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カメラほど美しさを表現できるものはない。風景
でも人物でも、最高の一瞬を切り出してくれる。
npo-co の カ メ ラ マ ン と し て『NIKON』の

『D300S』を使う玉川萌木（たまかわ・もえこ）さ
んはそんな美しさに魅せられた人間の一人だ。
「小さい頃から色々と表現したくて、絵を描いた

り、バンドに参加したりしていたんです。そんな中
でたまたまカメラで撮ってみた写真を褒められたの
がキッカケでした」

カメラを撮り始めてから色や遠近、空間や時間な
ど、どう捉えるべきかを意識するようになったとい
う。今はファッションの撮影の他、npo-co の表紙

グラビアを含め、人物の写真にも力を入れている。
また大学の長期休暇の際には、インドの子どもたち
をメインの被写体に文化、建築などあらゆるものを
撮影している。
「写真で表現することをやりながら、これからも

色々な方法を使って表現をしていきたいと考えてい
ます。そのためにも、もっと深く写真を学びたいで
すね」
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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

特集

発行：NPO法人NPOコミュニケーション支援機構（a-con）

NIKON/　D300S
日本の老舗カメラメーカー NIKON の中級機。フォー
カスポイントを多数確保することで様々な構図をつく
る楽しさを提供している。動画も撮れるので、異なる
表現も追求できる。価格はオープン。
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WORD EXPLORER ―コミュニケーション  ギョーカイ用語探訪―

印刷ギョーカイ用語　第３回
「赤入れ」　ー洗練された原稿をめざしてー
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おかざき・ようこ
広告会社に勤務しながら新スポーツ「ビーチ相撲」に立ち上げから
参加。地元との円滑なコミュニケーションを進める方法をメインに
担当し、夏のビーチを盛り上げている。

写真撮影：玉川萌木

「赤入れ」とは、編集者がライ
ター等が書いた原稿に対し修正・
指示を入れて原稿整理すること
だ。一般的に赤ペンで指示を入れ
ていくため、こう呼ばれる。プロ
の現場では、このように原稿の作
成・チェック・データ化の役割が
分かれている。NPO が作成する印
刷物においても、原稿作成と原稿
チェックの役割を分けることで、
より洗練された文章を作成するこ

とができる。
ここでは「原稿収集」のコツに

ついて話をしよう。
原稿で最も悩ましいのは、膨大

な情報を限られたスペースの中に
いかに収めるか、という点だ。プ
ロの仕事でも、あとになって追加
情報が発生し、泣く泣くデザイン
を犠牲にすることは少なくない。

そのため、原稿を依頼する際に
おおよその文字量と必要な情報を

細かく明示することが重要だ。日
程・場所・実施内容・人の情報等
はもちろんのこと、情報を削る時
の優先順位も確認しておくとなお
よい。

これにより、掲載情報の抜け漏
れや重複をあらかじめ防ぐことが
でき、多少のレイアウト変更にも
対応しやすくなる。いかに後々自
分の首が絞まらないよう情報を得
ておくかが、原稿収集の肝なのだ。

「ビーチとスモウっていう組み合わせがかなり異色でい
いと思ったんですよ」。もともとカラダを動かすのが好き
だった岡崎さん。普段もサーフィンやアウトリガーカヌー
をやっていただけに、二つ返事で参加した。

ビーチ相撲はビーチで相撲を取るというシンプルなス
ポーツ。世界中の浜辺で相撲を取ることで、相撲文化の
発展、ビーチのクリーン、地域の交流を推し進めるのが
彼女が所属する NPO、日本ビーチ相撲協会だ。ビーチに
土俵をつくって相撲を取ると、全身運動になる上、ケガ
の予防の意味も込めて、浜辺の清掃にも力が入るそうだ。
やり始めた頃は、カラダを動かすことが単純に気持ちよ
かっただけだったが、今は地域交流の方に力を入れてい
る。

インタビュー当日は 2011 年度の決起大会。東京の晴
海埠頭で、バーベキューをしながら今年の大会方針につ
いて活発に話し合われた。
「大会を開催する地元の人達に、気楽に参加して貰うた

めに、事前にビラをまいたり、飛び入り参加もしやすい
環境を整えています。自分たちの団体だけで完結しない、
文字通り『肌と肌の触れ合う』深いコミュニケーション
がとれるといいですね」。

日本ビーチ相撲協会
岡崎 陽子 さん
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5 月 21 日、NPO 法人 NPO コミュニケーション支援機構（a-con）が主催する勉強会「a-con ゼミナール」
が開催されました。テーマは、「東日本大震災 : 支援活動現場報告とコミュニケーションができること」。大
震災を受け、NPO のコミュニケーションサポートに携わる一員として「これから何ができるか」を考えるきっ
かけとして、開催されたものです。現場で被災地支援に取り組んでいる方にお越しいただいて、被災地のレ
ポートをしていただき、そのうえで「コミュニケーションに何ができるのか？」をテーマに参加者全員でディ
スカッションを行いました。
　今号の特集では、30 名近くが参加し、関心の高さが熱気となって感じられた a-con ゼミナールのレポー
トをお送りします。
　　　

らままならない状況が続いてい
ます。

c. 電力供給の問題
直接の被災地以外にも、東京

電力管内を中心として電力不足
により社会的・経済的な影響が
出ています。

d. 社会、経済の
　 全体マネジメントの問題

社会、経済が大きなダメージ
を受けた中でどのように全体を

マネジメントしていくかが問わ
れています。しかし、災害発生
前にそもそも政権が弱体化して
いたこともあり、政府がリーダー
シップを発揮しているとはとて
も言えない状況です。

■復興への遠い道のり
また、災害を受けた地域は

1. 緊急対応（人命救助など）

2. 課題対応（がれきの撤去など）

3. 復興活動（新しいまちづくり）

の３つのステップを経て復興へ
と向かうのが一般的ですが、今
回は、被災地が広範囲におよぶ
こと、また、原発事故の収束見
込みがついていないことから、1
の緊急対応すらままならない地
域も多く、復興へのグランドプ
ランが描けない状況が続いてい
ます。

このような状況の中、a-con
ゼミナールでは、被災地支援に
取り組んでいる２名の方から、
現状の支援活動と被災地が抱え
る課題についてそれぞれの視点
で発表していただきました。

■地域で異なる被災地の課題
まず、お話をされたのは秋本

康治さん。秋本さんは、ケアが
必要な被災者と全国各地の NPO
をつなぐ「つなプロ」で活動し、
避難所の調査活動などにあたっ
ていました。秋本さんが主に活
動したのは、宮城県の女川町と
石巻市。２つの地域で、大きな
違いがあったそうです。

壊滅的な被害を受けた女川町

ですが、もともと「浜」という
小集落に基づいた強い地縁コ
ミュニティがあり、避難所でも、
例えば「○○さんは足腰が悪い
から、より手厚いケアが必要」
などといった情報が比較的共有
されていたとのこと。避難所で
の物資の分配も「浜」のつなが
りが活きて、おおむねスムーズ
におこなわれていた、というこ
とでした。

一方、石巻市は都市部であり、
地縁コミュニティも発達してい
なかったため、見知らぬ人同士
が集まった避難所では、一部で
支援物資の争奪戦が起こること
もあったそうです。

そのような中で活動を続けた
秋本さんが、被災地で感じた課
題は次のようなものでした。

①不安の解消
避難生活では「先が見えない」

ことが何よりも不安と感じる人
が多かった。少しでも先を見通
せるよう、きちんと情報を伝達
することが重要。

②自立に向けた仕事づくり
義援金としてお金を渡すだけ

でなく、今後の生活設計のため
には「お金を稼ぐ」手段を作っ
ていくことが必要。

③コミュニティデザイン
現在建設が進んでいる仮設住

宅には、高齢者が優先的に入居
することになっている。その結

npo-co ６月号特集

東日本大震災をファクトベースで振り返る

支援活動の現状と被災地の現在の課題

まず、議論に入る前の基礎的
な整理として、今回の大震災が
どのようなものであったか、と
いう分析を共有しました（下表
参照）。

■東日本大震災は、複合災害
今回の大震災が通常の地震被

害と異なる点は、次の 4 つの問
題が複雑に絡み合う複合災害で
あるということです。 

a. 津波・地震問題
津波の影響により、東北地方

の太平洋沿岸が、数 100 キロメー
トルにわたり被害を受けました。

ここまで広範囲に及ぶ影響が出
た自然災害は、歴史上において
も稀といえます。

b. 原発問題
いまだ収束しない原発事故の

影響で、避難地域では復興の目
処どころか、初期の緊急対応す

東日本大震災で変わる
NPO の事業戦略と、

「コミュニケーション」ができること 
a-conゼミナールレポート：東日本大震災で変わった NPOをとりまく環境

Part.1

宮城県女川町

表：東日本大震災の課題構造

（報道資料、有識者見解、内閣府ヒアリングなどから作成）

つなプロ （被災者をNPOとつないで支える合同プロジェクト）
「避難所でのこれ以上の死者、状況悪化者を出さないために、避難所での課題・
困りごとを発見し、専門性を持つ NPO 等からの支援とつなげる。」をミッショ
ンに、避難所におけるニーズ把握や、そのニーズに合致した支援の仲介・マッ
チングを行う。
http://blog.canpan.info/tsunapro/

＊課題の整理及び分析については、安宅和人さ
　んのブログを参考に構成しました。
　（http://d.hatena.ne.jp/kaz_ataka/）

新生グランドプラン
（今後政府として取組むと思われる

復興プラン。仮称）

a.津波・地震問題 b.原発問題 c.電力供給の問題 d.社会、経済の全体マネジ
メントの問題

1.緊急対応

2011.3.11
-2011.4-5月？

月？

・被災者救助
・被災者の保護及び
　ミニマム保証
　（見舞金支給）
・食・寝場所の確保
・病院の再開
・臨時通信アンテナ敷設

・ガソリン・移動手段確保

・散水冷却、電力供給、近
隣住民の退避

・炉の物理的封じ込み

（鉄、鉛、コンクリートなど
による隔離処理）

・一日の中でのピーク電力
抑制（計画停電）

・電気利用総量の削減

・短期内需維持・拡大策
＊自粛ムード回避

2.課題対応

2011.6-9
＊電力需要の逼迫への対
応からの緊急措置必要

・町の具体的再建

・道路整備、電気、水道など
のインフラ復旧

・全国の原子炉保護強化
（電源多重化、耐水化）

・核燃料保管場所の分散

・東西の電力の相互供給
体制進行

・サマータイム導入、超過
利用ペナルティ的料金設定
などの利用の平準化施策

・被災対応ファイナンス

・円の暴落、経済の過度の

減速などが起きない形で
の財源確保（復興税？）

3.復興活動

プラン呈示：
2011.5月？
実現：2012-2014？

＊電力状況が戻らないこと
をふまえ、復興ではなく、
「新生」的な未来図

・復興ルール作り

・地域の再生後の目指す
絵づくり

・被災地の勝手な開発禁
止など、その実現のための
ガイドライン作成

・シンボリックな「祝典」
（例：万博、スポーツ）

・脱原発を実現するためのロードマップ、暫定措置（代替
エネルギーはなにか、いつまで原発を使うのか）のプラン
呈示、合意形成

＊現実的にはしばらくは原発を稼働させ続けるしかない、
ということになると仮定

・効果最大化のための国
民コミュニケーション・合意

＊国内外への透明性を保
ちつつ、不必要な誤作動を
押さえる

５月中旬の状況
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果、仮設住宅地域のコミュニティ
には若い人がいない状況が続い
てしまう。そのため、コミュニ
ティの活気を維持し、互いに助
け合って暮らしていくことが難
しくなる恐れがある。

④ボランティア不足
復興は長期戦になるが、時間と
ともにボランティアが不足して
しまうのではないかと懸念され
ている。被災地が自立する（現

地の人が現地の事を出来るよう
になる）ためにも、その前段階
として、ボランティアが果たす
役割は大きく、しばらくその需
要はなくならない。

■報道の影響で偏るボランティア
最後に、秋本さんの出身地で

ある茨城県のある地区には、被
災地であるのにも関わらず報道
が少なく、ボランティアは 1 人
も来ていなかったとのこと。こ

のように報道によって、復興へ
の作業に大きなムラができるこ
とも課題だとおっしゃっていま
した。

ただ被災地では、前例にとら
われず、個人の力を発揮してい
る人がたくさんおり、そこから
復興活動に取り組む新しい団体
がどんどんできている、という
明るい状況があることも教えて
くれました。

■支援物資の
　物流ネットワークを構築

次にお話されたのは小沼大地
さん。小沼さんは震災が起きた
際、ちょうど転職期間中であっ
た た め、災 害 支 援 を 行 う 団 体
Civic Force のボランティアとし
て、被災地への支援物資の物流
ネットワークの構築・運用に取

り組みました。
今回の震災でもいちはやく動

き、また多額の義援金や支援金
が集まっている Civic Force に
おいて、被災地への支援物資の
物流ネットワークを構築するこ
とは非常に重要です。小沼さん
は前職の経営コンサルタントと
しての経験を活かし、次のよう

なステップで物流ネットワーク
を機能させていきました。

①計画
現地ニーズに基づいた、支援

物 資 内 容・提 供 先・運 送 ス ケ
ジュールの計画を立案。

②調達
スケジュールに基づき、支援

物資の購入及び、提供元との調
整を行う。

③ロジ・スケ調整
ロジスティクス（物流）を請

け負う会社と、輸送内容、輸送

先を調整し、各所にスケジュー
ルを連絡。

④現地調整
　現地ニーズのヒアリングを再
度行い、現地の災害支援本部や
NGO へ支援物資内容の連絡を
し、運搬を実施。

このようなステップを 3 月 23
日までに整備し、4t トラック
10 台の支援物資を送る体制で、
2 億円規模の支援物資の運搬を
実現させたそうです。

そして、物流担当として動き、
また被災地を訪れる中で感じた

「NPO ができることや強み」と
して、以下のようにまとめまし
た。

■NPO の強み　　　　　　　　
①迅速さ（スピード）

行政に比べ、意思決定の速さ
がある。

②柔軟さ
活動する地域を決めることで

柔軟に対応できる。

③思い切りの良さ
税金を使う行政の施策と違い、

多少世間の批判を受けても、寄
付者が納得していれば思いきっ
た施策を打てる。

■NPO の課題　　　　　　　　
①スケールの小ささ

Civic Force には数億円規模の
義援金が集まったが、それでも
国家のスケールにはほど遠い。
どのように国と違うことをやり、
復興につなげていくかが問われ
ている。

②寄付者の満足との板挟み
寄付者からは当然「こういう

支援をしてほしい！」「どんな支
援をしているのか情報がほしい」
との要望がくるが、その調整に
時間を取られるとプロジェクト
実行のスピードが遅れてしまう。

③評論と調査のみ
初期調査だけやって支援活動

をしないままの団体も多い。

④長期スタッフの不足
緊急支援を行う団体は、海外

での事業を主に行っている団体
が多い。今後、本来の事業であ
る海外にも人員を戻さざるを得
ず、その結果、国内の被災地で
稼働するスタッフは不足してし
まう。

a-con ゼミナールでは、以上
のようなお二方のレポートや、
課題の投げかけを受けて、ディ
スカッションに入りました。

ディスカッションの冒頭では、
国内で緊急支援以外の事業を
行っていた NPO がどのような活
動をして、現在どのような課題
を抱えているのか、中央大学の
原田さんが調査した内容を発表
してくれました。

こちらの内容と、そこを起点
として話し合われた、「コミュニ
ケーションで何ができるか」に
ついての論考は、次号でご報告
します。

（報告者　加雅屋 拓）
＊青山学院大学水野さんが作成した
　発言録をもとに再構成しました。　　

　　　　　　　　　　　

Civic Forceの支援物資輸送

茨城県水戸市の様子：あまり報道されていないが各所に地震の爪痕が残る

公益社団法人 Civic Force
国内の大規模災害時に迅速で効果的な支援を行うための NPO/NGO・企業・政府・
行政の連携組織。東日本大震災では「災害支援のプロフェッショナル」としてい
ち早く動き、インターネット募金サイト「JustGiving」を経由した寄付金額累計
が 5 億円を超えるなど、その事業が広く支援されている。
http://civic-force.org/
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江戸っ娘あづあづの秋田奮闘記  第11回江戸っ娘あづあづの秋田奮闘記  第11回

『column sugiX』vol.12『column sugiX』vol.12
～無の平野に身を置いて知った『無音』～無の平野に身を置いて知った『無音』

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

日本最南端、沖縄の波照間島
に行ってきました。青い海と白
い砂浜。赤い屋根と鮮やかな花。
夜は真っ暗で、星空の下みんな
でゆっくり酒を飲んで過ごす。
島内にはいくつかのカフェと個
人商店があるのみで、「昼休み」
には２時間位店が閉まり、品切
れの時には「次に豆腐が入るの

は４日後よ」なんて言われてし
まう……。

そんな波照間島でふと、秋田
に来たばかりの時に感じた「秋
田は楽」という感覚を思い出し
ました。店やモノが溢れている
東京で自分のお気に入りを選
ぶって結構大変です。東京にい
た時はモノを選んでも選んでも

欲しくなり、常に「欲求
不満」状態でした。逆に、
秋田は店もモノも少なく
自分に合う店は数件です。
お気に入りがあったら買
うし、なかったら買わな
いとシンプル。これがやっ
てみると意外と楽なので
す。モノがない、という

ことはストレスではなく、むし
ろ毎日の暮らしが楽で豊かにな
る、そんな感覚です。

秋田、東京、波照間島、震災
で起こった食料やエネルギーの
問題。正直、頭の中はまだぐる
ぐるして、日本の未来に対する
答えは見えていません。ただ、
それを解くヒントは、東京より
も波照間島や秋田の中にある気
がするのです。東京で豆腐が買
えない日があってもいいのでは
ないか、そう思うのです。

キルギス、ビシュケク郊外。
トクモク。

澄んだ空気。大草原。遠くに
見える山。これぞキルギスといっ
た環境。日本の国土の 70 パー
セントは山岳地帯であり、日本
の田舎ではどこにいても山があ
る。平野としてこのような状態
を体感したのは初めてであった。

家もない。人もいない。風も
ない。とにかく何もない。する
と不思議な現象に気づく。

音がない。のである。まさに
無音。

試しに声を出してみる。すぐ
に消えていく。跳ね返りも何も
ない。吸収されていくとでも言
おうか。目を閉じて集中してみ
る。するといろいろ聞こえてく
る。心臓の音。微かに吹く風の音。
呼吸で揺れる服の音。

普段気にも留めない音が聞こ
えてくる。とりあえず調子こい
て、あぐらをかいて瞑想してみ
る。

地球と僕。大地と僕。いや大
地の中の僕。いやむしろ僕が大
地。。。。。無。なんだかよくわか
らない気分。小乗仏教で言う『無
の境地』とはこの事を言うだろ
うか？なんて思ってみる。

よく分からない中で分かった

事は、我々は普段、いかに音に
まみれた環境の中で生きている
のかということ。生活する中で、
24 時間必ず何かの音が響いてい
るという事。

無の平野に身を置いて知った
事。『無音』何かのヒントになり
そうである。
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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４回 山谷編②　山谷から招き猫発祥の地・今戸神社へ今戸焼を求めて第４回 山谷編②　山谷から招き猫発祥の地・今戸神社へ今戸焼を求めて

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。

writer：にっしー

大きく見開いた眼が何ともい
えず小粋な感じ…。底知れぬオー
ラを放っている招き猫に遭遇。
「これは、『丸〆（まるしめ）招

き猫』といって、呼び込んだ福
を逃さない招き猫です。ほら、

お尻に印があるでしょう。浅草
で唯一作られている今戸焼のも
ので、なかなか手に入らないん
ですよ」

と、説明してくれたのは、山
谷地区から土手通りを三ノ輪駅
へ向かう日本堤一丁目交差点に

建つ、自然素材
の雑貨を集めた

『エコショップ・
エコロジーライ
フ花』の金谷さ
ん。
「エッ !!　今で

も浅草に窯元が
あるの？ ( 信じ

られない )」
この今戸焼とは浅草に唯一残

る焼物で 500 年ほどの歴史があ
ります。瓦や江戸庶民の安価な
日用雑器を焼く傍ら、ウサギや
姉さん、犬や狐、福助など縁起
物の土人形も作っていたそうで
す。今戸神社に所縁のある招き
猫を作ったところ大変評判とな
り、招き猫発祥の地となってい
ます。

ならばその実体を見なくては。
いざ、今戸神社へ！ 

今戸神社の招き猫は、ご利益
が『縁結び』なだけに、仲むつ
まじく寄り添う 2 匹の招き猫で

した。しかし、「今戸焼の招き猫
はありませんよ」とか。とても
残念！　それにしても平日なの
に、若い女子たちが絶え間なく
訪れるほど人気がある神社です。

さすがに別名『婚活神社』。境内
には猫のイラスト入りの祈願・
結願の絵馬がたくさん奉納され、
ハート型の紅白クッションが用
意されていたり…。とっても元
気な神社です。浅草に来たら、
ぜひ立ち寄るべし。

もうひとつ。この界隈で『縁

結び』と言えば、山谷地区の靴
市で有名な玉姫神社境内の口入
稲荷神社を忘れてはいけません。
小さな狐の夫婦人形が出迎える
小気味な稲荷神社です。実は、
この狐の土人形も貴重な今戸焼
製です。

もともとこの稲荷神社は、江
戸新吉原の高田屋という口入屋

（今の職安）にあったもので、夢
のお告げによりこの地に移した
のだそうです。商売繁盛と縁結
びにご利益があり、商売繁盛の
祈願をする場合は立ち姿の狐（メ
ス）、縁結びなら裃姿の狐の土人
形を購入。家に持ち帰って「い
い話を持ってきてください。そ
うすれば夫婦になれますよ」な
どとお願いし、遂に成就したら、
再び狐の土人形を購入し、夫婦

（一対）にして御礼するのだそう

です。
江戸時代からのこの習わしが

静かに受け継がれていることに
感動しました。

もともと『あしたのジョー』
にひかれて訪れた街でしたが、
思いがけず江戸につながる民芸
品・今戸焼の狐の土人形や丸〆
招き猫に出会えてよかった！

拝殿前で出迎えてくれる巨大な招き猫

目力を感じる丸〆招き猫（5,000 円） お尻の丸〆マークです

口入稲荷神社のお姿・おきつねさま
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野菜でつながるふたつの被災地野菜でつながるふたつの被災地野菜でつながるふたつの被災地野菜でつながるふたつの被災地

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。

宮崎野菜で東北支援
被災地NGO協働センター

（http://www.pure.ne.jp/~ngo/）

writer：もっちゃん

東京都大田区出身。現在大学院にて生態学を勉強中。ダイビングから登山までこなす水陸両用型なアウト
ドア人。環境問題をNPOの側から解決しようと、環境教育系NPOにいたが、違う分野のNPOでの経験も
得たいと考えa-conにも参加するようになった。将来の夢はくえるNPOをつくること！

writer：海坊主

3 月 11 日に日本を襲った東日
本大震災。被災者を募金で支援
する動きが強まるなか、宮城と
宮崎、2 つの被災地を同時に支
援するちょっとユニークな募金
の仕組みを紹介します。

被災地と被災地をつなぐその
取り組みは、神戸に拠点を置く
被災地 NGO 協働センターによっ
て進められています。
(http://www.pure.ne.jp/~ngo/)

今年 1 月、半世紀ぶりに大き
く噴火した新燃岳。宮崎県高原
町など周辺街には火山灰が積も
り、農家の人々は多くの農作物
を出荷できなくなりました。

そんななか起きた東日本大震
災。宮崎と宮城、2 つの被災地
を結ぶアイデアを思いついたそ
うです。募金で集めたお金で宮

崎県の農家から野菜を買い、東
北の被災地に送って炊き出しに
使ってもらう「野菜サポーター
制度」の誕生です。

5 月の終わりで 5,000 万円を
超える寄付金が募り、灰を直接
かぶっていない根菜を中心に、
宮崎からは多くの野菜が買い付
けられています。

同時に 2 か所を支援できると
ころが寄付者の共感を呼び、な
おかつお金の使い道も目に見え
ていて友人に勧めやすいとの声
も。寄付者からの評判もさるこ 
とながら、そのユニークな仕組
みから多くのメディアにも取り
上げられています。
「被災者同士がいちばんよく分

かる。困ったときはお互い様。」
団体の代表であり、自身も阪神・

淡路大震災を経験した村井さん
はこう語ります。

温かいエールをのせた野菜を、
復興の街、神戸が被災地から被
災地へと運んで行く様からは、
人と人が助けあうコミュニケー
ションの原点が垣間見えました。

（引用：関西テレビ・NEWS・ANCHOR）

　本書の特徴は、アイデア発想の方法のみでなく、創り出したアイデアを実行に移
していくまで１つの流れとして仕組み化したところだ。「探査」「構築」「確認」「実行」
に分けられた４つのステージに、様々な創造テクニックがまとめられている。また、

「確認」ではメンタル面の失速をカバーするための方法も挙げられており、精神面
について触れられているのも面白い。
　どのテクニックも場所を選ばず簡単にでき、すぐ身に付くものばかりだ。ファシ
リテーターの心得も書かれているので、行き詰った計画もこれらのテクニックを
使って再考すれば、解決策が浮かびあがってくるかもしれない。

アイデアのつくり方を「仕組み化」する
              [ 発想から実行まで ] 誰でもできる手順とフレームワーク
ポール・バーチ、ブライアン・クレッグ 著 / ディスカバー・トゥエンティワン出版 / 1,600 円 / 279p

発想に留まらず実行にまで向かうための秘訣は

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
◆ 7 月　新メンバー募集説明会＆定例会
　　[ 日時 ]　7 月 16 日（土）13:30 ～
　　[ 場所 ]　高輪区民センター
　　　　　　 港区高輪 1-16-25

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.2

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 号連続企画の第 2 弾です。

a-con にアクセス

編 集 後 記

NEXT! npo-co：7 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

移ろいがちな天気も、やっと６月という季節
を意識しはじめたようです。傘の手放せない季
節となりましたが、今回取材にご協力いただい
た日本ビーチ相撲協会のメンバーには、梅雨な
んて関係ありませんでした。

取材会場となったバーベキュー会場には、肉
あり、ちゃんこあり、音楽あり。参加者みんな
が楽しむことに全力で取り組んでいるからこそ

の楽しさが、そこにはあった気がします。
さて、npo-co は次回も震災後のコミュニケー

ション支援特集をお届けいたします。震災支援
のフェーズも少しずつ移り変わっている中で、
私たちに何ができるのか。引き続き考えていき
たいと思います。

 ＜編集長＞

被災地から被災地へ

野菜サポーター制度

神戸

東北

宮崎

 

 

 募金
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「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
◆ 7 月　新メンバー募集説明会＆定例会
　　[ 日時 ]　7 月 16 日（土）13:30 ～
　　[ 場所 ]　高輪区民センター
　　　　　　 港区高輪 1-16-25

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.2

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 号連続企画の第 2 弾です。

a-con にアクセス

編 集 後 記

NEXT! npo-co：7 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

移ろいがちな天気も、やっと６月という季節
を意識しはじめたようです。傘の手放せない季
節となりましたが、今回取材にご協力いただい
た日本ビーチ相撲協会のメンバーには、梅雨な
んて関係ありませんでした。

取材会場となったバーベキュー会場には、肉
あり、ちゃんこあり、音楽あり。参加者みんな
が楽しむことに全力で取り組んでいるからこそ

の楽しさが、そこにはあった気がします。
さて、npo-co は次回も震災後のコミュニケー

ション支援特集をお届けいたします。震災支援
のフェーズも少しずつ移り変わっている中で、
私たちに何ができるのか。引き続き考えていき
たいと思います。

 ＜編集長＞

被災地から被災地へ

野菜サポーター制度

神戸

東北

宮崎
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　< writer : TARO >

カメラほど美しさを表現できるものはない。風景
でも人物でも、最高の一瞬を切り出してくれる。
npo-co の カ メ ラ マ ン と し て『NIKON』の

『D300S』を使う玉川萌木（たまかわ・もえこ）さ
んはそんな美しさに魅せられた人間の一人だ。
「小さい頃から色々と表現したくて、絵を描いた

り、バンドに参加したりしていたんです。そんな中
でたまたまカメラで撮ってみた写真を褒められたの
がキッカケでした」

カメラを撮り始めてから色や遠近、空間や時間な
ど、どう捉えるべきかを意識するようになったとい
う。今はファッションの撮影の他、npo-co の表紙

グラビアを含め、人物の写真にも力を入れている。
また大学の長期休暇の際には、インドの子どもたち
をメインの被写体に文化、建築などあらゆるものを
撮影している。
「写真で表現することをやりながら、これからも

色々な方法を使って表現をしていきたいと考えてい
ます。そのためにも、もっと深く写真を学びたいで
すね」

６６
伝えるコツ・伝わるヒントがここにある伝えるコツ・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NPOコミュニケーションマガジン

［エヌポコ］［エヌポコ］

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

特集

発行：NPO法人NPOコミュニケーション支援機構（a-con）

NIKON/　D300S
日本の老舗カメラメーカー NIKON の中級機。フォー
カスポイントを多数確保することで様々な構図をつく
る楽しさを提供している。動画も撮れるので、異なる
表現も追求できる。価格はオープン。
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2011
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2011




