「取材希望の場合
はご相談ください」位にとどめ
ることをお薦めします。

■JUON NETWORK の
　プレスリリース改善案
1 枚目
・簡単なあいさつ文
・参加募集　2010　森林の学校
・今回の体験内容と開催地につ
いての具体的な紹介
・実施日時、場所、集合場所、
宿泊場所、参加費用、交通など
・団体概要、これまでの活動／
今後の活動予定など箇条書きで。
 
2 枚目
・2 日間のスケジュールをできる
だけ詳しく。
活動内容 ( どんなことをするの
かとにかく詳細に記載 )、食事（ど
こで、どんな形で、予想される
食事内容＜例：名物そば、郷土
料理の●●、地酒の●●など＞、
交流会（どんな人との交流会で
どんなことをするのか）、入浴（温
泉）、宿泊（特徴）、朝食（メ
ニュー）、観光（バスで移動、観
光地名など）※予定であっても
OK なのでとにかく具体的に。

プレスリリースの書き方次第で、
印象の残り方は大きく変わりま
す。皆さんもぜひ、魅力的なリ
リースづくりにチャレンジして
みてください。

1 2

5

6

8

9

3

10 4

7

JUON NETWORK のプレスリリース

1 枚目 2 枚目
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a-con のサポート NPO の中に、「（特活）JUON NETWORK」という団体があります。農山漁村と都市とを結びながら、
森林・土・風土と人々のつながりを取り戻すことを目指して活動している NPO 法人です。

今回は JUON NETWORK にご協力いただき、過去のプレスリリースを題材に、雑誌編集者の西野さんに改善ポイン
トをアドバイスいただきました。

編集者に聞いた
このプレスリリース、こうすればもっと伝わる！

■一般雑誌や新聞への掲載は、
　簡単ではない

広告などの関係もあり、特集
や読者のコーナーやお知らせな
どのコーナーに、イベント記事
が掲載されることは、かなり低
い確率であることを最初にご理
解ください。しかし、やりよう
によっては有名雑誌などに掲載
されることがまったくないわけ
ではありません。プレスリリー
スに取り組まれる皆さんに、以
下が参考になれば幸いです。

■雑誌編集者がぜひ掲載したい
　と思うポイント
1. 締切日に間に合う情報か？ 対
象読者が欲している・興味がも
てる情報か？
2. ニュース性があるか（他には
ない・目新しい内容か？信用で
きる団体なのか？）
3. 読者が得する情報か？（この
場合は、このイベントに参加し
た読者が不満に思うことがない
か？）
4. 取材招待があるのか？
5. テーマ性があるか？（今後特
集企画する素材になるか？）

上に掲げたのは、毎日何通も
届くリリースの中から記者が掲
載すべき記事 / ネタを選ぶ際の
ポイントです。

まず1.は最大のポイントです。
いくら良い情報でも掲載期間に
間に合わない情報は捨てなけれ
ばいけません。しかし、「いい情
報なのになあ」（いつか特集企画

にしたいなあ）と、記事内容に
興味を持った編集者なら必ず問
い合わせの電話をしてきます。
実はこの時が最大のチャンス！
　編集者の質問に対して丁寧に
対応しながらも、次のイベント
や現在の情報をしっかりアピー
ル。今後その雑誌の特集予定に
参入できそうなら思い切って記
者を招待してみてください。（特
集は、あとで変更になることも
もちろんありますが。）

■送るタイミングは？
今回、検証にご協力いただい

た JUON NETWORK のプレスリ
リースの場合は、申込締め切り
日が、“6 月 10 日 ” なので、タ
イミングとしては 5 月売りの本

（6 月号）への掲載がベストです。
ということは、2 月末日ぐらい
までにはリリースが編集部へ届
いているのが理想的です。

では、5 つのポイントを元に
このプレスリリースを検証して
みましょう。

①文章は、簡潔にストレートに
相手はその筋のプロです。一般
向けな文章は必要ありません。

「森づくり体験募集」など、この
記事の目的をどこかに入れた方
が、編集者が記事のどの部分に
組み込むことができるか考えや
すいです。

②内容の重複が多い
1 枚目と 2 枚目に内容のダブり
が多すぎる感じがもったいない。
もっとほかの情報も載せて内容
を充実させましょう。

③見栄えより内容が重要
他のプレスリリースより目立た
せる必要はないです。とにかく
内容で勝負しましょう。

④あいさつ文は簡潔でＯＫ
時候の挨拶は必要最低限にして、
具体的な内容を記述しましょう。

⑤具体的なタイトル・概要を
ツアータイトル、概要は 2 枚目
のように具体的なものをむしろ
1 枚目の前半に入れましょう。

⑥体験募集の対象者は必ず明記
20 歳以上、大人同伴の小学生以
上などの情報は必須です。

⑦参加者のコメントは不要
参加者募集には最適ですがメ
ディア向け文書には必要ありま
せん。むしろ地元の植樹名人の
方々の紹介文や観光名所を入れ
た方が編集者の興味をひくで
しょう。

⑧交通案内は簡潔に
今回の場合、現地集合・現地解
散なので、最寄り駅からの所要
時間程度でＯＫです。

⑨広範囲な編集者に訴求
宿泊場所や食事について郷土色

が強いものを列記するなど、広
範囲で編集者の興味をひきま
しょう。

⑩無料招待なども効果的
「取材対象として…」と書かれて
いますが、この案内文だけでは
時間を割いて取材したいとまで
は思いません。無料招待として
興味をひくか、「取材希望の場合
はご相談ください」位にとどめ
ることをお薦めします。

■JUON NETWORK の
　プレスリリース改善案
1 枚目
・簡単なあいさつ文
・参加募集　2010　森林の学校
・今回の体験内容と開催地につ
いての具体的な紹介
・実施日時、場所、集合場所、
宿泊場所、参加費用、交通など
・団体概要、これまでの活動／
今後の活動予定など箇条書きで。
 
2 枚目
・2 日間のスケジュールをできる
だけ詳しく。
活動内容 ( どんなことをするの
かとにかく詳細に記載 )、食事（ど
こで、どんな形で、予想される
食事内容＜例：名物そば、郷土
料理の●●、地酒の●●など＞、
交流会（どんな人との交流会で
どんなことをするのか）、入浴（温
泉）、宿泊（特徴）、朝食（メ
ニュー）、観光（バスで移動、観
光地名など）※予定であっても
OK なのでとにかく具体的に。

プレスリリースの書き方次第で、
印象の残り方は大きく変わりま
す。皆さんもぜひ、魅力的なリ
リースづくりにチャレンジして
みてください。

1 2

5

6

8

9

3

10 4

7

JUON NETWORK のプレスリリース

1 枚目 2 枚目
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江戸っ娘あづあづの秋田奮闘記  第9回

『column sugiX』vol. 10『column sugiX』vol. 10 ～宗教＆天文学から導きだされた     
ウズベキスタンのデザイン。

～宗教＆天文学から導きだされた     
ウズベキスタンのデザイン。

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！

writer：あづあづ

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）

writer：sugiX

八郎湖からの新しいムーヴメント
８nos！(ハチノス) スタート！

干拓された湖として有名な八
郎湖。水質汚濁やアオコ発生、
生態系の崩れなど様々な問題を
抱えています。これまでも行政
や市民団体が精力的に活動を行
い、少しずつ成果が現れてきて
います。一方、秋田では少子高
齢化やそれに伴う地域活力低下
が問題です。今後、さらに八郎
湖再生を進めていくには、企業
や農家など秋田で新たなつなが
りを作りながら、都会とつない
で八郎湖周辺で「人」「モノ」「金」
の動きを作っていくことが必要

です。
そこで、【８ nos ！】を立ち上

げました！ メンバーは、一度県
外に出たけれど、秋田が好きで
帰ってきて地域の魅力発信の事
業を目指す方や環境に配慮した
農家さん、地元出身のダンサー
さんなど。WEB や Twitter など

ソーシャルメディアを活用しな
がら年に数回イベントを開き、
東京と秋田でしっかり顔が見え
る小さなつながりを沢山作って
いくことで、八郎湖の再生と地
域活性化を目指していく取り組
みです。

これまでにない新しい自然再
生の取り組みにご期待下さい！

Smile Park design project 4th

 『スタンプロジェクト』
～現在私は中央アジア、

ウズベキスタンにいる。

1991 年、ソ連崩壊と共に建国
したウズベキスタン。資本主義と
言えど、社会主義の匂いがぷんぷ
んする地域である。（2 週間で 30
回以上警察に尋問、1 回連行され
ましたん。）

そんな地域でまず目についたの
が、グラフィックスである。至る
所にちりばめられた幾何学模様。

それはどれも計算され尽くした
形、リズムがあり、無機質である。
なぜこのようなデザインになるの
か調べた結果以下の二点を考察し
た。
①偶像の禁止

イスラム教の教えに従った偶像
の禁止。欧州ルネサンスに見られ
たヒューマニズムのような、人間
の彫刻、形は出来なかった。
②天文学、数学の発達

歴史的にウズベキスタンの天文
学は世界の最先端で、14 世紀に
1018 個の星の座標を求めた「ウ
ルグベクの天文表」を作っていた。
１年の長さが 365 日 6 時間 10 分
8 秒と，現在の計測値 365 日６時
間９分 9.6 秒と比べ、1 分以内の
誤差で既に求められていた。

偶像の禁止、そして得意として

いた天文学から導きだされる緻密
な数値。この二点こそが幾何学模
様のデザインの所以なのだ。中央
アジアの歴史というのは我々日本
人にとって全く持って馴染みがな
い。

故に興味深い事象がたくさんあ
る。これからいよいよ他の『スタ
ン』にも足を踏み入れる。今回は
サーフェイス、表面上のデザイン
を言及したが、今後は精神的な側
面に入り込み、『スタン達』を解剖
していく。
※タジキスタン、キルギスタンはとても
　危険なようです。超こわいです。

【8nos!】秋田でのイベントの様子

WEB: http://8nos.net/ 
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にっしーの NPO 探訪 『歩く。見る。食べる』  
第2回 全国路地のまちでの取り組み事例から～東向島の『路地琴』を訪ねて

編集者歴28年。現在、編集魂を礎に労働問題と訪問
介護員に真正面から取り組んでいる。a-conでは新
参者ながら大年寄。メンバーに介護されているよう
な毎日です。 これが焼きオムライスですよ。とにかく味わってくださ

い。ヤケドしないように。

ギャラリーカフェこぐまの外観。かなりレトロです。以
前は薬屋さんだったとかで、店内には昔ながらの薬棚が
残り古書などが展示してあります。店主のお二人は「場
所から発想する演劇」の活動もしています。オモシロイ
ことする人は生き方もオモシロそうです。

路地琴：街角に2つの甕が…。これが噂の『路地琴』で
す。水をかけてから竹の筒に耳を当てて聞いてみてくだ
さい。確かに水琴窟のような音色が聞こえてきます。

writer：にっしー

先日、全国路地のまち連絡協議
会の報告会とやらに参加してきま
した。そこで、NPO 法人東向島学
会の町おこし実例とともに、『路地
琴プロジェクト　音で彩る下町風
景』という活動を知りました。

なんと、街角に据え置きの水琴
窟『路地琴』を置いているのだと
か。『路地琴？？』とは？墨田区内
の向島・京 島 あたりで 展開中。
2006 年からすでに35カ所の路地
に配置したそうです。

水琴窟とは庭園の手水鉢下の地
中に設置し、贅沢に庭園美を楽し
んだという、江戸時代の粋人が好

んだ趣向です。あの美しい音色を
生活感あふれる路地裏に響かせる
なんて…。ちょっとオモシロイ発
想ではありませんか。

早速その第一号となった東向島
の鳩の街商店街「カフェギャラ
リーこぐま」前へ行ってきました。

鳩の街商店街周辺は、東京大空
襲の被害を受けずに焼け残った地
域で、細い路地には鉢植えの緑が
あふれている数少ない昔ながらの
下町エリア。道幅の狭い商店街は
かつて色町だったそうです。その
ほぼ中央に、昭和 2 年築の木造長
屋を改造したギャラリーカフェこ

ぐまがありました。引き戸の入り
口が懐かしい。その店先に路地琴
を発見。大小二つの壺が並び、ひ
しゃくで水をすくい、片方の大き
な壺の上に置かれた小石の上へ水
をたらすと、かすかに「キーン、コー
ン…」と、金属音のような美しい
音色が聞こえてきます。う～ん。
地中に造ると大変な作業になりま
すが、これならコンパクトでイケ
ル。感心してしまいました。うま
いこと考えたなあ……。

美しい音色を楽しみながら路地
散策ができるなんて贅沢な趣向で
す。ただし、私有地に置くことに
なるので、住民の協力なしではこ
の活動は広まりません。

住民の意識を変え、町の雰囲気
も変えていくことのできるこのプ
ロジェクトはまだまだ続きそうで
すね。ぜひわが町にも配置してみ

たい。と、ほのかな想いを抱いた
のでした。

おまけになりますが、路地琴の
置かれている「ギャラリーカフェ
こぐま」もかなり話題の店です。
注文を受けてから丁寧にたててく
れるコーヒーも旨いけど、1 セン
チほどあるホカホカの卵焼きに覆
われたオリジナルの焼きオムライ
スは、ぜひご賞味くだされ。揚げ
たてのドーナツ、自家製ジンジャー
エールなどなども評判です。古民
家の雰囲気に、もてなしの心が溶
け込んだ心安らぐ時間がここには
流れています。
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矢印型ステッカーで売り上げアップ！矢印型ステッカーで売り上げアップ！

香川県東かがわ市出身。立教大学法学部在学。
NPOの活動をもっと広めることで社会をよりよく
したいという志のもとa-conに参加。大学ではTFT
の活動をするとともに、自転車サークルに所属し日
本全国をロードバイクで駆け廻る。

イイネ！コミュニケーション事例とは
このコーナーでは日常の中で見つけた、思わずイイネ！と言ってしまうNGO/NPOのコミュニケーション事例を紹介します。

食べる社会貢献
TABLE FOR TWO

writer：もっちゃん

在学時、滋賀県彦根市でベロタクシー運行や五感を活用したワークショップ運営を行うＮ
ＰＯに参画。現在は都内で働くガテン系リサーチャー。ＮＰＯの事業発展・継続に課題を
感じ、a-conにて修行する日々。積読状態になっている部屋をどうにかせねばと読書に勤
しむ。

writer：いっしー

みなさん、写真のトレーに貼
られているもの、何だか分かり
ますか？

今 回 は 表 紙 に 関 連 付 け て
TABLE FOR TWO（以下、TFT）
が行っている広報、「矢印型ス
テッカー」を事例として紹介し
たいと思います。

TFT とは、食堂でカロリーを
抑えた食事を提供し、食事代の
一部 20 円をアフリカの学校給
食支援にあてることで「先進国
の肥満」と「途上国の飢餓」を
同時に解決することを目指す日
本発の社会事業です。

そして実はこのトレー、お茶
の水女子大学で TFT の活動をし
ている、Ochas（オチャス）と
いう団体の学生がその矢印型ス
テッカーを貼りつけて作ったも

のなのです。
学食を利用する学生の目にも

自然にとまり、この特製トレー
を使用した期間の TFT メニュー
の売り上げは上がったとか。他
にもこのステッカーを社員食堂
のテーブルに貼っている企業も
あります。この矢印、「一人で食
べても、一緒に食べている」「私
の脂肪を減らして、アフリカの
死亡も減らそう」など、一つひ
とつ違ったキャッチコピーが書

かれていて、購買意欲がそそら
れます。しかし、それ以上にト
レーの上やテーブルの上にス
テッカーを貼って宣伝している
ところにイイネ！と感じずには
いられません。

ただやみくもに広報するので
はなく、ターゲットとなる人の
確実に目につくところにこのス
テッカーやポスターを設置する
広報方法が、TFT メニューの売
り上げアップ、認知度向上に一
役買っているのではないでしょ
うか。

　従来のマーケティングは、消費者に機能や感情を充足させる役割しか果
たしてこなかった。これから求められるのは、消費者にとって「世界をよ
り良い場所にする」ための社会的な「価値創造」である。そうすることで、
組織の価値が高められ、差別化が図られていく。そのためのマーケティン
グこそが、本書で提唱されている「マーケティング 3.0」である。
　「製品志向」から「消費者志向」といったこれまでのマーケティングの変
遷から、「価値主導」とされるマーケティング 3.0 の事例を多く紹介する。
その一つとしては、NPO にも馴染みの深いであろう、CRM（ Cause 
Related Marketing ）があげられる。
　企業のマーケターだけでなく、NPO スタッフも必読の一冊。

TFT矢印つき特製トレー。
お茶の水女子大学の学食にて。

コトラーのマーケティング 3.0  ソーシャル・メディア時代の新法則
フィリップ・コトラー他 著 / 朝日新聞出版 /  2,520 円 / 288p

「消費者志向」を超えて、「価値主導」のマーケティングへ
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a-con infomation
aa--concon infomation

infomation

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。

Whatʼ s a-con?

NPO やボランティア、コミュニケーションに
興味がある、余暇を何かに使いたい……そん
な方はぜひ a-con を覗いてください。a-con
には様々な関わり方があります。a-con のサ
ポートに興味をもたれた NPO の方も、ぜひご
一報ください。

a-con へのお問い合わせ、サポート依頼、
a-con 参加希望などのご連絡は下記へ。

　　＜mail ： info@a-conweb.net＞

a-con に興味を持ったら a-con 掲示板
説明会では、a-con ってどんな団体なのか？
を説明します。
定例会では、a-con の活動状況の報告や、
意見交換などを実施。懇親会もありますよ！

◆ 5 月　新メンバー募集説明会＆定例会
　　[ 日時 ]　5 月 21 日（土）午後
　　[ 場所 ]　都内会議室

定例会の会場や、
各種分科会など、
a-con 関連イベント
の最新情報は
WEB でチェック！

a-con の活動やその他色々な情報を発信して
います。WEB サイトへも遊びにきてください
ね。WEB には、npo-co のバックナンバーも
データ掲載されています。

ついつい募金したくなる！
ウェブサイトの作り方

次号の特集では多くの NPO の課題でもある
「効果的な募金ページの作り方」を例にウェブ
サイト作りの基本的な考え方から、効果のあ
がるウェブサイト作りのコツを取り上げます。
 

a-con にアクセス

編 集 後 記

NEXT! npo-co：5 月号特集

■WEB サイト http://www.a-conweb.net/
■twitter @a_conweb
■FaceBook a-con
■問い合わせ info@a-conweb.net

　このたびの東日本大震災で
被災された方々に、心よりお
見舞い申し上げます。また、
震災の影響で npo-co 第 2 号
の発行が１ヵ月延び、４月発
行となりましたこと、お詫び
申し上げます。
　震災は私たちの生活や価値

観に大きな影響を与えました。
これから人々が、そして日本
が元気を取り戻していくため
に、我々も活動していきたい
と思います。
　なお、npo-co は 4 月より
NPO まちぽっと様の「草の根
市民基金・ぐらん」の助成金

をいただけることとなりまし
た。npo-co の活動にご理解い
ただいたことに感謝すると共
に、これからも更に多くの方
に有益な情報をお届けできる
よう編集部員一同奮闘してま
いります。
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「今何してる？」を自然にキャッチ。
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お問い合わせ

：NPOコミュニケーションマガジン npo-co 2011年3・4月合併号
：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）
：原文子
：秋本康治　　石田優　　石本貴之　江藤隆文　緒方太郎　川端さやか　小久保啓
　佐藤美弥子　鈴木麻美　白土夏子　田中元博　谷本大樹　樗木勇人　　西野紀子　浜岡沙織
：太田あづさ　小久保啓　sugiX　西野紀子
：石川さくら　中塩昴希
：玉川萌木
：小宮山印刷工業株式会社
：npo-co（エヌポコ）編集部
　info@a-conweb.net（メールアドレス）

　< writer : TARO >

宇宙飛行士に憧れたことがある人なら、必ず欲し
いと思うブランドが 3 つある。1 つは『OMEGA』
の時計。もう 1 つは『ZERO　HALLIBURTON』の
アタッシュケース。最後の1つがPCの『ThinkPad』。
いずれも 1969 年に人類が初めて月面に到着したア
ポロ計画で使用されたアイテムだ。

これを愛用しているのは、a-con の IT 技術を一
手に引き受けている江藤さん。主に自分や他社の考
えを纏めるために使っているそう。 「例えば話して
いる人が途中から混乱してきても、正確に趣旨を把
握することが出来ますからね」実際、江藤さんの参
加する会議は、打ち合わせ後、すぐにわかりやすい
議事録が作られ、情報共有がスマートに進む。最近

ではメンバーといつでも接点が持てるように一工夫
しているという。どう使っているのだろうか。
「Twitter のクライアントを立ち上げておいて、

メンバーが今何をしているのか、わかるようにして
います。これでもっと依頼を受けられるようになる
といいんですけどね」

伝えるコツ・伝わるヒントがここにある

NPOコミュニケーションマガジン
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メディアに取りあげられる
プレスリリースの作り方

特集

発行：a-con / (特活)NPOコミュニケーション支援機構

LENOVO/　ThinkPad X300
アポロ計画に採用されるほど堅牢性が高く、故障知ら
ず。シリーズ初の薄型モデルとして評価が高い X300
は、世界中で愛されている。価格はオープン。




