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Whatʼs necessary for npo-co   - ADDS・竹内 弓乃さん、熊 仁美さん
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WORD EXPLORER
特集：ついつい募金したくなる！ウェブサイトの作り方
npo-column
　　　江戸っ娘あづあづの秋田奮闘記
　　　column sugiX　　
　　　にっしーの街再生探訪『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

くま・ひとみ（写真左）　たけうち・ゆの（同右）
大学在学中に始めた、自閉症の子どもへのセラピーアシスタントを
キッカケに ADDS の元となる KDDS ( 慶應発達障害支援会 ) を設立。
09 年から ADDS として支援プログラムの提供と、学生セラピストの
育成に尽力している。

写真撮影：玉川萌木

ADDS
竹内 弓乃 さん
熊 仁美 さん

この場合のコピーとは、「複写」
ではなく、「広告文」の意味。この
言葉を考える「コピーライター」
という専門職があるほど印刷物の
制作においては重要な要素であ
る。

キャッチコピーとはその名の通
りアイキャッチ＝人目を引く言葉。
一方でリードコピーはその次に目
に入る情報のことで、詳細な情報

までのつなぎの役目を果たす。
まずはキャッチコピー。これを

作るには、「一番伝えたいこと」を
最小限にそぎ落とし、ターゲット

（読み手）が興味を抱く言葉を練
る必要がある。奇をてらう方法も
あるが、言いたいことが伝わらな
い危険があるため、まずは分かり
やすさを意識しよう。

そしてリードコピー。長さはそ

れぞれだが、1 文に収まる程度が
好ましい。読み手が本当に自分の
興味ごとか判断する材料となるた
め、もう 1 段階詳しい内容を入れ
る。ほかとの違いが分かる特徴や
読み手のメリットとなる情報を盛
り込む。特徴を述べる際は、その
領域の幅や数字など具体的な情報
を入れることで分かりやすく表す
と効果的だ。

日本全国で 1 万人以上いるとされている自閉症など発
達障害の子ども達。その受け皿の整備は進んでいないの
が現状だ。竹内弓乃さんと熊仁美さんの運営する ADDS
(Advanced Developmental Disorders Support) は、子
ども達の保護者にトレーニングの提供や学生セラピスト
の養成・紹介を通じて、家庭での早期集中療育という解
決方法を進めている。
「大学 1 年生の時に、大学の共済部に掲示されていたア

ルバイトがきっかけでした。少し言葉に遅れのある子ど
もの相手をするということで興味を持ったんですが、実
はその子が自閉症だったんです」（竹内）

家庭教師を募集していたのは、直前までアメリカに住
んでおり、その時に自閉症幼児への療育の指導法を学ん
だ家庭だった。日本に帰国後、自閉症療育のケア制度が
確立していなかったため、家庭教師として雇った学生に
独自に療育スキルを教え、セラピストとして育てていた
のだ。

「そのお母さんが自閉症児童のネットワークをお持ち
だったので、沢山の子ども達に出会い、その道に進みた
いと思ったんです」（竹内）

その後、大学 2 年生で熊さんと出会い、意気投合。多
くの家庭にトレーニングを行う中で、学生にも療育のサ
ポートができると感じ学生セラピストの養成にも乗り出
したという。採用には、自分たちの経験をベースに厳し
い基準を設け、厳選している。
「子ども達としっかりコミュニケーションを取ることが

大事ですから。現在は社会人や主婦の方向けに、夜間の
研修も始めました。セラピストの幅が広がることで、もっ
と理解が得られるようになりたいですね」（熊）
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団体のウェブサイト、持ってま
すか？ YES と答えたあなた。で
は、そのウェブサイトは何の役
に立ってますか？ ウェブサイト
を作ったものの、何のためのサ
イトなのか、どのような効果が
あるのか、はっきりしないこと

が多いのではないでしょうか？ 
今回の特集では多くの非営利団
体の課題でもある「効果的な募
金ページの作り方」を例に、基
本的な考え方から、効果をあげ
るウェブサイトづくりのコツを
取り上げます。

数を増やしたい場合に、募金ペー
ジまでは多くの人が辿りついて
いるけれども募金までは至らな
いのか、募金ページへのアクセ
ス 数 が 少 な い の か、そ も そ も
TOP ページへのアクセス数が少
ないのか、見極める必要があり

ます。
優先順位をつけるうえで、目

安となる数値（ベンチマーク）
を図1に記載しました。これら
の数字は運用するサイトによっ
てケースバイケースですので、
あくまで参考値として見てくだ

さい（いくら改善施策を行って
も、参考数値を超えない……！
というケースもあるかと思いま
すが、大切なのは現状のサイト
から着実に数値を改善すること
です）。

アクセス解析の結果から、より多くのユーザーにウェブから募金をいただくために、改善すべきポイント
がわかってきたかと思います。続いて、課題別に具体的な改善方法をご紹介していきます。

ウェブサイトの改善において、
最初にして最大の山場が、この

「どうやってウェブサイトに訪問
してもらうか？」という問題で
す。あるウェブサイトにユーザー
がアクセスする経路として、大
きく以下の４つがあります。

 
ウェブサイトへの

おもなアクセス経路
①検索サイト経由
　（Yahoo!、Google など）
②ポータルサイトなど
   他サイトからのリンク
③ウェブ以外のメディアから
　（雑誌、新聞など）
④ソーシャルメディアから
（mixi、Twitter など）

この４つの経路、それぞれか
らどうやってアクセスを集める
か？を考えていくと、それこそ
１冊の本ができてしまうくらい、
膨大な方法があります。その方
法の紹介は、別の機会に譲ると
しましょう。

「リスティング広告」で
検索エンジンからのアクセス増

そこで今回は「検索サイト経
由」でのアクセス数を集める方

法、特に「リスティング広告」
という手法に焦点を絞ってご紹
介していきます。

リスティング広告とは検索連
動型広告とも呼ばれ、検索エン
ジンのユーザーが入力するキー
ワードに応じて、検索結果ペー
ジに表示されるテキスト広告の
ことです。リスティング広告は
大抵の場合、1 クリックあたり
いくらという料金設定になって
います。また、検索キーワード
によってユーザーをふるいにか
けるため、費用対効果の高い広
告手法だと言われています。

Googleの無償プログラム
「Google Grants」を活用

そうはいっても、NPOにとっ
て、なかなか広告にお金を出す
ことは難しいでしょう。

そ ん な NPO の た め に
「Google Grants」と い う
プログラムがあるのをご存
知でしょうか？ Google 社
が非営利団体向けに無償で
提供している広告プログラ
ムです。日本の場合、NPO
法人格を持つ団体が対象
で、このプログラムに採用
された団体は、最大で 1 ヶ

月 100 万 円 の 予 算 が つ き、
「Google AdWords」というリス
ティング広告に無料で出稿でき
るようになります。

Google Grants は、まだ日本
での認知度も低く実績も少ない
ことから、どの程度の団体がこ
のプログラムに採用されるのか
はっきりとしたことは言えませ
ん。しかし、検索サイトからの
アクセス数を増やす方策の 1 つ
として検討するだけの価値はあ
るでしょう。

npo-co 5月号特集

アクセス解析ツールを活用して、"現状を知ること"から始めよう！

TOPページへのアクセス数を増やす

Google Grants
非営利団体を対象とした無料の広告プログラム

http://www.google.co.jp/grants/

Google AdWords
Googleのリスティング広告サービス

http://adwords.google.co.jp/ より引用

～まず最初に「今あるサイトにどんな課題があるか？」を調べましょう～

アクセス解析ツールの導入
「効果のあるウェブサイトをつ

くる」といっても、まず何から
手をつけていいか？わからない
ケースも多いと思います。そん
な時は「アクセス解析ツール」
を使って、現状運用しているウェ
ブサイトにどの程度アクセスが
あり、どのページが・どのよう
に見られているか？を調べると
ころから始めてください。
「現状、何のツールも使用して

いない！」という方は、無料で
使用でき、高性能な解析が行え
る『Google Analytics』の 導 入
をオススメします。設置方法は
簡単で、公式サイトのほか、様々
なブログ等で紹介されているの

で、ぜひ参照してください。導
入後、1 ヶ月を目処にアクセス
データを蓄積してください。

アクセスデータの正しい見方
続いて、蓄積されたデータを

読 み 解 い て い き ま し ょ う。
Google Analytics をはじめとし
たアクセス解析ツールでは、様々
なデータを分析できるので、い
ざ解析しようと思ってもどの
データを見てよいものか、途方
に暮れてしまうこともあるかと
思います。今回は「募金ページ
の改善」がテーマですから、ま
ずは４つのデータを見るように
してください。

最初にチェックすべき
4 つのアクセスデータ

①TOP ページへのアクセス数
②募金ページへのアクセス数
③募金ページの平均滞在時間
④ウェブ経由の募金件数

基本的には①～④の順番で数
字が減っていきます。このデー
タを基に、まず「どの部分から
改善していくか？」優先順位を
つけます。もちろん全ての数値
を改善させていくのが理想です
が、この 4 つの数値は連動して
いるため、どこから改善に取り
組んでいくか決定することが非
常に重要です。例えば、募金件

ウェブサイトで「効果」をあげる、改善テクニックをご紹介

ついつい募金したくなる！
ウェブサイトの作り方

ポイント別・ウェブサイト改善計画！

図1：チェックすべき４つのデータとベンチマークとなる数値

TOPページ 募金ページ 募金
達成

①TOPページへの
アクセス数

②募金ページへの
アクセス数

TOPページのアクセ
ス数の5~10%程度

③募金ページの
平均滞在時間

1分～1分半程度

④募金件数

募金ページのアクセ
ス数の1~2%程度ベンチマーク

Google Analytics
高機能な無料アクセス解析ツール。
アクセス数のグラフなどが表示され、
簡単に分析することが出来る。
http://www.google.com/intl/ja/analytics/

03 NPOコミュニケーションマガジン「npo-co」2011年05月号 04NPOコミュニケーションマガジン「npo-co」2011年05月号



団体のウェブサイト、持ってま
すか？ YES と答えたあなた。で
は、そのウェブサイトは何の役
に立ってますか？ ウェブサイト
を作ったものの、何のためのサ
イトなのか、どのような効果が
あるのか、はっきりしないこと

が多いのではないでしょうか？ 
今回の特集では多くの非営利団
体の課題でもある「効果的な募
金ページの作り方」を例に、基
本的な考え方から、効果をあげ
るウェブサイトづくりのコツを
取り上げます。

数を増やしたい場合に、募金ペー
ジまでは多くの人が辿りついて
いるけれども募金までは至らな
いのか、募金ページへのアクセ
ス 数 が 少 な い の か、そ も そ も
TOP ページへのアクセス数が少
ないのか、見極める必要があり

ます。
優先順位をつけるうえで、目

安となる数値（ベンチマーク）
を図1に記載しました。これら
の数字は運用するサイトによっ
てケースバイケースですので、
あくまで参考値として見てくだ

さい（いくら改善施策を行って
も、参考数値を超えない……！
というケースもあるかと思いま
すが、大切なのは現状のサイト
から着実に数値を改善すること
です）。

アクセス解析の結果から、より多くのユーザーにウェブから募金をいただくために、改善すべきポイント
がわかってきたかと思います。続いて、課題別に具体的な改善方法をご紹介していきます。

ウェブサイトの改善において、
最初にして最大の山場が、この

「どうやってウェブサイトに訪問
してもらうか？」という問題で
す。あるウェブサイトにユーザー
がアクセスする経路として、大
きく以下の４つがあります。

 
ウェブサイトへの

おもなアクセス経路
①検索サイト経由
　（Yahoo!、Google など）
②ポータルサイトなど
   他サイトからのリンク
③ウェブ以外のメディアから
　（雑誌、新聞など）
④ソーシャルメディアから
（mixi、Twitter など）

この４つの経路、それぞれか
らどうやってアクセスを集める
か？を考えていくと、それこそ
１冊の本ができてしまうくらい、
膨大な方法があります。その方
法の紹介は、別の機会に譲ると
しましょう。

「リスティング広告」で
検索エンジンからのアクセス増

そこで今回は「検索サイト経
由」でのアクセス数を集める方

法、特に「リスティング広告」
という手法に焦点を絞ってご紹
介していきます。

リスティング広告とは検索連
動型広告とも呼ばれ、検索エン
ジンのユーザーが入力するキー
ワードに応じて、検索結果ペー
ジに表示されるテキスト広告の
ことです。リスティング広告は
大抵の場合、1 クリックあたり
いくらという料金設定になって
います。また、検索キーワード
によってユーザーをふるいにか
けるため、費用対効果の高い広
告手法だと言われています。

Googleの無償プログラム
「Google Grants」を活用

そうはいっても、NPOにとっ
て、なかなか広告にお金を出す
ことは難しいでしょう。

そ ん な NPO の た め に
「Google Grants」と い う
プログラムがあるのをご存
知でしょうか？ Google 社
が非営利団体向けに無償で
提供している広告プログラ
ムです。日本の場合、NPO
法人格を持つ団体が対象
で、このプログラムに採用
された団体は、最大で 1 ヶ

月 100 万 円 の 予 算 が つ き、
「Google AdWords」というリス
ティング広告に無料で出稿でき
るようになります。

Google Grants は、まだ日本
での認知度も低く実績も少ない
ことから、どの程度の団体がこ
のプログラムに採用されるのか
はっきりとしたことは言えませ
ん。しかし、検索サイトからの
アクセス数を増やす方策の 1 つ
として検討するだけの価値はあ
るでしょう。

npo-co 5月号特集

アクセス解析ツールを活用して、"現状を知ること"から始めよう！

TOPページへのアクセス数を増やす
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④募金件数

募金ページのアクセ
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続いて、無事にウェブサイト
に訪れていただいたユーザーを、
効果的に募金ページへ誘導する
方法を考えていきます。
ウェブサイトには様々な情報

を掲載する必要があります。そ
のため、TOPページには募金ペー
ジへの導線（リンク）を、ユーザー
にわかりやすく設置しなくては
なりません。

わかりやすい導線設置の
チェックポイント
　ユーザーにとってわかりやす
い導線を設置できているか、そ
れは以下の 4 つのポイントでわ
かります。

募金ページへの導線設置
4 つのチェックポイント

①ファーストビュー（TOPペー
ジの１画面目）内に設置さ
れているか？

②他ページのリンクより目立
つ形（差別化して）で掲載
されているか？

③リンクであることが一目で
わかるか？

④募金に協力した結果「何が
達成されるか」が伝わるか？

事例紹介：
 SVA のリンクバナー改善
a-con で 募 金 サ イ ト の リ

ニューアルプロジェクトを実施
させていただいた、公益社団法
人シャンティ国際ボランティア
会（SVA）のケースで見ていき
ましょう。
SVA のウェブサイトに従来掲

載されていた募金バナー（写真
１）では、「③リンクであること
が一目でわかるか？」と、「④募

金に協力した結果『何が達成さ
れるか』が伝わるか？」の 2 点
がクリアされていない状態でし
た。
そこで、この 2 点を押さえる

形で新たに制作したのが、写真
2のバナーです。
まず、チェックポイント③は、

「詳細はこちら」という文言を入
れることでクリアしました。こ
の文言が入ることにより、「この
バナーはクリックすることが出
来るのだ」ということがすぐに

分かるようになります。チェッ
クポイント④には、コピーと写
真を変更することで対応しまし
た。絵本を手にした子どもたち
の笑顔の写真を使用することで、
「募金のその後」が直感的にも
ユーザーに伝わります。
このリンクバナー改善による

効果についてはまだ計測中です
が、リニューアル後、クリック
率は数倍になったとの結果が出
ていました。

ユーザーに募金をしていただ
くお願いをする「募金ページ」
のつくり方についてご説明しま
す。ただ、一言に「募金ページ」
といっても、団体の活動内容に
よって、このページで伝えるべ
き内容は千差万別です。
ここでは最低限押さえるべき

ポイントとして、募金ページを
つくる際の注意点をご紹介いた
します。大切なのは「何を」「ど
うやって」伝えるか？の２点で
す。

「何を伝えるか？」
募金ページに必要な情報とは
募金ページ内には、どのよう

なコンテンツを掲載すればよい
のでしょうか。これは、ウェブ
ページに限らず「自団体の活動
をあまり知らない人に、募金を
お願いする場合、どんなことを
説明すればよいか？」という視
点で考えると、わかりやすいか
も知れません。
最低限、次の４つを伝える必

要があるでしょう。

募金ページで伝えるべきこと
①どんな活動に対する募金な
のか？

②どうしてその活動が必要な
のか？

③募金した結果、どのよ　う
なことが達成されるのか？

④募金をお願いする団体（自
団体）は、信頼できる団体
なのか？

「どうやって伝えるか？」
ウェブというメディアの特性
当たり前のことですが、伝え

方が悪いと、どんなに大切な情
報も伝わらないものです。考慮
すべき点は、どのようなメディ
アで伝えるか？つまり、それが
パンフレットなのか？あるいは
セミナーなのか？で相手に理解
されやすい伝え方が変わってく
る、という点です。
ウェブの伝え方にも、当然踏

まえるべきルールがあります。
例えば、「ユーザーがそのページ
に訪れてから３秒以内に、自分
にとって必要な情報かどうか」
を判断する『３秒ルール』とい

うものがあります。抑えるべき
ポイントはたくさんありますが、
大切なのは、「客観的に見て、内
容がわかりやすくまとまってい
るか？」という点です。
以下、参考にウェブページを

編集する際に、押さえるべきポ
イントを４つほど、ご紹介いた
します。

ウェブページ編集における
「伝え方」4 つのポイント
①ページ内で１番伝えたい内
容が、３秒以内で理解でき
るか？（キャッチコピー・
キービジュアルなどで）

②テキストの分量は適切か？
（目安として 1 行 40 文字以
内、３～４行毎に段落を区
切る）

③中見出しは適度に設置され
ているか？（ウェブのユー
ザーは、いわゆる "斜め読
み"をします）

④テキスト情報のみになって
いないか？（必要に応じて、
グラフやイメージ写真など
を使用する）

募金ページへのアクセス数を増やす 募金件数を増加させるページづくり

ウェブサイトの改善は、出来ることから少しずつ

ウェブサイトづくりというの
は、多くの NPO にとって大変な
困難を伴います。技術的な難し
さはもちろんのこと、どう情報
を整理し、どう発信していくか
について、細部にわたって戦略
的に考えなければいいウェブサ
イトはできません。
a-con では、よく NPO の方か

ら「ウェブサイトをリニューア
ルしたい」というお話を伺いま

すが、「何のためのリニューアル
か」という観点が欠けているこ
とが多くあります。当然、ウェ
ブサイトで何を達成したいのか
によって必要な改善作業は変
わってきます。場合によっては、
完全リニューアルは不要で、トッ
プページの言葉ひとつ変えるだ
けで、目的達成できるかもしれ
ません。
とにかくリソースが不足しが

ちな NPO にとって重要なこと
は、出来るだけ労力をかけずに
成果を出すことです。その点、
ウェブサイトは、変更を加える
と、すぐにユーザーの反応が数
値として表れるため、少しずつ、
試行錯誤のしやすいメディアで
す。まずはアクセス解析をはじ
めること、そして小さな改善を
加えることから始めてみましょ
う。

■写真1　SVA募金ページへのリンクバナー（改善前）

■写真2　SVA募金ページへのリンクバナー（改善後）

この画像をクリックすることで別ページに飛ぶのかどうかが一見して分かりにくい。
すなわち、ポイント③の「リンクであること」をクリアしていない。

画像が他ページへのリンクであることがわかりやすいように、デザインを変更。
また、ポイント④の「募金の結果、何が達成されるか」を重視したメッセージとした。

SVA とは……
正式名称は、公益社団法人シャンティ国際ボランティア会。子どもたちに絵本を
届ける活動のほか、フェアトレードクラフトの販売、民話の出版、図書館の運営、
図書館員の養成、そして学校建設などの活動を行う。活動地は、タイ・カンボジ
ア・ラオス・ミャンマー（ビルマ）難民キャンプ・アフガニスタン。
現在、東日本大震災の被災地にて、緊急救援活動を行っている。

http://www.sva.or.jp/
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江戸っ娘あづあづの秋田奮闘記  第10回江戸っ娘あづあづの秋田奮闘記  第10回 にっしーの街再生探訪 『歩く。見る。食べる』 にっしーの街再生探訪 『歩く。見る。食べる』 
第3回 山谷編① “あしたのジョーのふるさと”で、『立てぇ、立つんだ商店街！』と叫ぶ。第3回 山谷編① “あしたのジョーのふるさと”で、『立てぇ、立つんだ商店街！』と叫ぶ。

『column sugiX』vol.11『column sugiX』vol.11
～ウズベキスタンにある日本人の生きた伝説～ウズベキスタンにある日本人の生きた伝説

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

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。

writer：にっしー

秋田に来て１年。山、川、田
んぼなど東京よりめいっぱいあ
る自然の中で、「本当の意味で秋
田の Happy ってなんだろう？」
と、毎日飽きもせず考え続けて
いました。

先日、ある有機農家（おばあ
さん）のお手伝いに行き、お礼
にと雪の中で冬越しした甘い
キャベツを頂きました。その後、
海の近くの直売所で地元の母さ
んに料理方法を聞きながら新鮮
な魚を買い、地元の食材にこだ
わった惣菜屋でコロッケ（なん
と日本で初めて販売！）を購入。
その日はわくわくして家に帰り、
夕ご飯に頂きました。もちろん
とてもとても美味しかった！

この日初めて、お金を払う＝
とても自然で Happy なことなの
ではないか、と感じました。逆
に東京では、お金を払う＝マイ
ナスなものになってはいないか、
と思うのです。スーパーで野菜
を買い、コンビニで弁当を買う。
田んぼも畑も見たことがない。
モノ＝払った金額の価値でしか
ない。でも秋田では人の想いや
豊かな自然など、モノ＝払った
金額以上の価値（priceless）を
感じやすい気がします。

これは都会出身者が秋田に住
んだからこそわかったことだと
思います。そして、これは一つ
の答えなのではないか、と思う
のです。秋田の一人ひとりの毎

日がこんな priceless の集まり
だったらとても Happy なのでは
ないか。秋田の豊かな自然と人
の温かさを、毎日の暮らしに取
り入れることで秋田を Happy に
リ・デザインする。そんなこと
をこれから秋田でしていきたい
と思っています。
＊＊＊
東日本大震災で被害にあわれた皆さまに
心よりお見舞い申し上げます。秋田は奇
跡的に被害がありませんでしたが、すぐ
隣の県が被災地。秋田が復興支援におけ
る役割は大きいと思っています。

昨年の 11 月、台東区日本堤
に位置する ”いろは会商店街” で

『あしたのジョーふるさと祭り』
が開催されました。この商店街
は、日雇い労働者を対象とする
簡易宿泊施設が集中するオッ
チャンの町、かつて山谷と呼ば
れたドヤ街の中心にあります。

この祭りを機に商店街の活性化
は進んでいるのでしょうか？

近年、簡易宿泊施設を改装し、
外国人バックパッカーや、ビジ
ネスマン向けの宿も急増中とか。
テレビではアド街ック天国に紹
介されるなど注目されています。
怖いもの見たさ！で、訪ねてみ
ました。

まずは、南千住駅南口から吉
野通りを南下し、明治通りと交
わる泪橋交差点へ。漫画の設定
では、丹下ボクシングジムがあっ
たのはこのあたり。何の変哲も
ないただの交差点でした。

泪橋とは、思川に架けられて

いた橋で、江戸時代南千住駅辺
りにあった小塚原刑場へ向かう
罪人が、身内との今生の別れに
泣くことからこの名がついたと
か。もちろん今は、川はないし、
山谷も、隣接する吉原という地
名も残っていません。しかし、
今も昔も、生か死かその境界に

存在しているのがこの町なのか
もしれないと感じました。

泪橋から少し南下すると、い
ろは会商店街入り口が。“あした
のジョーのふるさと” の横断幕
が揺れています。休日のせいか
ポツポツ店が開いているだけ。
歩いているオッチャンたちには
元気がない。実はオッチャンた
ちの高齢化が進み、福祉の町づ

くりも課題になりそうですね。
そもそも、この地に簡易宿泊

施設が多いのは、奥州・日光街
道沿いにあり、江戸時代から木
賃宿（素泊まり専門）が多かっ
たからだそうです。今も素泊ま
りが基本で１泊 2000 円前後（宿
によってさまざま）と、確かに
格安。女性が安心して宿泊可能
な宿も今はあります。

それにしてもこの町は自転車
が多いなあ。入り口にズラリと
自転車が並んでいる宿は、昔な
がらの労働者向け宿の証。城北
旅館組合発行のパンフレットで
はビジネスマン、観光者向けの
格安宿リストが掲載されていま
す。こうした宿の変化は、新し
い山谷のイメージになっていま
す。

新旧さまざまな表情を見せる

宿の外観にも注目。出窓や、小窓、
木造四階建て、ツタが絡む古民
家だったり、植木が美しかった
り。散策気分が高揚してきます。
なお、土手通りの馬肉店『桜な
べ中江』や、天ぷら丼の『土手
の伊勢屋』、『カフェバッハ』の
筋金入り自家焙煎コーヒーもぜ
ひ味わってほしいです。

（この後浅草の唯一の土人形「まるしめ
招き猫」の今戸焼に遭遇。次号につづく）

Smile Park design project 4th

 『スタンプロジェクト』

3 月に起こった東日本大震災。
ここウズベキスタンでも誰もが
知っている出来事で、日本で地
震 が 起 き た 日 以 降『こ ん に ち
わー。日本人か？』の次の言葉
が『TSUNAMI』になった。

実はウズベキスタンの首都、
タシケントでも数年前に大地震
があった。当時の建物はほとん

どが崩壊したため、街は再建さ
れた綺麗な建物ばかりである。

タシケント大地震で、多くの
建物が崩壊したのだが、その中
で唯一倒れなかった建物がある。
それが左下の写真の建物、ナヴォ
イ劇場である。ここは市民の憩
いの場として今も多くの人に親
しまれている。

地震に耐え今尚、市民に親し
まれているこの劇場。それはな
んと、第二次世界大戦後、ソビ
エトに連行された日本人捕虜達
が作ったものであった。

捕虜になって強制労働を強い
られてもなお、堅実にまじめに
仕事をしていた日本兵。タシケ
ントでは『日本人が建てたこの

建物は地震でもびくともしな
かった』と褒め言葉を聞く事が
あるのだそうだ。

大地震でびくともしなかった
劇場。日本人の堅実さ、まじめ
さを象徴する、まさに生きた伝
説である。

いろは会商店街。オッチャンしか見かけない不
思議な商店街なんです。

今や簡易宿泊所とマンションが混在している旧
山谷地区。南に東京スカイツリーが……。

明るくおしゃれな外観の、観光客狙いの格安宿

ごく普通の交差点・泪橋交差点
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江戸っ娘あづあづの秋田奮闘記  第10回江戸っ娘あづあづの秋田奮闘記  第10回 にっしーの街再生探訪 『歩く。見る。食べる』 にっしーの街再生探訪 『歩く。見る。食べる』 
第3回 山谷編① “あしたのジョーのふるさと”で、『立てぇ、立つんだ商店街！』と叫ぶ。第3回 山谷編① “あしたのジョーのふるさと”で、『立てぇ、立つんだ商店街！』と叫ぶ。

『column sugiX』vol.11『column sugiX』vol.11
～ウズベキスタンにある日本人の生きた伝説～ウズベキスタンにある日本人の生きた伝説

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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夢の病院をつくろうPROJECT夢の病院をつくろうPROJECT夢の病院をつくろうPROJECT夢の病院をつくろうPROJECT

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。

「夢の病院」設立をめざして
チャイルド・ケモ・ハウス

（http://yumenobyouin.org/）

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NPO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

「好きなデザインを選べるパ
ジャマ」一口 2 千円、「痛くない
注射器」一口 2 千円、「診察室に
みえない診察室」一口 2 万円…。
今回はこうした、一風変わった
ショッピングアイテムが並ぶ
Web サイト、「夢の病院をつく
ろう PROJECT 」を紹介したい
と思います。 

運営母体は小児がん治療中の
子どもたちとその家族が心地よ
い入院生活を送るための専門施
設設立を目指している、NPO 法
人チャイルド・ケモ・ハウスです。

このサイトは「病院」という
既存の補助制度とそれに伴う外
部からの制約を受けることなく、
施設を建てるのに必要な 10 億
円をすべて寄付でまかなうため
に開設されました。

生活・医療・建物の分野に整

理された約 40 ものアイテムが
介在することで、10 億円の大き
なプロジェクトに１万円投じる
よりも、寄付する人は自分の出
したお金がどんな用途に使われ
るかイメージしやすくなり、参
加するモチベーションも上がり
ます。

また、「夢の病院づくり」とい
う大きな目標を設定し、キャン

ペーン化することで、他団体や
企業とのタイアップがしやすく
なり、大口の寄付への可能性も
開けたなど、様々な成果が現れ
ているようです。　
「いかに寄付を集めるか？」と

いう問題は多くの非営利団体に
とって切実な悩みです。問題の
深刻さを訴えることで寄付を募
る団体が多い中、「理想の病院を
つくる」という切り口で楽しく
寄付してもらえる仕組みを作り
上げることに成功したこのプロ
ジェクトは NPO のコミュニケー
ションの好例だと言えるでしょ
う。

　「美人時計」と言われて、みなさんはご存知だろうか。時刻を記した黒板を掲げ
た女性の写真が 1 分ごとに入れ替わるという Web サービスのことだ。この 「美人
時計」の設立からビジネスとして軌道に乗るまでのストーリーを 2 人の経営者の
視点で描かれているのが本書である。
　一見、ふざけた感じもするが、美人時計をビジネスとして展開するにあたり、事
前に入念なリサーチを行うなどの背景が丁寧に書かれており、NPO・NGO にも非
常に示唆に富む内容である。特に、「認知されないことは、存在しないこと」とい
う言葉が胸に響く。ボリュームも適度で読みやすく、おすすめの 1 冊。

世界が恋した美人時計 大ヒットサービスが生まれたヒミツ
中屋優大・橋本竜 著 / サンクチュアリ出版 /  1,470 円 / 192p

美人時計であなたは 1 分間の恋をする

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。

Whatʼs 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
◆ 6 月　新メンバー募集説明会＆定例会
　　[ 日時 ]　6 月 19 日（日）14:15 ～
　　[ 場所 ]　協働ステーション中央
　　　　　　 中央区日本橋小伝馬町 5-1

説明会では、a-con での活動に興味がある方
を対象に、活動内容を説明します。
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！

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。

震災で変わる NPO の事業戦略と、
コミュニケーションができること Part.1

未だ傷癒えぬ大災害、3.11 東日本大地震。今、
NPO にはどのような変化が起きようとしてい
るのか、そして「コミュニケーション」に出
来ることとは……。2 号連続で震災後の変化
を取り上げ、「これから」を考えます。

a-con にアクセス

編 集 後 記

NEXT! npo-co：6 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

今年は春になっても寒い日が続いていました
が、やっと春らしい穏やかな気候になってきま
したね。

さて、npo-co５月号、いかがでしたでしょうか。
突然ですが、実は npo-co は月刊誌を目指してお
ります。１月の創刊以来、２ヵ月に１度のペー
スで発行しておりましたが、本号からは月刊ペー
スでお送りします。

npo-co は現在、東京ボランティア・市民活動
センターをはじめとして、冊子版を配布してお
ります。あなたのお近くに、npo-co を置かせて
いただけるスペースがありましたら、ぜひ編集
部までお知らせください。

１人でも多くの方に npo-co をお届けできるよ
う、編集部一同頑張って参ります。

＜編集長＞
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カラフルに彩って、発想力を強化。

冊子                 
発行元             
編集長              
編集部員           
                        
writer
design 
photo
印刷 
お問い合わせ

：NPOコミュニケーションマガジン npo-co 2011年5月号
：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　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　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
　npoco@a-conweb.net（メールアドレス）

　< writer : TARO >

技術があまりない普通の人が NPO を支援する場
合、必要となってくるのが発想力。普通の生活を通
して、感じていることをまとめていくことが、ブレー
クスルーにつながることも多い。

そんなときに役立つのがマインドマップだ。カラ
フルな色を使って考えを書き出していくと、発想を
広げたり、新しい視点で問題を見ることが出来ると
いう。
「a-con の定例会などでメモを取る時に使うこと

もあります。あまり NPO に詳しくないので、考え
をまとめるためにも活用しています。書いている内
に、質問を思いついたりすることもあるんですよね」
というのは a-con によく参加している緒方さん。
NPO を支援するコンセプトに惹かれて参加したも

のの、今まで関わったことがない世界だっただけに
戸惑うことも多かったという。そこで使い始めたの
が、マインドマップだった。現在では考えをまとめ
るのに欠かせないツールになっている。
「今後は、みんなで話し合う時にも使ってみたい

です。複数で何かを決める時にも、きっと助けにな
ると思って、現在練習中です。」

三菱鉛筆 /　PURE COLOR-F
マインドマップを描くときに重視されるのは色の豊富
さ。書き味だけでなく発色がいい PURE COLOR シリー
ズは、マインドマッパーの間でも評価が高い。12 色セッ
ト 1,200 円。




