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WORD EXPLORER

Whatʼs npo-co?

―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4回
「カンプ」　ー「仕上げ」に近づける作業ー

広報作業の中で、ふと疑問に思うコトバがある。そんな「？」をnpo-co編集部員がコラムで解決します。
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         - NPO GoodDay 武津なつ美さん・亀井雅美さん
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　　　江戸っ娘あづあづの秋田奮闘記

　　　column sugiX　　

　　　にっしーの街再生探訪『歩く。見る。食べる』

草の根NPOのコミュニケーション まずはココカラ

a-conʼs Book Review

イイネ！コミュニケーション事例

編集後記・次号予告

Pickup Photo

かめい・まさみ（左） ／ ふかつ・なつみ（右） 
仕事をする傍ら、GoodDay のボランティアスタッフとして企画立
案・イベント運営を担当。活動では単なるエコではなく、どう楽し
みながら親しんで貰うのかをポイントにしている。ちなみに、今年
は「フジヤマ☆スカベンジ大作戦」10 周年。8 月 20 日、21 日の
一泊二日。詳細はホームページで。

写真撮影：玉川萌木

「カ ン プ」と は comprehensive 

layout の略。印刷業界では印刷の

仕上がり見本のことを言い、印刷会

社に入稿する前に手書きやカラープ

リンターで出力されたものをさすこ

とが多い。この見本の状態で確認→

修正作業を行い、最終の状態まで

持っていく。

第 3 回で取り上げた「原稿集め」

ができたら、このカンプづくりに取

りかかることになる。実際に文字や

写真を入れて構成していくと、ラフ

では見えなかったことが見えてく

る。ラフのイメージを踏襲すること

も重要だが、ただ原稿を流し込むの

ではなく、「いかに読み手に分かり

やすい構成になっているか」を意識

しながら調整を加えていく。

例えば、文章の羅列が続いてい

る場合は、部分的にリスト化したり、

図式化することでわかりやすい読み

物にする。また図や写真を入れる際

は、その画像と文章が伝えようとし

ている内容がリンクしているか、説

明している文章と離れたレイアウト

になっていないか、ということにも

気をつけたい。単純なことであるが、

読み手にやさしい構成になっている

か、というのがカンプ作成の基本と

考えておこう。

　npo-co は、NPO 法人 a-con が発行するフ

リーマガジンです。

　NPO の活動を世の中に発信し、賛同を得て

もらうために、NPO の広報活動は非常に大き

な役割を占めています。

　コミュニケーションを考える際に、きちん

と「伝わる」とはどのようなことか、そのため

にはどんな仕組みが必要か。分からないこと

だらけの中で、ちょっとしたヒントがその背

中を強く押してくれるのではないかと信じ、

NPO 目線でコミュニケーションの HOW TO

を紹介するマガジンを発行しています。

Whatʼs 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。

「『いつの間にかエコだったな』って
のを目指してるんです」。そう語って
く れ た の は、武 津 な つ 美 さ ん。
GoodDay はまさにそんな雰囲気に満
ちた団体のようだ。

もともとクラブイベントで集まった
仲間たちが、ざっくばらんにエコな活
動をしたい、そんな気持ちで作ったの
が GoodDay だった。楽しみながらエ
コが出来るイベントを企画・運営する
団体が始めて行ったのは逗子海岸での

「ビーチクリーンイズパーティ」。遊び
ながら浜辺を掃除するこの活動は現在
も続いており、毎年 6 月末から 8 月末
までの 2 ヶ月間、笑いあいながら汗を
流しているという。

武津さんと亀井さんの 2 人は、イベ
ントで共感して運営に加わったそう。

「樹海を掃除する『フジヤマ☆スカベ
ンジ大作戦』に参加したんですが、会

社では出来ないことなので面白かった
んです。スタッフのみんなも楽しそう
でしたしね」（亀井）。スタッフ自身が
活動に没頭できるのも GoodDay の特
徴。企画段階から、自分たちが楽しむ
ことを考えながら作るので、参加した
人にも同じ気持ちを味わって貰えると
いう。「良い意味で真面目じゃないん
です」（武津）。

イベントに参加して貰うことが大き
なポイントとなるため、コンセプトや
告知にも気をつけているという。軽す
ぎず、重すぎない、絶妙なバランスに
こだわり、そこにエコの要素を加えて
いく。告知文はポップにし、ネットと
クチコミをメインに、最近ではＳＮＳ
やツイッターも活用する。参加者が気
軽に参加しやすいように、新しいツー
ルも積極的に活用する。この姿勢が参
加者の多さにつながっている。

NPO GoodDay
武津なつ美 さん
亀井雅美 さん
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6 月号に引き続き 2 号連続となる今レポートでは、震災から 100 日以上が経過した今、被災地でどのような NPO ／非

営利の取り組みがはじまっているかを紹介し、その中で今後 NPO の活動において、コミュニケーションに何ができる

のか考察します。

生活者全員に公平に物資を

配るのではなく、それぞれ

が必要とする物資を選んで

もらうという形式で、毎回、

数百～千人程度が参加して

います。無料で支援物資を

配布するという意味では従

来とあまり変わりません

が、フリーマーケット形式

にすることで被災者のニー

ズにきめ細かく対応するこ

とが可能となります。また、

被災者にとって「自分のほ

しいものを選び、買い物を

する（この場合は無料です

が）」という行為が日常生

活の一部を取り戻す作業で

あるといえます。徐々にで

はありますが、「避難生活」

から「日常生活」へと戻っ

ていく実感を持ってもらうことが何

より重要な要素といえるでしょう。

加えて、フリーマーケット会場で

の立ち話から、新しい支援の方法や、

それをどのように継続的に行ってい

くかのヒントが得られることもある

そうです。

また、このフリーマーケットの開

催にあたっては、ヤマト運輸などの

民間企業も継続的に支援を行ってい

ます。

■2. 経済の復興活動

2 つ目は、被災地の「経済」を復

興させるための活動です。

地震・津波による被害や避難生活

によって地域コミュニティが縮小し

たために、小売業や飲食業が成り立

たなくなってしまった地域が多数あ

ります。経済的に困窮している被災

者が多い中で、これらのビジネスを

再建していくことは容易ではありま

せん。

そういった地域において再建を目

指す小規模ビジネスを支援する動き

がいくつかあります。そのひとつが、

東北各地のお店の商品やサービスを

動 画 で 紹 介 す る ウ ェ ブ サ イ ト

「YouTube ビジネス支援チャンネ

ル」です。東北に拠点を持つ地方新

聞社 7 紙と Google が運営する動画

サイト YouTube が手を組んで運営

しています。

震災以降、地域に根を張って報道

を続ける地方紙の活躍は目覚ましい

ものがありました。しかし、その報

道が届く範囲には限界があり、地域

の外へのアプローチはどうしても弱

くなってしまいます。そこで、世界

中からアクセス可能な動画サイト

「YouTube」との連携が生きてきま

す。「YouTube ビジネス支援チャン

ネル」の開設により、日本中どこか

らでもそのお店の商品を通販で買え

るようになりました。

こ の プ ロ ジ ェ ク ト に お い て、

YouTube だけでは地域の 1 軒 1 軒

のお店の情報を収集し、動画を撮影

するのは不可能だったでしょう。地

方紙の取材力と長年地元で培ってき

た信用により、多くのお店が全国に

向けた販売チャネルを持つことが可

能となりました。

今後も、「東日本、営業中！」と

いうスローガンのもと、日本全国か

ら注文や問い合わせを集めて、東北

地方の小規模ビジネス復興に貢献し

ていくことでしょう。

■3. 心の復興活動

3 つ目は、被災者の「心」を復興

させるための活動です。

1995 年 の 阪 神・淡 路 大 震 災 や

2004 年の新潟県中越地震のあと、

多くの被災者が心の傷を抱えたり、

避難所で孤独死が多発するなど様々

な課題が残りました。特に復興期に

おいて重要でありながらも忘れられ

がちなのが、「心のケア」です。

今回の震災においては、復興まで

大変な長丁場になるという見通しか

ら、多くの NPO が早い段階から被

災者の心のケアに着目した活動を行

npo-co 7月号特集

被災地で続々はじまっている新しい活動。

今回の東日本大震災は被災地が広

範囲にわたるため、その状況にはか

なりのばらつきがあります。相変わ

らず瓦礫の撤去が進んでいない箇所

もあれば、瓦礫を集める作業が進み

一部地面が見えるようになりつつあ

る場所もあります。被災地で活動し

ている NPO も、震災から日数が経

過していくにつれ、その活動内容に

多様性が見られるようになってきま

した。

NPO 等が被災地で行っているその

活動内容は大きく 3 つに分けられる

ようです。

■1. 生活復興の活動

1 つ目は、被災者の「生活」を復

興させるための活動です。

人命救助が最優先の「緊急対応期」

が過ぎ、まだ多くの被災者が避難所

での生活を強いられていますが、そ

の数は減りつつあります。細分化さ

れた第１次避難所から 2 次、3 次避

難所へと移動するにつれ集約が進

み、徐々に生活再建への道を進んで

います。また一部では仮設住宅への

入居も始まっています。

そんな中、「フリーマーケット形

式」で支援物資の配布を行っている

のが、複数の NPO 法人やボランティ

ア団体によって結成された民間の任

意団体「宮城復興支援センター」で

す。

この団体は、避難所や仮設住宅に

近い公共施設等で「無料フリーマー

ケット」を行っています。避難所の

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.2

南三陸町民対象の
フリーマーケットの様子
http://www.gakuwarinet
.com/ganbaro/ より引用

YouTube ビジネス支援チャンネル
地方新聞社と YouTube が手を組んで、地元の商品やサービスを動画で紹介する YouTube
の公式チャンネル。「東日本、営業中！」というスローガンのもと、日本全国から注文や問
い合わせを集めて、東日本のビジネスを支援している。
http://www.youtube.com/user/HigashiNihon
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たなくなってしまった地域が多数あ

ります。経済的に困窮している被災

者が多い中で、これらのビジネスを

再建していくことは容易ではありま

せん。

そういった地域において再建を目

指す小規模ビジネスを支援する動き

がいくつかあります。そのひとつが、

東北各地のお店の商品やサービスを

動 画 で 紹 介 す る ウ ェ ブ サ イ ト

「YouTube ビジネス支援チャンネ

ル」です。東北に拠点を持つ地方新

聞社 7 紙と Google が運営する動画

サイト YouTube が手を組んで運営

しています。

震災以降、地域に根を張って報道

を続ける地方紙の活躍は目覚ましい

ものがありました。しかし、その報

道が届く範囲には限界があり、地域

の外へのアプローチはどうしても弱

くなってしまいます。そこで、世界

中からアクセス可能な動画サイト

「YouTube」との連携が生きてきま

す。「YouTube ビジネス支援チャン

ネル」の開設により、日本中どこか

らでもそのお店の商品を通販で買え

るようになりました。

こ の プ ロ ジ ェ ク ト に お い て、

YouTube だけでは地域の 1 軒 1 軒

のお店の情報を収集し、動画を撮影

するのは不可能だったでしょう。地

方紙の取材力と長年地元で培ってき

た信用により、多くのお店が全国に

向けた販売チャネルを持つことが可

能となりました。

今後も、「東日本、営業中！」と

いうスローガンのもと、日本全国か

ら注文や問い合わせを集めて、東北

地方の小規模ビジネス復興に貢献し

ていくことでしょう。

■3. 心の復興活動

3 つ目は、被災者の「心」を復興

させるための活動です。

1995 年 の 阪 神・淡 路 大 震 災 や

2004 年の新潟県中越地震のあと、

多くの被災者が心の傷を抱えたり、

避難所で孤独死が多発するなど様々

な課題が残りました。特に復興期に

おいて重要でありながらも忘れられ

がちなのが、「心のケア」です。

今回の震災においては、復興まで

大変な長丁場になるという見通しか

ら、多くの NPO が早い段階から被

災者の心のケアに着目した活動を行

npo-co 7月号特集

被災地で続々はじまっている新しい活動。

今回の東日本大震災は被災地が広

範囲にわたるため、その状況にはか

なりのばらつきがあります。相変わ

らず瓦礫の撤去が進んでいない箇所

もあれば、瓦礫を集める作業が進み

一部地面が見えるようになりつつあ

る場所もあります。被災地で活動し

ている NPO も、震災から日数が経

過していくにつれ、その活動内容に

多様性が見られるようになってきま

した。

NPO 等が被災地で行っているその

活動内容は大きく 3 つに分けられる

ようです。

■1. 生活復興の活動

1 つ目は、被災者の「生活」を復

興させるための活動です。

人命救助が最優先の「緊急対応期」

が過ぎ、まだ多くの被災者が避難所

での生活を強いられていますが、そ

の数は減りつつあります。細分化さ

れた第１次避難所から 2 次、3 次避

難所へと移動するにつれ集約が進

み、徐々に生活再建への道を進んで

います。また一部では仮設住宅への

入居も始まっています。

そんな中、「フリーマーケット形

式」で支援物資の配布を行っている

のが、複数の NPO 法人やボランティ

ア団体によって結成された民間の任

意団体「宮城復興支援センター」で

す。

この団体は、避難所や仮設住宅に

近い公共施設等で「無料フリーマー

ケット」を行っています。避難所の

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.2

南三陸町民対象の
フリーマーケットの様子
http://www.gakuwarinet
.com/ganbaro/ より引用

YouTube ビジネス支援チャンネル
地方新聞社と YouTube が手を組んで、地元の商品やサービスを動画で紹介する YouTube
の公式チャンネル。「東日本、営業中！」というスローガンのもと、日本全国から注文や問
い合わせを集めて、東日本のビジネスを支援している。
http://www.youtube.com/user/HigashiNihon
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今回の東日本大震災の被害はあま

りに広範なため、NPO による活動成

果の全貌が見えにくくなっていま

す。しかし、実は今までよりもはる

かに迅速に、様々な非営利のアク

ションが行われています。

なぜ、被害がかくも甚大な中でこ

のようなことができたのか。そのひ

とつの答えは、吉本興行が震災直後

の 3 月 15 日に発表した、次の文章

に示されているように思います。

1995 年に発生した阪神・淡路大

震災の折には、私たちは、ただただ、

劇場公演の中止、イベントの自粛、

テレビ出演の自粛等をするのみで、

あとは、所属タレントが個々にボラ

ンティア活動を行っているだけの、

本当に無力な存在になってしまいま

した。私たちとしては、このような

状況に忸怩たる思いを抱いておりま

した。今度こそ、「自粛する」こと

ではなく、「行動する」ことで、私

たちなりに被災者のみなさまの力に

なりたいという気持ちでいっぱいで

す。

「笑い」のあるところには、必ず、

希望が生まれます。

「こんなときにあほやな」「考えな

しやな」と言われるかもしれません

が、わたしたちは、こんなときだか

らこそ、希望に光を当てていきたい

と真剣に願っております。私たちは

みなさまの笑顔に育てられてきた

「笑い」の会社です。
吉本興業「『東北地方太平洋沖地震』に関する
弊社の思いと取り組みについて」より引用
http://www.yoshimoto.co.jp/corp/news/
20110315.html

この文章には、今回の震災を受け

てどのように考え、どのようなアク

ションをするのかが端的に示されて

います。

大災害に際しては、多くの混乱が

起こります。それゆえアクションを

起こそうとする人には、様々な視点

から批判が集まり、行動を躊躇して

しまいがちです。しかし、以前の災

害の際に得た教訓や、思い残しがあ

るからこそ、吉本興行のような大企

業も、そして個人も、今回の震災に

あたっては、悲しみ、自粛するより

も、まずは勇気を持ってアクション

を起こそう、という心を持てたので

はないでしょうか。

ただし、繰り返しになりますが、

今回の震災での被害は、非常に深刻

で広範囲に渡ります。また、阪神・

淡路大震災当時に比べると、日本の

財政の弱体化は目を覆うような状態

です。復興に向けて十分な財源を確

保できるとは、とても思えません。

そのような中、復興にあたって NPO

に期待される役割はかつてなく大き

く、その活動を継続していく必要が

あります。そのためには、積極的な

コミュニケーション活動を行い、当

事者意識を持つ人を増やしていかな

くてはなりません。

今回リサーチしてわかったこと。

それは、復興に関する活動はまだま

だ始まったばかりで、本当に地元に

浸透して成果をあげていくためには

これからが勝負だということです。

では、今後 NPO が復興支援をし

ていく中でポイントになりそうなこ

とは何だろうか、そう考えたときに

思い至ったのは、「自分たちが何者

であるか、常に見つめ直して、頭でっ

かちになることなく、楽しくみんな

を巻き込んでいく」ということ。そ

れは実は、NPO のマーケティングで

も、また、自分が仕事で携わってい

る民間企業のマーケティングでも当

たり前にやっていることであったり

します。以上のような視点で、今後、

NPO が復興支援活動をしていく上で

のコミュニケーション上のポイント

を 3 つにまとめて、今回のレポート

からの提言としたいと思います。

1. 被災地、ではなく、それぞれが

個性ある「地元」

「被災地」とひとくくりにしてし

まうことが続くと、「被災地を支援

する」という上下関係の意識がいつ

までも抜けません。

「被災地にボランティアに来ても

らう」ということではなく、それぞ

れの地域の特色が何であったのか、

この地域に本来どんな魅力があるの

かをきちんと捉えなおすことが大切

となってくるでしょう。

2.NPO活動先進地域ととらえる

被災地の外から関わる人は、今回

被災した地域は、NPO などの非営利

活動がぐっと進んでいる先進地域、

と捉え直しましょう。その上で自分

のスキルや興味に合わせた活動を勉

強させてもらうつもりでやっていく

べきです。「復興」と大きく掲げす

ぎると、焦点がみえにくくなり、か

えって興味が続かなくなります。

3. 頭でっかちよりも、心に届くアク

ションで

アクションを息長く続けさせるた

めには、「復興のためにはこれが必

要！」と声高にさけぶだけではなく、

飲み会やエンターテインメントな

ど、肩の力を抜いて続けられるコ

ミュニケーション施策を取り入れて

いくことが必要です。

情報が多すぎて整理しづらくなっ

てきているのが今回の復興活動の特

徴のひとつでもありますが、特徴的

なトピックを共通の話題としてじっ

くり考えてみることも重要と考えて

います。本誌では、今後も特に気に

なったトピックについて報告させて

いただきます。

（報告者：加雅屋 拓）

今後のNPO／非営利の活動継続に向けてコミュニケーションができること

「復興期」におけるこれからのNPOコミュニケーションのポイント

っています。

被災地で「移動図書館プロジェク

ト」を行っているのは、アジア各国

で子どもたちへの教育・文化支援を

行っている NGO、公益社団法人シャ

ンティ国際ボランティア会（SVA）。

今回の震災を受けて、図書館が壊滅

的な被害を受けた岩手県の沿岸部の

方たちに本を届けようと、車に本を

500 冊近く積み仮設住宅を中心に巡

回しています。本の貸し出しのほか、

テントを張っておしゃべりができる

コミュニティスペースも作っている

とのこと。本を通して良質の物語を

届けることが、被災地で生活する

人々の心のケアにつながっているの

です。

また、この分野では、民間企業の

活動も活発に行われています。

その一例としてあげられるのは、

吉本興行の「よしもとあおぞら花

月」。被災地からの依頼を受け付け、

「あおぞら花月」という無料のお笑

いイベントを行っています。7 月に

は「移動あおぞら花月」と称した活

動がスタート。アート引越センター

とタッグを組み、トラックの荷台を

そのまま舞台に改装。舞台を避難所

にそのまま持ちこめるようにしたこ

とで、受け入れ側の負担を軽減して

いるのです。

支援する側による一方的な「押し

付け」となってしまいがちなこの手

の活動ですが、受け入れ側のニーズ

をしっかりと把握すること、そして

なるべく受け入れ側の負担を軽減す

ることが重要といえるでしょう。

シャンティ国際ボランティア会（SVA）
SVA は 1981 年にカンボジア難民の救済活動のため設立。現在では、タイ、カンボジア、ラオス、ミャンマー（ビルマ）難民キャンプ、
アフガニスタンに事務所を構え図書室の設置や絵本出版を行っています。東日本大震災発生後、宮城県気仙沼市と岩手県遠野市
に事務所を構え被災地支援を行っています。

よしもとあおぞら花月　http://yell.yoshimoto.co.jp/aozora.php

←SVAによる移動図書館準備の様子
　 http://www.sva.or.jp/ より引用
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果の全貌が見えにくくなっていま

す。しかし、実は今までよりもはる

かに迅速に、様々な非営利のアク

ションが行われています。

なぜ、被害がかくも甚大な中でこ

のようなことができたのか。そのひ

とつの答えは、吉本興行が震災直後

の 3 月 15 日に発表した、次の文章

に示されているように思います。

1995 年に発生した阪神・淡路大

震災の折には、私たちは、ただただ、

劇場公演の中止、イベントの自粛、

テレビ出演の自粛等をするのみで、

あとは、所属タレントが個々にボラ

ンティア活動を行っているだけの、

本当に無力な存在になってしまいま

した。私たちとしては、このような

状況に忸怩たる思いを抱いておりま

した。今度こそ、「自粛する」こと

ではなく、「行動する」ことで、私

たちなりに被災者のみなさまの力に

なりたいという気持ちでいっぱいで

す。

「笑い」のあるところには、必ず、

希望が生まれます。

「こんなときにあほやな」「考えな

しやな」と言われるかもしれません

が、わたしたちは、こんなときだか

らこそ、希望に光を当てていきたい

と真剣に願っております。私たちは

みなさまの笑顔に育てられてきた

「笑い」の会社です。
吉本興業「『東北地方太平洋沖地震』に関する
弊社の思いと取り組みについて」より引用
http://www.yoshimoto.co.jp/corp/news/
20110315.html

この文章には、今回の震災を受け

てどのように考え、どのようなアク

ションをするのかが端的に示されて

います。

大災害に際しては、多くの混乱が

起こります。それゆえアクションを

起こそうとする人には、様々な視点

から批判が集まり、行動を躊躇して

しまいがちです。しかし、以前の災

害の際に得た教訓や、思い残しがあ

るからこそ、吉本興行のような大企

業も、そして個人も、今回の震災に

あたっては、悲しみ、自粛するより

も、まずは勇気を持ってアクション

を起こそう、という心を持てたので

はないでしょうか。

ただし、繰り返しになりますが、

今回の震災での被害は、非常に深刻

で広範囲に渡ります。また、阪神・

淡路大震災当時に比べると、日本の

財政の弱体化は目を覆うような状態

です。復興に向けて十分な財源を確

保できるとは、とても思えません。

そのような中、復興にあたって NPO

に期待される役割はかつてなく大き

く、その活動を継続していく必要が

あります。そのためには、積極的な

コミュニケーション活動を行い、当

事者意識を持つ人を増やしていかな

くてはなりません。

今回リサーチしてわかったこと。

それは、復興に関する活動はまだま

だ始まったばかりで、本当に地元に

浸透して成果をあげていくためには

これからが勝負だということです。

では、今後 NPO が復興支援をし

ていく中でポイントになりそうなこ

とは何だろうか、そう考えたときに

思い至ったのは、「自分たちが何者

であるか、常に見つめ直して、頭でっ

かちになることなく、楽しくみんな

を巻き込んでいく」ということ。そ

れは実は、NPO のマーケティングで

も、また、自分が仕事で携わってい

る民間企業のマーケティングでも当

たり前にやっていることであったり

します。以上のような視点で、今後、

NPO が復興支援活動をしていく上で

のコミュニケーション上のポイント

を 3 つにまとめて、今回のレポート

からの提言としたいと思います。

1. 被災地、ではなく、それぞれが

個性ある「地元」

「被災地」とひとくくりにしてし

まうことが続くと、「被災地を支援

する」という上下関係の意識がいつ

までも抜けません。

「被災地にボランティアに来ても

らう」ということではなく、それぞ

れの地域の特色が何であったのか、

この地域に本来どんな魅力があるの

かをきちんと捉えなおすことが大切

となってくるでしょう。

2.NPO活動先進地域ととらえる

被災地の外から関わる人は、今回

被災した地域は、NPO などの非営利

活動がぐっと進んでいる先進地域、

と捉え直しましょう。その上で自分

のスキルや興味に合わせた活動を勉

強させてもらうつもりでやっていく

べきです。「復興」と大きく掲げす

ぎると、焦点がみえにくくなり、か

えって興味が続かなくなります。

3. 頭でっかちよりも、心に届くアク

ションで

アクションを息長く続けさせるた

めには、「復興のためにはこれが必

要！」と声高にさけぶだけではなく、

飲み会やエンターテインメントな

ど、肩の力を抜いて続けられるコ

ミュニケーション施策を取り入れて

いくことが必要です。

情報が多すぎて整理しづらくなっ

てきているのが今回の復興活動の特

徴のひとつでもありますが、特徴的

なトピックを共通の話題としてじっ

くり考えてみることも重要と考えて

います。本誌では、今後も特に気に

なったトピックについて報告させて

いただきます。

（報告者：加雅屋 拓）

今後のNPO／非営利の活動継続に向けてコミュニケーションができること

「復興期」におけるこれからのNPOコミュニケーションのポイント

っています。

被災地で「移動図書館プロジェク

ト」を行っているのは、アジア各国

で子どもたちへの教育・文化支援を

行っている NGO、公益社団法人シャ

ンティ国際ボランティア会（SVA）。

今回の震災を受けて、図書館が壊滅

的な被害を受けた岩手県の沿岸部の

方たちに本を届けようと、車に本を

500 冊近く積み仮設住宅を中心に巡

回しています。本の貸し出しのほか、

テントを張っておしゃべりができる

コミュニティスペースも作っている

とのこと。本を通して良質の物語を

届けることが、被災地で生活する

人々の心のケアにつながっているの

です。

また、この分野では、民間企業の

活動も活発に行われています。

その一例としてあげられるのは、

吉本興行の「よしもとあおぞら花

月」。被災地からの依頼を受け付け、

「あおぞら花月」という無料のお笑

いイベントを行っています。7 月に

は「移動あおぞら花月」と称した活

動がスタート。アート引越センター

とタッグを組み、トラックの荷台を

そのまま舞台に改装。舞台を避難所

にそのまま持ちこめるようにしたこ

とで、受け入れ側の負担を軽減して

いるのです。

支援する側による一方的な「押し

付け」となってしまいがちなこの手

の活動ですが、受け入れ側のニーズ

をしっかりと把握すること、そして

なるべく受け入れ側の負担を軽減す

ることが重要といえるでしょう。

シャンティ国際ボランティア会（SVA）
SVA は 1981 年にカンボジア難民の救済活動のため設立。現在では、タイ、カンボジア、ラオス、ミャンマー（ビルマ）難民キャンプ、
アフガニスタンに事務所を構え図書室の設置や絵本出版を行っています。東日本大震災発生後、宮城県気仙沼市と岩手県遠野市
に事務所を構え被災地支援を行っています。

よしもとあおぞら花月　http://yell.yoshimoto.co.jp/aozora.php

←SVAによる移動図書館準備の様子
　 http://www.sva.or.jp/ より引用
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『column sugiX』vol.13『column sugiX』vol.13 幾何学デザイン＝自然数学幾何学デザイン＝自然数学

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

これまでちょっと影の薄い存在

だった秋田。でも今後、日本中から

注目される県になるかもしれませ

ん！ 実は、秋田は風力、地熱など自

然エネルギー豊富な地域。特に風力

は、防風の松林があるため民家がな

く低周波などの被害が少ない貴重な

海岸をもつ県です。

今、その中でも『風の王国プロジェ

クト』が注目を浴びています。「風

車 1,000 本、秋田の挑戦」という

キャッチフレーズのこのプロジェク

ト。秋 田 沿 岸 と 大 潟 村 合 わ せ て

1000 本風車を建てる壮大な計画で、

実は震災前の 2008 年から活動が始

まっています。すでに 148 基の FS

（実行可能性）調査が終わり、資金

があれば建てられる状態です。しか

も、ただの自然エネルギー推進だけ

でなく、秋田で経済効果と雇用を生

み出そうという計画。東京都や国と

の連携も始まっており、東京に電力

を売る「地産都消」構想もあります。

東京の人が秋田で作られた自然エネ

ルギーで生活、なんてことが実現す

るかもしれません。

代表の山本久博さんは「このプロ

ジェクトを足がかりに、未来に秋田

に暮らす人々が秋田に住んでて良

かったと心から思えるような、豊か

な県土の創造に向け活動を続けてい

きたい」と話しています。未来のた

めに、秋田も日本もみんなで力を合

わせていかなくてはいけない時で

す。

風の王国プロジェクト：
http://kaze-project.jp/

“本郷” と言えば？ 赤門、東京大

学とすぐ答える方がほとんどでしょ

う。そうです。昔からアカデミック

な町です。

とりわけ明治時代は、『小説神髄』

の坪内逍遥の住居があり、言文一致

体の『浮雲』の二葉亭四迷をはじめ、

正岡子規、夏目漱石が往来し、島崎

闘藤村、徳田秋声、北原白秋、石川

啄木、宮沢賢治らも住んでいた日本

文学の聖地。

では、金魚すくいができる江戸時

代創業の金魚屋さんはご存知です

か？ まるでタイムスリップしたかの

ような “一葉の井戸” へは行ったこ

とがありますか？　

どんな町にも歴史があり、今の姿

があるわけですが、あっという間に

密集していた住宅地が取り壊され、

マンションが建ってしまうと風情も

コミュニティも歴史さえも跡形もな

く消えてしまうものです。しかし、

一葉が貧しくも夢をもって生活して

いた現本郷 4 丁目の一角には、木造

建ての古民家が随所に残り、風鈴の

音が響き、狭い路地に並ぶ植木鉢、

小さなポンプ式の井戸、揺れる簾、

銭湯のエントツ……。それは昭和初

期を連想させる風景ですが、どこか

一葉が暮らしていた空気感が息づい

ているようです。東京のド真ん中に

こんな場所があるのか！ と、驚くほ

ど。それが本郷菊坂下道界隈の魅力

です。

ところで、樋口一葉は 4 歳の明治

9 年から、赤門前の真寺東隣に 9 歳

まで住んでいましたが、父の死後生

活が一転し、菊坂と並行に走る菊坂

下道に 18 歳のときに転居。洗い張

りや針仕事をし、菊坂にある質屋通

いをしながら中島歌子の歌塾・萩の

舎（春日町の安藤坂）へ通っていた

といいます。下谷竜泉寺町で雑貨屋

を営み、24 歳のときは丸山福山町

（文京区西片）へ移転。「たけくらべ」

「にごりえ」など多くの名作が生ま

れました。しかしそんな矢先、25

歳で逝ってしまいます。なんて、短

くて熱い一生でしょう。

さて、もうひとつ、金魚屋さんと

は、名物菊坂コロッケを売る肉やの

向かいの路地を入ったところにある

350 年の歴史ある金魚・錦鯉問屋・

吉田晴亮商店。金魚すくいに興じた

後は水槽を利用して建てたカフェ・

金魚坂でひと休みできます。一葉も

たびたび金魚を見に来ていたといわ

れています。また、炭団坂上の崖上

の常盤会館では正岡子規が寮生活し

ており、すれ違っていたかもしれま

せん。まさに歴史ロマンを感じたけ

れば、司馬遼太郎『街道をゆく本郷

界隈』をご参考に。

また、菊坂下道沿いの “本郷菊坂

まちのえき” では、町歩きガイドも

依頼できるそうです。

余談ですが、菊坂を下ったところ

にある創業明治 10 年のゑちごやの

手作り小倉アイスクリームもぜひ。

ご主人いわく『最近歴史散歩してい

る人が減っているんだよ』と嘆いて

おられました。

スタンから帰ってきてからはや
二ヶ月が過ぎようとしている。スタ
ンプロジェクトで表現したいテーマ
は二つある、その一つ、アラベスク

（幾何学デザイン）の追求。
日本に帰ってきても尚深堀してい

る訳だが、結局のところアラベスク
に多大な影響を与えたのは、唯一神
信仰（イスラム信仰）だと思ってい
る。唯一新信仰においては神を絶対
のものとして捉える。絶対である神
には有限はなく、神が想像するもの
は無限に広がっていくことを意味し
ている。このことは逆に言えば、無
限に広がっていく物を表すことに
よって、それらを作り出した元とな
る神の絶対性が示されるということ
を意味するのである。

神の真理を知る方法として、神の
作り出した自然の法則を探究すると
いう方法論がよくとられている。そ
の結果として数学・物理学などの発
展につながることになる（イスラム
社会のウズベキスタンでは早くから
数学が発展していた。）　黄金期に
入ったイスラムが自然の法則を求め
てギリシア哲学に傾倒したのもこの
ような理由があるのである。

まさに神の追求こそが彼らの生き
る理由であり、神への愛の表現なの
である。まとめれば

①神様のことがもっと知りたい、で
も神様のことをよく知るためには
どのような方法があるかな？

②神様は絶対だから、人の作り出し
た絵や彫刻で表すことなんて当然
にできないよ（偶像崇拝の禁止）

③そうだ、神様の作り出した自然法
則（数学、天文学）を使うことに
よって、神様の作り出した世界を
あらわそう

④神様は無限の存在だから、神様の
作るものは無限になるはずだよ

ね。また、絶対である神様が無秩
序のものを作るわけがないよね

⑤アラベスク

幾何学デザインとはまさに数学の
デザイン。

元来デザインは理系だと思ってい
る私にとって、なかなか好きな分野
であったりする。イスラムの無限（ア
ラベスク）＝自然数学＝神の追求。

アラベスクをテーマに現在制作を
行っております。発表は今年秋。お
楽しみに。

狭い路地奥にある “一葉の井戸” 。ここにかつ
て一葉が住んでいた。当時はつるべ式だったん
だろうなあ。

菊坂沿いに古いたたずまいを見せている伊勢屋
質店

規模は縮小されているが 350 年もの歴史があ
る金魚・錦鯉問屋・吉田晴亮商店

水槽を再利用して建てたカフェ・金魚坂の
アップルパイ
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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

これまでちょっと影の薄い存在

だった秋田。でも今後、日本中から

注目される県になるかもしれませ

ん！ 実は、秋田は風力、地熱など自

然エネルギー豊富な地域。特に風力

は、防風の松林があるため民家がな

く低周波などの被害が少ない貴重な

海岸をもつ県です。

今、その中でも『風の王国プロジェ

クト』が注目を浴びています。「風

車 1,000 本、秋田の挑戦」という

キャッチフレーズのこのプロジェク

ト。秋 田 沿 岸 と 大 潟 村 合 わ せ て

1000 本風車を建てる壮大な計画で、

実は震災前の 2008 年から活動が始

まっています。すでに 148 基の FS

（実行可能性）調査が終わり、資金

があれば建てられる状態です。しか

も、ただの自然エネルギー推進だけ

でなく、秋田で経済効果と雇用を生

み出そうという計画。東京都や国と

の連携も始まっており、東京に電力

を売る「地産都消」構想もあります。

東京の人が秋田で作られた自然エネ
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マンションが建ってしまうと風情も
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「にごりえ」など多くの名作が生ま

れました。しかしそんな矢先、25

歳で逝ってしまいます。なんて、短

くて熱い一生でしょう。

さて、もうひとつ、金魚屋さんと

は、名物菊坂コロッケを売る肉やの

向かいの路地を入ったところにある
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吉田晴亮商店。金魚すくいに興じた
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　環境エンターテインメント

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。

普通と、ちょこっと違う秋葉原へ。
licolita（リコリタ）

http://licolita.org/　

writer：もっちゃん

都内の某 NPO センター新人職員。NPO の困りごと
に対する相談対応、講座の講師や、各種イベントの
企画・運営を行っている。プライベートでは a-con
の運営委員として、「人と人、人と NPO のつながり
を作る」ことをテーマに活動中。

writer：クロ

writer：いっしー

　「打ち水」ー 庭や道路など屋外

に水をまく、昔からの日本の風習で

す。今回は連日の猛暑の中、こうし

た日本の伝統風習を「うち水っ娘大

集合！」という環境エンターテイン

メントとして企画し、秋葉原からエ

コアクションを訴えるユニークな団

体、licolita【リコリタ】を紹介します。

　「うち水っ娘大集合！」は参加者

が思い思いの格好にコスプレをする

ことで「うち水っ娘」に変身して、

お風呂の残り水など一度使った水を

使って楽しく打ち水をして秋葉原を

冷やす活動です。

　打ち水は、手軽にできるヒートア

イランド対策、地球温暖化対策とし

て実際に気温を下げるのはもちろん

のこと、その活動を通して環境問題

を啓発し、水の二次利用を促進する

とともに世代を越えた地域コミュニ

ティの活性化につながるなど、その

効果は多岐にわたります。

　「うち水っ娘大集合！」ではこう

した打ち水という伝統風習にコスプ

レという要素を加えることで、単な

る社会貢献活動ではなく環境エン

ターテインメントに仕上げることに

成功しました。

　こうすることで「社会貢献」への

敷居が下がり、参加者は年々増え続

け、秋葉原という土地柄も相まって

か、地元のたくさんの店舗、企業、

そして千代田区役所も協力、協賛し

てくれるようになりました。

　これからの社会貢献活動というも

のは、参加者自身に何らかの利益が

ある、あるいは満足できるものでな

いと広まらず、持続しないように感

じます。その意味において、この

licolita の活動は自分の好きなこと、

利己的なことをしていると思ってい

たら社会のため、つまり利他的なも

のになっていた、というこれからの

NPO のアクションのお手本であると

言えます。

去年の 12 月ごろのお話。女性起

業家の育成支援をしている NPO が

活動発表会のイベントを行ったので

すが、そのイベントのコーディネー

トをお手伝いした関係で、当日顔を

出すことになりました。

NPO の会員の起業家さん達が商

品をブースに並べ、飾り付けをして、

準備は万端。しかしお客さんはまば

らにしか入って来ず、午後 3 時に

は完全に人の流れが途切れてしま

い、５時までの開催予定が 4 時ご

ろに撤収作業に入ることになってし

まいました。

代表の方は「なんでこんなに良い

イベントなのに、人が来ないのだろ

う」と悩んでいる様子。確かに内容

的にも、会場周辺の人通り的にも、

もっとお客を呼べるイベントだと思

いました。

「なんで入って来ないんですか

ねー？」なんて相槌を打ちながら会

場を回っているうちに、もしかして

コレのせいかも……と思うものを見

つけました。入口の看板にイベント

のチラシを貼っていたのですが、そ

の上に大きく「NPO のイベントで

す」とマジックで書いてアピールし

ていたのです。通りがかる人達がそ

の看板を物珍しそうに眺め、そして

去って行きます。

“NPO である” ということをア

ピールしてしまう。こういうこと、

けっこうあります。

確 か に テ レ ビ や 雑 誌 な ど で も

NPO が取り上げられることが多く

なり、一般に浸透してきたような気

もします。でも実際には一般市民に

とって NPO はまだまだ遠い存在で

す。NPO＝怪しい団体と思ってい

る人すらいます。まずはそのことを

理解することから始めましょう。

きっと他にアピールするべきこと

があるはず。あなたの団体のミッ

シ ョ ン は 何 で す か？ 団 体 の メ ン

バーは何に共感して集まってきたの

でしょうか？ それが一般市民に伝

わるような言葉を探して下さい。

　本書では、コミュニティデザイン（地域の課題を地域に住む人たちが解決するための方

法）を仕事としている著者が、これまで携わってきた事例一つ一つのプロセスを丁寧に解

説している。

　デザインは社会の課題を解決するためのツールであり、コミュニティのデザインには、

つかう人たちのことを考えることや、つかう人たち同士のつながりの大切さを説く。

　本書では具体的な方法論や解決策が提示されているわけではない。ただ、あらゆる仕事

に通じることとして、人を起点として捉えることの必要性を学ぶことができる。

コミュニティデザイン　人がつながるしくみをつくる
山崎 亮 / 学芸出版社 / 1,890 円 / 256p

「つかわれ方」をデザインすること、「人と人のつながり」をつくること。

ゼロから始める !!
NPO 的パンフレットの作り方
NPO の情報発信に活用されることも多いパンフレット。次号では、パン

フレット特集の前編として、「パンフレットを作ろう！」と決めてから、

実際に原稿づくりに取り掛かるまでの具体的な HOW TO を紹介します。

NEXT! npo-co 8・9月号特集編  集  後  記
２号連続でお届けしました「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」、いかがでしたでしょうか。「自分

たちがなにものであるか、常に見つめ直して、

あたまでっかちになることなく、楽しくみん

なを巻き込んでいく」こと、これは a-con が

活動する際にもいつも念頭に置いておきたい

大切なことだと思っています。

日本がこれから元気と笑顔を取り戻してい

くための長い道のりを、a-con もしっかり歩

いていきたいと改めて感じています。

追伸：7 月号の発行が遅れましたことを、深

くお詫び申し上げます。

＜編 集 長＞

イラスト・hamaionie

http://uchimizukko.chu.jp/

「うち水っ娘大集合！」
の様子

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。

a-con の活動やその他色々な情報を発信しています。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。

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

a-con にアクセス

草の根活動をしている NPO が陥りやすい “広報活動の罠” を紹介し、なるべく手間もお金もかけずに改善できる実践的な方法を教えます。

第1回　”NPO”をアピールしない
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※本誌は、草の根市民基金・ぐらん「2010年度 都内草の根助成」を受けて発行しています。

：NPOコミュニケーションマガジン npo-co 2011年7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
：谷本大樹
：秋本康治　　石田優　　石本貴之　伊藤邦泰　江藤隆文　緒方太郎　川端さやか　黒川照太
　佐藤美弥子　鈴木麻美　白土夏子　田中元博　樗木勇人　西野紀子　浜岡沙織
：太田あづさ　加雅屋拓　sugiX　西野紀子
：石川さくら
：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 >

時には仕事を離れて遊ぶこともコミュニケーションの

一環。普段仕事をしながら NPO 活動に従事している

a-con のような団体では、特に重要な要素となってくる。

そんな息抜きの時間時にみんなを和ませるのが加雅屋拓

理事長のウクレレの音色だ。

もともとハワイアン音楽に使われることが多いこの小

さな弦楽器は、どこにでも気軽に持ち運べるのがいいと

ころ。音色も優しく、どんな曲を弾いても、独特の軽や

かなペースへと変えてくれる。

年に一度夏に行われるキャンプの夜には、加雅屋さん

の冴え渡る歌声とともに、響き渡り、合唱になることも

しばしば。「どんなときにも余裕を失わないように注意し

ています」という加雅屋さんならではのリラックス術と

いえるだろう。

ウクレレ
ハワイ語で「飛び跳ねるノミ」という意味を持つギターによ

く似た弦楽器。日本ではドリフターズの高木ブーさんが使用

している姿を見たことがある人も多いのでは。価格はランク

により大きく変わる。




