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ゼロから始める!!
ＮＰＯ的パンフレットの作り方 [前篇]
発行：NPO法人NPOコミュニケーション支援機構（a‒con）

ワールド・ビジョン

ニコル さん

今回は少し視点を変えて、
ＮＰＯに
参加し寄付などで支援を続けている
「会員」にフォーカス。オーストラリ
ア出身のニコルさんは、日本で英語教
師アシスタントとして就職した時から
国際ＮＧＯワールド・ビジョンの会員
として参加しはじめたという。
「小さい頃教会で “ コンパッション ”
という活動がありまして。これに参加
し てい た こと が キ ッカ ケ で、大き く
なったら参加したいと思ってたんで
す」。
コンパッションは、貧しい国に教会
を作り、子どもたちやその家族に、教
育や食事などを提供していくもの。参
加すると、毎月お金の他、子どもたち
へ手紙を書いたり、布団など物品を寄
付するなどの活動をおこなう。ニコル
さんは当時インドネシアの支援活動に
参加していた。そういった活動に慣れ
親しんでいたので、ワールド・ビジョ
ンへの参加は当然のことのように感じ
たようだ。クリスマスには、親戚一同
で寄付をするそうで、昨年はみんなで
ヤギを送ったとのこと。「今ではグラ
ンパやグランマも含めて家族で参加し
ています」。
今後は、参加するだけではなく、日
本の中で自分の手を使って何かをやっ
て み た い そ う。
「自 分 の た め よ り も、
人のためになにかやってみたいんで
す」。

ニコル
オーストラリアで大学 卒業後、日本で英語教師のア シスタント
ティーチャーとして活躍中。ワールド・ビジョンの会員として世界
の子どもを支援するため寄付を行っている。今は自分の手で子ども
たちのために何か出来ないかを模索中。
写真撮影：玉川萌木

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
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What’s necessary for npo‒co
‒ ワールド・ビジョン
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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

ニコルさん

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、

index

NPO 目線でコミュニケーションの HOW TO

WORD EXPLORER
03‒06

を紹介するマガジンを発行しています。

特集：ゼロから始める!!
NPO的パンフレットの作り方
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[前篇]

npo‒column
正式名称は、

江戸っ娘あづあづの秋田奮闘記

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”

column sugiX
草の根NPOのコミュニケーション まずはココカラ
09

……略して a‒con（えーこん）
。

もっちゃんの日本縦断生活

「NPO の活動を、どう世の中に伝えていった

a‒con’s Book Review
10

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

イイネ！コミュニケーション事例

ケーション」という切り口でお手伝いするユ
ニットです。

編集後記・次号予告
11

Pickup Photo

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。

印刷ギョーカイ用語 第5回

「トンマナ」

ー 制作物に一貫性を生みだす魔法の言葉？ ー

ト ン マナ と は、ト ーン＆マ ナ ー

も、デザインを追求するのはなかな

色づかい・大まかなレイアウトなど

の略で、広告において「コミュニケー

か難しいが、最低限このトンマナを

があげられる。

ションメッセージやデザインなど、

合わせることで、一貫性のあるもの

ただし、このルールに縛られす

その表現から醸し出される雰囲気や

に仕上がるものだ。とくにあちこち

ぎるとメリハリがなくなってしまう

調子に一貫性を持たせる」ことをい

から情報を集めて一つの冊子にする

恐れもある。統一感とメリハリ、こ

う。企業の広告物をつくる際に「ト

場合、統一感が崩れることを防ぐた

のバランスは言葉で説明するのが難

ンマナ合わせて」というと、
同じメッ

めにあらかじめルールを作ってお

しいが、世に出回っている印刷物に

セージを一貫して伝えたいもの、と

く。分かりやすいところで言うと、

触れて「トンマナがあっているか」

いうことを意味する。

ロゴを使ったり、キャッチコピーの

という視点から地道に目を養ってい

統一、“ 調子 ” という点から、書体・

くも重要だ。

NPO が作成する印刷物について
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ゼロから始める !!
NPO 的パンフレットの作り方

[ 前篇 ]

～思い立ったが吉日、でもまずは何から始めよう？
NPO に限らず、
多くの団体が活用する情報発信ツールの１つに、
「パンフレット」があります。パンフレットは、
まとまっ
た情報を掲載することができ、どこにでも持ち運べ、保存もできる、非常に便利なツールです。昨今はインターネット
が普及し、情報収集の手段も多様化してきましたが、それでも多くの団体がパンフレットを持っているのは、NPO にとっ
てパンフレットが親しみやすいツールであるからかもしれません。
あると便利なパンフレット。しかし、いざゼロから作ろうとなると何から手をつけてよいか途方にくれてしま人も多
いはず。今回は、“ はじめて NPO” 向けに、パンフレットの作り方 HOW TO を伝授します。

ンフレットを作るその前に。知っておきたい「基礎知識」
■１．「紙メディア」のあれこれ
パンフレットを含む紙メディアに
は、様々なタイプがあります。
ＮＰ
Ｏの広報活動の中でよく見かけるの
が、「名刺」からはじまり、「リーフ
レット」「パンフレット」
「ダイレク
トメール」「ニュースリリース」
「チ
ラ シ」「フ ラ イ ヤ ー」な ど。用 途 に
応じて様々な種類の紙メディアが活
躍 し て い ま す。ち な み に、本 誌
「npo‒co」はフリーマガジンという
形式で無償配布を行っています。
今回、
「パンフレットを作りたい」
と本誌を手に取られたあなた、一歩
立ち止まって考えてみましょう。今、
あなたの NPO が必要としている広

ンフレット」や「リーフレット」の
を作成することが多くなります。
特に「パンフレット」は、情報量
も多くすることができ、保存もしや
すい、手元に置いていてほしい情報
を発信する際のツールとして適して
います。
一方「ニュースレター」は定期的
に配信されるため、発行頻度にもよ
りますが、１回あたりのボリューム
を決めて発信することがあります。
また、「フライヤー」
「チラシ」はイ
ベントの告知など目的がはっきしり

■３．「パンフレット」のあれこれ
パンフレットにも、実に様々な種
類があります。A4 サイズや A5 サイ
ズのものや、B４サイズのもの。カ
ラー印刷のもの、モノクロ印刷のも
の。使用する紙にこだわったパンフ
レットなどもあります。
見た目の工夫も、読ませるための
大切な技ですが、より重要なのは、
「そのパンフレットで何を伝えたい
のか」をしっかり持つこと。そこか
らパンフレット作りは始まります。

しており、活用期間も限られるため、
情報をしぼり紙サイズを押さえて大
量に印刷することも多いです。

「ボランティア国際年＋10」記念

報ツールはどのようなものでしょう
か。
■２．「パンフレット」とは？
Wikipedia によると「パンフレッ
ト」とは「案内・説明・宣伝広告な
どに用いられる、複数ページの印刷

開催の

物を仮綴じしたもの」とされていま

ご案内
わたした ち

市民がつくる、強くしなやかな社会

す。同様に、
「リーフレット」
は「広告、

11月12 日（土）13 日（日）

2011年

案内や説明などのために、一枚の紙

東京都 社会福祉協議会

るプログラムの紹介などの場合、
「パ
03

東 京 ボランティア・市 民 活 動セ ンター

「広 がれ ボランティアの輪 」連 絡 会 議

N P Oの 活 動 を 、もっと みん なに伝 えよう

に刷られた印刷物」となっています。
NPO の団体紹介や、活動してい

両国国技館 、青山学院大学 ほか

会場：

主催：第20回全国ボランティアフェスティバルTO K YO実 行委員 会

a‒conの紹介パンフレットは、
A4を半分に折ったA5サイズで、
印刷用語的には「リーフレット」
http://www.a‒conweb.net/
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全 国社 会 福 祉 協 議 会

と も に 創 る 未 来 ～ 20 11. 3. 11 東 日 本 大 震 災 ～

11月に行われる「第20回全国ボラ
ンティアフェスティバルＴＯＫYO」は
A4で28Pの「パンフレット」
http://volunteerfestival.jp/

「パンフレットを作ろう！」から始める手順
「パンフレットを作る」というと、文章を書いたり、写真やイラストを載せたりという「紙面づくり」を思い浮かべ
る方も多いと思います。しかし、実際の紙面づくりは後半の工程。「パンフレット作り」には、実に沢山の工程が必要
になります。本号では、パンフレット作りの第一歩、何を始めたらよいかという点から見ていきます。

今回はこの３ステップをご紹介。

後編（来月号）で特集します。

STEP1：「パンフレットの用途」を確認する
■１．「どう使うのか？」

■２．「誰に渡すのか？」

■３．「どのように配るのか？」

ま ず 考 え た い の は、そ の パ ン フ

パンフレットを渡したい相手、す

次に、パンフレットと「誰か」の

レ ッ ト で「誰 に」「何 を」伝 え た い

なわちターゲットの選定も、パンフ

出会いの場をイメージします。NPO

のか、そしてそのパンフレットは「い

レット作りには重要です。

で主 催する イベン ト等で 配る場合

つ」「どのように」相手に渡すのか
という点です。

お年寄りが多ければ、文字は大き
めにしたいので、紙面も大きい方が

は、どのようなサイズでも構わない
こともあります。

用途によって、パンフレットのサ

良いかもしれません。NPO に詳しく

一方、不特定多数に渡したい場合

イズやページ数、モノクロやカラー

ない人に渡したい時は、イラストを

は、ターゲットが集まりそうな場所

かど うかな ど全て がかわ ってきま

多めに分かりやすさを心掛けたいの

に置いたり、イベントで配ることも

す。また、印刷にかけられる予算が

で、ページが増えるかもしれません。

有効です。その際は、その場に適し

どの程度かも、合わせて重要な確認
ポイントになります。

A4サイズはラック立てなど常設スペース
に置くのに適したサイズ。
写真は「東京ボランティア・市民活動セン
ター」にある冊子ラック。

「誰か」を想像することは、パンフ
レットの形状にも影響を与えます。

A５サイズや小さめ変形サイズは、
手軽に持ち運べたり、保管に場所を取らない、
定型封筒に封入することが可能な点が利点。
写真は変形のパンフレットやリーフレット。

たパンフレットのサイズにすること
が有効でしょう。

イベントでは沢山の紙が配られるため、
インパクトが重要。しかし大量に配布する場合、
カラー印刷は予算との相談が必要。
写真は、グローバルフェスタJAPAN2010
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STEP２：「パンフレットの体裁」を検討する

～ファースト検討編

■．「パンフレットの体裁」について
パンフレットの使用用途が固まったら、次は実際にどのようなパンフレットにしたいかを考えます。
NPO の想いをこめて作るパンフレットですが、届けたい相手に受け取ってもらえなければ意味がありません。どうし
たら受け取りやすいパンフレットになるかという視点で考えましょう。その際のチェック項目は下記の通りです。
STEP１の検討ポイント
■パンフレットテーマ（どう使うのか）

■ターゲット（誰に渡すのか）

■配布の仕方（どのように配るのか）

STEP2 の検討ポイント
■ページ数：
基本的に、ページは４の倍数ずつ増えていきます。4P、8P、12P、16P…という具合です。
■パンフレットサイズ：
手渡しや、イベントでの配布であればサイズは問いませんが、ラックなどに置く場合は A4 サイズが良いでしょう。
また、紙面の面積が同じでも、A4 サイズで８ページと、A5 サイズで 16 ページでは、構成が大きく変わります。
A4 は紙面が大きい分ページが少なくなるため、1 ページの情報量が多くなりますが、A5 は見開きスペースが小
さいため、少しずつ読み進めていく冊子となるでしょう。
どのようにパンフレットのストーリーを進めていくかによって、適したタイプを選びましょう。
■紙の種類・紙質：
取っておいてほしいものなら、より厚く上質な紙が向いています。手軽に読んで、読み終わったら廃棄してかま
わなければ、リーズナブルな用紙を使うのも良いでしょう。
■イメージ：
具体的にはステップ４以降の項目ですが、ここでの検討で出てきたアイデアはぜひ書き留めておきましょう。
たとえば、写真を多くしたい、グラフや数表を入れたい、文字でしっかり説明したい、といった紙面のイメージ
なども、後半の紙面づくりに役立ちます。また、カタログ風に沢山の情報を配置したいのか、１冊の冊子で大き
なメッセージを伝えたいのかによっても体裁は変わってくるでしょう。

例：JUON
ネットワーク 「間伐材割り箸啓発パンフレット」作成プロジェクトの検討プロセス
例：JUONネットワーク
2011 年上期に a‒con でお手伝いをした、
「間伐材
割り箸啓発パンフレット」を作る際は、JUON ネット
ワークさんと「使用目的」を下記の通り整理した上で、
パンフレットの仕様について右のように３方向で検討
し、メリット・デメリットを話し合って案を絞ってい
きました。
●メインターゲット：
大学生協の学生委員

方向性１

●冊子サイズ / ページ数：
３方向で検討（右表）
価格は 5,000 部・コート紙使用・両面フルカラーの場合
※印刷会社によって、価格は異なります
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方向性３

A4・8P

B5・8P

A5・16P

カタログ風

パンフレット変形

絵本風

価格

約15万円

約14万円

約15万円

サイズ

大

中

小

パンフレット
タイプ

長所

・サイズが大きいため、並 ・A4サイズの資料をもらう ・頁数が多いため、物語風
べた時に他のパンフに埋
に一頁に少しずつ、丁寧
ことが多い学生にとって
もれにくい。
に語ることが出来る。
は、逆に目立つサイズ。
・一頁に入れられる情報量 ・大きさで他のパンフレッ ・ 気 軽 に 読 み や す い 仕 立
が多い。
て。
トとの差別化が図れる。
・レイアウトやデザイン
に、工夫が出来る余地が
多い。
・グラフやデータを挿入し
やすい。

短所

・一頁の情報量が多くなる ・ ス ペ ー ス が 限 ら れ る た ・サイズが小さい。
分、商品カタログのよう
（現状の半分サイズ）
め、情報量の精査が必
になりがち。
・一頁に入る情報量は少な
要。
・大きくて薄いため、旅行
い。
パンフレットのようにぞ
んざいな扱いをされない
か懸念。

目的

・しっかりと情報を読み込 ・気軽に手にとって、読ん ・間伐材割り箸・ＪＵＯＮ
ませる。
への興味の入り口として
でもらう。
の機能。
・精査された情報をコンパ
クトにまとめ、伝える。 ・気軽に手にとって、読ん
でもらう。

●目的・役割：
・間伐材割り箸に対する理解を深めてほしい
・間伐材割り箸の周囲への啓発 / 波及のきっかけに
興味を持った人に、
ＷＥＢへの動線をつくる
●想定部数：
5,000 部程度（見積もり別紙）

方向性２

STEP3：「パンフレットの体裁」を決める
■１．「印刷会社」を選ぶ

～見積もり検討編

■２．「見積もり」を取る

パンフレットが大量に必要な場合

見積もりのパターンは無限大。

は、印刷会社へ一括発注するのがお
薦めです。

■３．「仕様」を決定する

印刷所 に考えて いる仕様 を伝え

見積もりを見て、想定していた予
算に収まるかどうかを確認します。

て、見 積 も り を 作 成 し て も ら い ま

印刷会社とのお付き合いが既にあ

しょう。

る場合は、そこにお願いをするのが

予算をオーバーしてしまった場合
は、パンフレットの仕様を変更しな

伝える内容は

ければなりません。

効率的ですが、初めて外注印刷を行

・仕上がり時の大きさ

う場合は、印刷会社選びから始めな

・仕上がり時のページ数

たり、サイズを変えたりしては、パ

ければなりません。

・印刷の仕方（両面フルカラーな

ンフレットが役割を担えなくなる危

最近は WEB 上で全ての手続きが

とはいえ、むやみにページを削っ

のか、１色印刷なのかなど）

険性もあります。

可能な、リーズナブルな印刷所も多

・用紙の種類

いです。事前に印刷サンプルなども

・製本の仕方（ホチキス製本、差

取り寄せたりもできますので、それ

し込み製本とかも分かると詳し

・カラー / モノクロ

らを活用しても良いでしょう。

い見積もりがとれます）

・製本の仕方

尚、基本的にデータ校了後、色校
正は３日、納品は２週間はかかると
想定して日程を組むと安心です。

主な検討ポイントとしては、
・用紙の種類

・色校正の有無

などが挙げられます。印刷会社に予

・最終納品日の目安

算を 伝え相 談する のも良 いでしょ

などが主な項目となります。

う。

こっそり聞きたい、印刷に関するアレコレ
入稿方法
入稿方法

紙の厚さと種類
紙の厚さと種類

印刷所への入稿は Adobe Illustrator のデータが基本。

一般的な紙の種類には、上質紙とコート紙があります。

ただし、印刷所によって対応しているバージョンが違うこと

写真やイラストなど色をきれいに見せたいときはコート紙。

もあるので、事前に確認すると安心です。

文字重視であったり、安く仕上げたいときは上質紙が適して

（冊子であれば PDF でも対応してもらえる場合も）
多くのところが文字にアウトラインをかけることと、画像
の解像度は 350dpi 以上が必要です。
「完全データ支給」の場合、
印刷所では基本的に手を加えず、
不備があるとその都度差し戻し＆入稿し直しになります。印

います。
上質紙は 70kg か、コピー紙と同じくらいの厚みの 55kg
を使用することが多いです。
コート紙は 90kg が多く、チラシくらいの厚みであれば
68kg なども使われることがあります。

刷スケジュールには余裕をもたせましょう。

オフセット印刷とオンデマンド印刷
オフセット印刷とオンデマンド印刷
一般的に、オンデマンド印刷は少数の部数を刷るのに適し
ており、オフセット印刷は、大量印刷の際にコスト面で優位
になります。印刷部数や予算によって使い分けが必要ですが、
その点は印刷会社に見積もりを取る際に相談しましょう。
基本的には納期によって価格が変わるということはありま
せん。短納期で値段があがるのは付加価値金額です。
無理をして印刷の乾きが甘く、重ねたページに色移りして
しまったり、色味が悪かったりすることも起こりかねません
ので注意です。

間伐材紙
間伐材紙
環境関連の NPO などでは、パンフレットに間伐材紙を使
いたいという声も聞かれます。
間伐材紙自体の取り扱いについてはどこでも可能です。印
刷所によって仕入れが不可のもの（取引してない）もありま
すので、どんな紙ができるかは印刷所に確認をしましょう。
間伐材マークを印刷する際は、依頼主（ある場合は中間業
者）
、印刷所のいずれかが取得している必要があります。
ただし、マークの使用に許可がいるだけなため、文章で「間
伐材使用」を明記するのは問題ありません。

次号、いよいよ「紙面づくり」へ
パンフレットの大枠ができてきたら、次はいよいよ「中身作り」に取りかかりますがその前に予習を１つ。
そのパンフレットに載せたい NPO に関する情報を、ぜひ一度棚卸ししてみてください。
一から文章を書くのと、既に書かれた情報を参考にするのでは、執筆時間に大きく差が出ます。
パンフレット作りは、通常は数カ月～半年以上かかります。リソースを効率的に活用しながら、無理のないパンフレット作り
のスケジュールをたてましょう。
NPOコミュニケーションマガジン「npo‒co」2011年08･09月号
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昨年 12 月、絶滅したはずの田沢

題でした。そこで目をつけたのが日

ません。今は玉川の中和施設が作ら

湖の固有種・クニマス（国鱒）が見

本一湧水量の多い（8ｔ／分）秋田

れ、田沢湖も中性に近づき、魚も少

つかった！というニュースが流れ、

県玉川。しかし玉川は PH1.2 の強

しずつ戻り始めています。しかし周

秋田 県が驚 きと歓 喜に包 まれまし

酸性水。そこで玉川を近くの田沢湖

辺の住民の願いはただ一つ『クニマ

た。

に流し貯水池にして発電しつつ水の

スを田沢湖に戻すこと』
。現在非常

酸性 を薄め る計画 が実行 されまし

に難しい目標ですが、夢に向けて流

423m）
。湖畔に立つ女性のブロンズ

た。その後田沢湖の魚は全て絶滅。

域の住民が一つになれば、いつか叶

像が有名です。竜伝説の残る神秘的

しかしその前に漁師がクニマスの卵

うと信じています。

な湖で昔の湖の透明度はなんと 30

を様々な湖に送り、魚が生き延びて

ｍ。魚の種類も数も多く、漁業は周

ないか探してました。そんな中、偶

辺の住民の貴重な収入源でした。特

然山梨県西湖で見つかったのです。

田 沢 湖 は、日 本 一 深 い 湖（水 深

にクニマスは高級魚でした。しかし、

人間の豊かさを求めるが故に犠牲

writer：あづあづ
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

転機は昭和初期。日本は戦争真っ只

になり絶滅したクニマス。私たちは

へ。主に八郎湖流域の子供たちの環境教育の普及・

中。発電量と食糧の増産が急務の課

こんな過ちは二度と起こしてはいけ

になること！

小学校時代習った大航海時代。そ
の中の英雄として、マゼラン、ヴァ
スコダガマ、コロンブスなどがいた。

民地にした。と、解釈する事もまた、
可能である。

充実に日々奮闘中。夢は日本の伝統工芸を継ぐ職人

うか？
すべての歴史には裏表がある。一

ボリビア含む南米大陸は、欧米か

方の立場で語られる歴史。僕たちが

彼ら以後、各大陸にはキリスト教が

らの支配を受けた。15～17 世紀の

勉強したのはいわば、勝者の歴史で

広まり、「地理上の発見」
「大発見時

事である。それが今に続く南米大陸

ある。

代」など謳われ、輝かしい人物とし

の言語（スペイン語）であり、宗教（キ

第二次世界大戦。ドイツ軍ヒット

て歴史の教科書で紹介されていた。

リスト教）だ。今でこそ、昔の事を

ラーが勝利していたら。ヒットラー

が、一方で。彼らがやった事は現

悪く言うものはいない、が。当時の

は悪く言われただろうか？大東亜戦

地人を奴隸にし、宗教を改宗し、植

現地人の気持ちはどうだったであろ

略を唱えた日本軍は悪く言われただ
ろうか？
そんな事を考えているといろいろ
とぐちゃぐちゃしてくるが、すべて
の普通、もしくはすばらしいと思っ
ていた事柄を疑って考えてみると、
また違った何かが見えてくる。普通
の頭 を外す 事はな かなか に難しい
が、おそらくそこになんらかの真実
や新しさがあるのだと思う。
writer：sugiX
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 Sm ile
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）
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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。

識する文化 ”

（引用元：はてなキーワード

http://d.hatena.ne.jp/keyword/ デフ・カルチャー）

チラシの送り主は聴覚障がい者を

第2回 一般的でない言葉をタイトルに使ってませんか？
私の勤めている NPO センターに

支援する団体だったので、ここでよ
うやく合点がいったのですが、この
言葉を聞いたことがある人は日本に

れていません。

は、毎日様々な NPO からのチラシが

で ふ か る ち ゃ あ？？と 思 い イ ン

どの程度いるのでしょうか？（誤解し

送られて来るのですが、たまに
「一体

ターネットで調べてみたところ、と

ないでいただきたいのですが、私はデフカル

何が書いてあるのか分からない」と

あるサイトに以下のように書かれて

チャーを世間に広めるという活動自体は素晴ら

いうチラシが来ることがあります。

いました。

しいと思っています）

ある日送られてきたチラシのタイ
トルには、「デフカルチャーを知っ
てみよう！」と楽しげなフォントで
大きく書かれていました。その他に
はセミナーの時間や場所等しか書か

“デフ・カルチャー（Deaf Culture）とは、
聴覚障がいを持つ人々の間で共有される

今は情報過多の時代です。チラシ
やポスターはもちろんのこと、イン

社会的信条、性質、芸術、文学的な系統、
歴史、
価値、
制度を指す。聴覚障がいを障
がいというよりも、
経験の違いとして認

イラスト・hamaionie

ターネットの世界でも情報が溢れか

みの薄い、
とっつきにくい内容にな

限りチラシを手にとってもらえませ

えっていて、情報を見る人の選択眼

りがちです。そもそも NPO の支援対

ん（そしてほとんどの NPO は世間

も非常に厳しくなっています。

象になる人や、解決しようとしてい

に認知されていません）。

試しに、自分がどのように新聞の
折り込みチラシから情報を得ている

る社会的な課題が、
世間一般の人た

「出前講座」というタイトルのチ

ちにとってなじみが薄いからです。

ラシもよく見ます。私は NPO セン

か、意識してみてください。恐らく

そういった活動を世間に認知させ

ターに勤めるまで、「出前講座」な

ザッと全てのチラシのタイトルとデ

ることで、社会を変えていきたいと

る言葉を見たことがありません。蕎

ザインを見た中で、興味のあるもの

いう想いがあるのでしょう。その結

麦屋さんが出前の方法を教えてくれ

だけを引っ張り出して、改めてじっ

果、チラシのタイトルに自分たちの

る講座かと思ったほどです。

くり読む、という選別を行っている

団体名や、取り組んでいる活動内容

こういったタイトルの講座やイベ

のではないでしょうか？

をそのまま記載してしまうのだと思

ントのチラシは、少なくとも私のい

いますが、例えば以下のようなチラ

る NPO センターでは、ほとんど手

シのタイトルになりがちです。

に 取 ら れ る こ と な く、期 限 切 れ と

ザッと見る段階では、1 つのチラ
シに 1 秒もかけていないはず。その
コンマ 1 秒の中で「面白そう！自分
と関係がある情報だ！」と思わせな
いといけません。
そうです。あなたの作るチラシも
コンマ 1 秒で「自分にとって価値あ
る情報かどうか」判断されています !
その大きな判断材料であるタイトル
に、一般に浸透していない言葉を使
うのは非常にもったいないのです。
その一方で、
NPOが開催する講座
やセミナーは一般の人から見てなじ

「男女共同参画セミナー」
「○○○○の会

説明会」

「出前講座～区内ならどこでも～」
「男女共同参画」という言葉は教
科書でしか見たことがない人がほと
んどですし、何となく近寄りがたい
イメージがあるかもしれません。
「○○○○の 会

説 明 会」の よ う

なっ て大量 に廃棄 されて しまいま
す。なぜなら、タイトルを見ても何
もイメージできないからです。
ではどんな言葉をタイトルに持っ
てくるべきなのか。
具体的なヒント
を次号からお伝えしていきます。
writer：クロ
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

に、団体名をタイトルにしてしまう

企画・運営を行っている。プライベートでは a‒con

と、その団体がよっぽど有名でない

を作る」ことをテーマに活動中。

の運営委員として、
「人と人、人と NPO のつながり

NPOコミュニケーションマガジン「npo‒co」2011年08･09月号
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2011 年夏、自転車での日本縦断の旅を成し遂げたとある大学生による旅日記。
「めし代のない学生さんへ。お腹

の素敵な出会いです。

の笑顔が印象的でした。

いっ ぱいた だで食 べさせ てあげま

このユニークなサービスを 20 年

京都御所近くの路地裏にひっそり

す。ただし食後 30 分間お皿洗いを

以上前から実施しているのは京都に

とたたずむこの店で、今まで何百人

していただきます」

ある「餃子の王将出町店」
。東北で

もの貧乏学生が自分と同じように感

出会った京都の大学生に教えてもら

謝の気持ちを学んでいったのでしょ

いました。

う。

今回紹介するのは 8 月から 9 月の
一カ月に及ぶ自転車日本縦断の道中

店に入り、お金がないが餃

旅の醍醐味といえば出会い。見知

子定食が食べたいと注文（？）

らぬ土地で現地の人や旅人とコミュ

す る と「じ ゃ あ 皿 洗 い ね！」

ニケーションすることで、旅は数百

と返事が。ぺろりと完食する

倍楽しいものとなることを改めて実

とエプロンを着けいざ厨房

感しました。

へ！大将やカウンターの常連
さんと話しながらする 30 分
間の皿洗いはあっという間で
した。
なぜこのサービスをやって
いるのか、という質問に対し
て「わしも若い頃苦労してな、
貧乏な学生が昔の自分に重な
るんや。せやからな、人の気

働き方革命
駒崎

writer：もっちゃん
香川県東かがわ市出身。立教大学法学部在学。NPO

持ちの分かる人間になりや！」

の活動をもっと広めることで社会をよりよくしたい

と清々しく答えてくれた大将

属し、大学二年の夏に念願の日本縦断を達成。

という志のもと a‒con に参加。自転車サークルに所

あなたが今日から日本を変える方法

弘樹 / ちくま新書 / 735 円 / 200p

「働くこと」を捉え直す。「ありたい自分」をイメージする。
本書は、病児保育事業を展開している NPO 法人フローレンスの駒崎氏の実体験を元に、
「働き方革命」を構想、実現していくに至ったストーリーが綴られている。長時間働くよ
うな仕事の仕方を脱却し、短時間で生産性が高く、傍 (はた) を楽にする仕事のあり方を
提起する。
本書に書かれていることは夢物語のように思えるかもしれないが、先ずは考え方を変
えることが一歩である。そして、そのような「思考の反復」が望ましい自己イメージを
形成していくことにつながる。
これから社会に出て働き始める学生や、ミッションの実原に向けて猛烈に働いている
NPO 関係者にも是非一読してもらいたい。
writer：いっしー
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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。

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。

ステッカーで地雷除去

POM²

http://www.jirai.org/

ステッカーを買うと地雷除去につ

POM² が販売しているステッカー

除去費用＝約 100 円とし 1 枚購入

ながる！！こんな活動はどこにでも

にはすべてにシリアルナンバーがつ

すると 200 円が地雷除去費用に、残

ありますが、今回はその中でも寄付

いています。この番号をホームペー

り 100 円が POM² の活動資金とし

をしてくれる対象者に強く意識を向

ジにある『地雷マップ』で確認する

て利用されます。300 円という、ス

けた活動を紹介します。

とそのナンバーが割り振られた場所

テッカーにしてはちょっとお高い値

POM²（ポムツー）は「The Problem

の地雷源が浄化されたか、まだなの

段でも、このように見える化を計る

Of Mines is the Problem Of Mine.

か確 認でき る仕組 みにな っていま

ことで購入者の値段に対する不信感

（地 雷 問 題 は、私 た ち の 問 題 だ。）
」

す。自分が出したお金によって、ど

をぬぐうことが出来ます。

という基本理念のもと、地雷問題と

この地雷原が安全になったのかを確

今後、寄付という見えにくい物、

日本に住む人たちの新しい関係作り

認出来る感覚は、遠い国の問題をよ

事へお金を出してもらうためには、

を目指して、タイへの地雷除去支援

り身近に感じることが出来る大変面

市民に円滑に、より効果的に受け入

を続けている学生団体です。

白い仕組みです。

れてもらうための、透明性の高い仕
ま た、ス テ ッ

組みがもっと必要

カーの値段の内訳

とされるのではな

説明もしっかりさ

いでしょうか。

れ て い ま す。ス
テッカーは 1 枚当

writer：海坊主

たり 300 円 で販

東京都大田区出身。現在大学院にて生態学を勉強

売 さ れ て い ま す。

ウトドア人。環境問題をNPOの側から解決しよう

中。ダイビングから登山までこなす水陸両用型なア

そ の 値 段 の う ち、

と、環境教育系NPOにいたが、違う分野のNPOでの

1 ㎡あたりの地雷

た。将来の夢はくえるNPOをつくること！

経験も得たいと考えa‒conにも参加するようになっ

 10月号特集

編 集 後 記
９月は、大型の台風が訪れたかと思うと残
暑がぶり返したり、空模様も慌ただしい毎日
が続いています。
今回の「npo‒co」は、８・９月合併号という
形でお届けいたしました。７月号の遅延に続
き発行間隔が空いてしまいますが、８月は編
集部も夏休み気分が抜けず、夏バテペースで
の編集進行となりました。

ゼロから始める !!
NPO 的パンフレットの作り方［後編］
パンフレットの概要が決まったら、いよいよ中身を考えるステップに入
ります。中身づくりといっても、突然本文を書き始めてはいけません。
何を伝えたいか（GOAL）
、
そのために何を言えばいいか（メッセージ要素）
、
どのように伝えたいか（仕組み）
、を整理しながら、パンフレットのペー
ジ構成を検討していくその工程をご紹介します。お楽しみに！

秋は、スポーツの秋、読書の秋、そして「ボ
ランティアの秋」ですね。秋は様々なＮＰＯ
のイベントが沢山企画されていてとても楽し
みです。npo‒co 編集部も、気を取り直して通
常運転に励みたいと思います。
＜編 集 長＞

a‒con にアクセス

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
■twitter
■FaceBook
■問い合わせ

http://www.a‒conweb.net/
@npo̲co / @a̲conweb
a‒con
info@a‒conweb.net

Pickup
Photo
Vol.6

全ての情報を集約する
”くろかわの手帳”
しっかりとスケジュールを管理して行動することが、

分の夢を実現させるために必須なアイテムだという。ま
た、新しい考えをまとめる時には、手帳を使って一人で
ブレインストーミングをすることもあるとか。「人に話す
前に、しっかりと考えをまとめるのにいいですよ」と語

プロジェクトを進めていくには大事なこと。また、新し

る黒川さん。a‒con 版 “くろかわの手帳 ” からは常に新し

い試みをする際には、考えを整理することも大事だ。ス

いアイデアが飛び出してくる。

ケジュール管理と考えの整理。一見異なる 2 つの事柄を
まとめて行えるのが、今回紹介する手帳だ。
持ち主の黒川さんは a‒con 内で『新しい公共勉強会』

手帳
スケジュール管理をメインに、考えをまとめたり、議事録を
取るため多めにノートを挟み込んだシステム手帳。ちまたで

などを主催し、ボランティアの新しい切り口を見いだそ

は 2012 年用の手帳が早くも出回りはじめているが、みなさ

うとしている人。普段もボランティアセンターで忙しく

んはもう用意されているだろうか？

動き回っている黒川さんにとってスケジュール管理は自

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

< writer : TARO >

：NPOコミュニケーションマガジン npo‒co 2011年8・9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
：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 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 sugiX
：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）

※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。

