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最近誰もが持っているスマート

フォン。ただ、ある調査で 40％以

上の人が「使いこなせていない」と

感じているそう。読者の中にもどう

使っていいか悩んでいる方も多いの

では？ そんな人にオススメなのが

npo-co の新人編集、大浦さんの使

い方だ。

現役大学生でもある大浦さんは、

iPhone 4S のメモアプリだけで議事

録や NPO のヒアリングシートを作

成・共有してしまう才女。もともと

は、往復で 2 時間かかる通学中に、

講義のレポートを作成していたこと

で能力が身についたとか。「慣れる

と文字入力は PC より速くなります

し、何より気軽に持ち運べるのがい

いです」。プリインストールのメモ

帳で始められるからハードルも低

め。使い方に悩んでいるならマネし

てみるのもありかも。
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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［エヌポコ］

意識調査でわかった！
ボランティアがどんどん集まる
5つのチェックポイント

特集

発行：NPO法人NPOコミュニケーション支援機構（a-con）

iPhone 4S 
世界のスマートフォンブームに火を
つけた Apple 社製のマシン。最新版
の４S は音声で受け答えできる秘書
機能アプリ「Siri」を搭載するなど、
現在でも世界のトップを走り続けて
いる。日本では au と SoftBank の 2
社が提供中。
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たかはし・けい 

YOUTH for 3.11 の事務局長をこなす大学 4 年生。現地へ向かう学
生の手配などだけでなく、寄付の企画、現地レポートなどマルチに
活躍中。

写真撮影：玉川萌木

東日本大震災から 1 年。多くの人たちの関
心が薄れていく中、現地への支援を継続的に
行っている団体は貴重になっている。Youth 
for 3.11 も学生を派遣し支援を続けている団
体の一つ。ボランティア参加へのハードルを
大きく引き下げた独自の活動は、今や被災地
と他の地域との架け橋にまで成長している。

その Youth for 3.11 で事務局長として活
躍しているのが高橋慶衣さん。発展途上国の
開発に興味があり、大学では開発学を専攻。
今後は大学院に進んで研究を進めるという。
そんな彼女なら最初からボランティアに興味
があったのか、と言えばそうではなかった。
どちらかというと自分の夢を叶えることに夢
中だったという。その考えが変わったのが、
あの震災だった。
「震災の映像を TV を通して見て、学生で

ある自分の強みを最大限に活かせる方法は何
かと考えて、ボランティアに行き着いたんで
す。」早速何かできないかネットを開いてみ
ると、もう Youth for 3.11 という団体が誕
生していた。わずか数日で動き出しているそ
のスピード感に感動してすぐに参加。現場に
行くことで、多くのことを学んだ。「ボラン
ティアは自己犠牲の割にインパクトが小さい
ものだと思っていました。でもちょっとした
ことで笑顔がつながったり、ウィンウィンの
関係が次の活動につながっていったりと、そ
の素晴らしさに気づけました。」

現場に出たからこそ気づくこともあった。
ボランティアの中で高橋さんが気になったの
は女性の自信のなさ。まだまだ女性は自分た
ちの力に気づいていないという。「男性より
も、仕事を粘り強くやりますし、小さな仕事
もしっかりやってくれます。もっと大きなビ
ジョンを持って自分が変化をもたらす存在で
あることを意識して活躍してもらえたら嬉し
いですね。」強い意志を持ってそう話す姿勢
を見ていると、どうやら最初に大きなビジョ
ンを持って動き出すのは、高橋さんになりそ
うだ。

Youth for 3.11
高橋 慶衣  さん



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8回
「色校」　ー 色をイメージどおりに出す手法 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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Whatʼs necessary for npo-co

         - Youth for 3.11 高橋 慶衣 さん
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色校とは色校正の略で、色味を確

認するために印刷機で仮に出力した

ものを指す。カンプ制作（第 4 回参照）

が終わり、印刷会社に印刷を依頼し

た際に発生する。

パソコンの画面で見るのと、実際

印刷で上がってきたものの色味が異

なることは多い。そのため色校で色

を確認して修正指示を出す。この際、

指示の出し方によって混乱が起きや

すいので注意が必要だ。たとえば肌

の色について「もっと健康色に」と

いう指示を出しても、人それぞれ「健

康色」に対する認識が違うため、ズ

レが生じやすい。

より正しく色を出すには、明確な

色指示を出すことが望ましい。たと

えば、以前に作った印刷物があれば

それを渡して見本にしてもらおう

（ただし紙の種類が全く違うと、同

じ色を出すのは難しいことも理解し

ておこう）。

参考見本がなければ、できるだけ

細かい指示を出せるように印刷の基

礎を知っておこう。印刷というのは、

CMYK（シアン：青、マゼンタ：紅、

イエロー：黄、クロ）の 4 つの色の

掛け合わせで刷られている。そのた

め、「色が違う」のは、その 4 色の

出具合が違う、ということである。

少し高度になるが、これを理解でき

れば、赤みが強い場合は M を抑える、

といった指示ができるようになる。

　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。

Youth for 3.11
高橋 慶衣  さん



　NPO の悩みとしてよく聞かれるのは、“NPO の知名度を上げたい” ”イベントへの参加者や、ボランティアを増やした

い“ “寄付を集めたい” の３つです。どんな課題も、大体はこのいずれかに集約されるといっても過言ではありません。

　今回はその中でも “ボランティア募集の悩み” にフォーカスしました。2011 年に行われた「ボランティアに関する意

識調査 *」の結果を基に、ボランティア集めにおけるコミュニケーションのポイントをご紹介します。

調査結果を見ていくと、興味層がボランティア活動に踏み出すには、実に様々な情報を伝えてあげることが必要だと

いうことが分かります。“一緒に活動しよう！ ” という想いと共に、ボランティア興味層が知りたいことを確実に伝えて

あげることが大切なのです。

npo-co 2・3月号特集

4,000万人の「ボランティア興味層」をつかまえよう！

「ボランティア興味層」を「活動層」に変える、5つのヒント

】】

■鉱脈は、意外と近くにある

まずは、右の図をご覧ください。

意識調査の結果を基に、ボランティ

アへの関与度で日本人全体（18-69 歳に

限る）を 3 つの層にわけたものです

これによると、 「ボランティアに興

味があるけれど、実際に活動をして

いない人（以下、ボランティア興味

層）」が、なんと 4,000 万人以上い

ることが分かりました。ここでいう

“ボランティア” は、NPO に関連し

た活動に限りませんが、18 才以上

の 5 人に 2 人は、ちょっとしたきっ

かけでボランティアを始めるかもし

れないのです。

■狙うべきは、“興味層”

とはいえ、世の中の約半分はボラ

ンティアには無関心な人々です。こ

ういった人たちにボランティアへの

興味を持ってもらうことも長い目で

見れば大切ですが、個別の NPO が

ボ ラ ン テ ィ ア 募 集 を 行 う 時 は、

4,000 万人超の「ボランティア興味

層」に声をかけた方が、うまくいく

可能性もグンとあがります。

ここからは「興味層」にターゲッ

トを絞って考えていきます。

■数字で知る、ボランティア興味層

で は、「興 味 層」を「活 動 層」に

押し上げるためには、どうすればよ

いのでしょうか。

次のページでは、興味層にアプ

ローチするにあたって特に意識した

いポイントを 5 つ取り上げました。

これは、意識調査の結果から「興味

層はボランティア活動をしていない

理由」「活動層がボランティアを始

めた／続けている理由」を分析した

ものです。

なお、集めたい人が若者なのか高

齢者なのか、活動の場所が都市か地

方かなど、条件によってどのような

アプローチを行うべきかは変わって

きます。調査結果の詳細が a-con の

Web サイト (http://www.a-conweb.net)

に掲載されていますので、５つのポ

イントを入口に、ぜひそれぞれの団

体の特徴に合わせたターゲット分析

に取り組んでみましょう。

意識調査でわかった！
ボランティアがどんどん集まる 5 つのチェックポイント 

「ASCES」で考えるコミュニケーション ～ボランティア募集篇～

これからボランティアを始める可能性のある人が、日本になんと、

約4,260万人も。も。
（18～69歳のうちの、40%換算)
※2011年実施「ボランティアに関する意識調査」からの推計（18～69歳ベース）

日本のボランティア関与度構造

ボランティア
無関心層

ボランティア
興味あり
非活動層

44.4% 40.4%

ボランティア
活動層
15.2%

＊「ボランティアに関する意識調査（2011 年実施）」
　NPO 法人 NPO コミュニケーション支援機構（a-con）および NPO 法人二枚目の名刺により
2011 年 9 月に実施された調査。2011 年 11 月開催の「第 20 回全国ボランティアフェスティバ
ル TOKYO 分科会 No.41 社会人ボランティアやプロボノを広げる仕組みを考える」にて「社会
人のボランティア意識調査」調査結果が発表された。

○調査手法：インターネット調査
○対象エリア：全国　（都市エリアと地方エリアで割り付け）
○サンプル数：424 人　（有効回答数）
○対象者：18 才～ 69 才男女個人 （職業不問、ただし社団法人・財団法人・NPO 法人などの有給スタッフは除く）
○割り付け：
　◆ボランティア関与度
　　　ボランティア活動層：直近 2 年以内にボランティア活動（震災ボランティア除く）をした人  ⇒212 人
　　　ボランティア興味層：現在はボランティア活動をしていないが興味はある人　⇒212 人
　　　（以前活動していたが、直近 2 年は活動していない人を含む）
　◆プロフィール（エリア・年代）
　　　エリア；都市部エリア：東京都・大阪府・愛知県　／ 地方エリア：上記以外の都道府県
　　　年代：大学生 ／ 20 代 ／ 30 代 ／ 40 代 ／ 50 代 ／ 60 代以上
　　　　　　　※エリア・年代は、均等割り付けを行い、人口構成比に合わせてウエイトバック集計を実施
○調査期間：2011 年 9 月 9 日 ( 金 ) ～ 9 月 11 日 ( 日 )
○調査企画：NPO 法人 NPO コミュニケーション支援機構（a-con）、 NPO 法人二枚目の名刺
○調査機関：株式会社マクロミル

ボランティア活動がメジャーになってきた中で、しかしい

ざ活動しようとすると、踏み出せない人が多いようです。

きっかけを求めている人たちに、「今、始めよう」と背中

を押す仕掛けがまずは必要です。

ボランティアを始めない理由は、

なんとなく、きっかけがないから
Ｑ: ボランティアに興味はあるにも関わらず、
　  実際には活動されていないのはなぜですか。（複数回答）
　　⇒ 興味層の 51.8％が
　 　　「なんとなくきっかけがなく、タイミングを逃している」と回答（1 位）

ヒント① 最初の障壁、「なんとなく・きっかけがない」をクリアする。

“自分が成長できること” をボランティア活動の動機にして

いる人が意外と多いことが分かります。誰かの役に立つだ

けではなく、人との出会いや新しい経験を通じて自分も成

長できることを伝えると魅力度がアップします。

ボランティアをするなら、

充実感や楽しさを感じられる活動をしたい

ヒント② ボランティアは、「自分にもプラスがある」という魅力に気付かせる。

突然、見知らぬ団体に飛びこむのは誰でも勇気がいるもの。

興味層は、“お試ししたい” という意識が強いため、まずは

１回トライアル参加ができたり、友達と一緒に参加できた

りといった仕組みが参加の後押しになるかもしれません。

ボランティアをするなら、

団体には所属せず活動したい

ヒント③ 最初は、「単発参加」「グループ参加」を可能にして間口を広げる。

実際に活動しようと思っても、「どこで」「どれ位の時間を

かけて」「具体的にどんな作業を」するかが分からないと

人は不安になるものです。分かりやすい情報開示を常に心

掛けましょう。　　　　

ボランティアをするにあたり重視する情報は、

活動に費やす時間

ヒント④ 団体紹介の際は、「どのような関わり方ができるか」も明確に。

活動への最後のひと押しは、やはり「人」。無償の活動だ

からこそ「どんな人と一緒に活動するのか」は大切なポイ

ントです。メンバーと直接触れ合える機会作りや、メンバー

が周囲に活動紹介しやすい仕組みを取り入れましょう。

実際にボランティアを始めたのは、

身近な人が活動していたことがきっかけ

ヒント⑤ 最後は、「人」が決め手に。

Ｑ: あなたは今後、ボランティアにどのような関わり方をしたいと思いますか。
　　⇒興味層の 63.5% が「充実感や楽しさを感じられる活動をしたい」と回答

Ｑ: あなたは今後、ボランティアにどのような関わり方をしたいと思いますか。
　　⇒興味層の 75.4% が「特定の団体には所属せずに活動したい」と回答
　　⇒興味層の 61.3% が「イベントなどの単発の活動に関わりたい」と回答

Ｑ: あなたがボランティア活動に参加するにあたって、
　 どのような情報を重視しますか。（複数回答）
　　⇒興味層の 38.0% が「活動に費やす時間や時間帯」と回答（1 位）
　　⇒興味層の 36.9% が「活動分野」と回答（2 位）

Ｑ: あなたがボランティアに興味を持ったり、
　　ボランティア活動を始めたきっかけは何ですか。（複数回答）
　　⇒活動層の32.1%が「身近な人が活動していたことがきっかけ」と回答（1位）
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■狙うべきは、“興味層”

とはいえ、世の中の約半分はボラ

ンティアには無関心な人々です。こ

ういった人たちにボランティアへの

興味を持ってもらうことも長い目で

見れば大切ですが、個別の NPO が

ボ ラ ン テ ィ ア 募 集 を 行 う 時 は、

4,000 万人超の「ボランティア興味

層」に声をかけた方が、うまくいく

可能性もグンとあがります。

ここからは「興味層」にターゲッ

トを絞って考えていきます。

■数字で知る、ボランティア興味層

で は、「興 味 層」を「活 動 層」に

押し上げるためには、どうすればよ

いのでしょうか。

次のページでは、興味層にアプ

ローチするにあたって特に意識した

いポイントを 5 つ取り上げました。

これは、意識調査の結果から「興味

層はボランティア活動をしていない

理由」「活動層がボランティアを始

めた／続けている理由」を分析した

ものです。

なお、集めたい人が若者なのか高

齢者なのか、活動の場所が都市か地

方かなど、条件によってどのような

アプローチを行うべきかは変わって

きます。調査結果の詳細が a-con の

Web サイト (http://www.a-conweb.net)

に掲載されていますので、５つのポ

イントを入口に、ぜひそれぞれの団

体の特徴に合わせたターゲット分析

に取り組んでみましょう。

意識調査でわかった！
ボランティアがどんどん集まる 5 つのチェックポイント 

「ASCES」で考えるコミュニケーション ～ボランティア募集篇～

これからボランティアを始める可能性のある人が、日本になんと、

約4,260万人も。も。
（18～69歳のうちの、40%換算)
※2011年実施「ボランティアに関する意識調査」からの推計（18～69歳ベース）

日本のボランティア関与度構造

ボランティア
無関心層

ボランティア
興味あり
非活動層

44.4% 40.4%

ボランティア
活動層
15.2%

＊「ボランティアに関する意識調査（2011 年実施）」
　NPO 法人 NPO コミュニケーション支援機構（a-con）および NPO 法人二枚目の名刺により
2011 年 9 月に実施された調査。2011 年 11 月開催の「第 20 回全国ボランティアフェスティバ
ル TOKYO 分科会 No.41 社会人ボランティアやプロボノを広げる仕組みを考える」にて「社会
人のボランティア意識調査」調査結果が発表された。

○調査手法：インターネット調査
○対象エリア：全国　（都市エリアと地方エリアで割り付け）
○サンプル数：424 人　（有効回答数）
○対象者：18 才～ 69 才男女個人 （職業不問、ただし社団法人・財団法人・NPO 法人などの有給スタッフは除く）
○割り付け：
　◆ボランティア関与度
　　　ボランティア活動層：直近 2 年以内にボランティア活動（震災ボランティア除く）をした人  ⇒212 人
　　　ボランティア興味層：現在はボランティア活動をしていないが興味はある人　⇒212 人
　　　（以前活動していたが、直近 2 年は活動していない人を含む）
　◆プロフィール（エリア・年代）
　　　エリア；都市部エリア：東京都・大阪府・愛知県　／ 地方エリア：上記以外の都道府県
　　　年代：大学生 ／ 20 代 ／ 30 代 ／ 40 代 ／ 50 代 ／ 60 代以上
　　　　　　　※エリア・年代は、均等割り付けを行い、人口構成比に合わせてウエイトバック集計を実施
○調査期間：2011 年 9 月 9 日 ( 金 ) ～ 9 月 11 日 ( 日 )
○調査企画：NPO 法人 NPO コミュニケーション支援機構（a-con）、 NPO 法人二枚目の名刺
○調査機関：株式会社マクロミル

ボランティア活動がメジャーになってきた中で、しかしい

ざ活動しようとすると、踏み出せない人が多いようです。

きっかけを求めている人たちに、「今、始めよう」と背中

を押す仕掛けがまずは必要です。

ボランティアを始めない理由は、

なんとなく、きっかけがないから
Ｑ: ボランティアに興味はあるにも関わらず、
　  実際には活動されていないのはなぜですか。（複数回答）
　　⇒ 興味層の 51.8％が
　 　　「なんとなくきっかけがなく、タイミングを逃している」と回答（1 位）

ヒント① 最初の障壁、「なんとなく・きっかけがない」をクリアする。

“自分が成長できること” をボランティア活動の動機にして

いる人が意外と多いことが分かります。誰かの役に立つだ

けではなく、人との出会いや新しい経験を通じて自分も成

長できることを伝えると魅力度がアップします。

ボランティアをするなら、

充実感や楽しさを感じられる活動をしたい

ヒント② ボランティアは、「自分にもプラスがある」という魅力に気付かせる。

突然、見知らぬ団体に飛びこむのは誰でも勇気がいるもの。

興味層は、“お試ししたい” という意識が強いため、まずは

１回トライアル参加ができたり、友達と一緒に参加できた

りといった仕組みが参加の後押しになるかもしれません。

ボランティアをするなら、

団体には所属せず活動したい

ヒント③ 最初は、「単発参加」「グループ参加」を可能にして間口を広げる。

実際に活動しようと思っても、「どこで」「どれ位の時間を

かけて」「具体的にどんな作業を」するかが分からないと

人は不安になるものです。分かりやすい情報開示を常に心

掛けましょう。　　　　

ボランティアをするにあたり重視する情報は、

活動に費やす時間

ヒント④ 団体紹介の際は、「どのような関わり方ができるか」も明確に。

活動への最後のひと押しは、やはり「人」。無償の活動だ

からこそ「どんな人と一緒に活動するのか」は大切なポイ

ントです。メンバーと直接触れ合える機会作りや、メンバー

が周囲に活動紹介しやすい仕組みを取り入れましょう。

実際にボランティアを始めたのは、

身近な人が活動していたことがきっかけ

ヒント⑤ 最後は、「人」が決め手に。

Ｑ: あなたは今後、ボランティアにどのような関わり方をしたいと思いますか。
　　⇒興味層の 63.5% が「充実感や楽しさを感じられる活動をしたい」と回答

Ｑ: あなたは今後、ボランティアにどのような関わり方をしたいと思いますか。
　　⇒興味層の 75.4% が「特定の団体には所属せずに活動したい」と回答
　　⇒興味層の 61.3% が「イベントなどの単発の活動に関わりたい」と回答

Ｑ: あなたがボランティア活動に参加するにあたって、
　 どのような情報を重視しますか。（複数回答）
　　⇒興味層の 38.0% が「活動に費やす時間や時間帯」と回答（1 位）
　　⇒興味層の 36.9% が「活動分野」と回答（2 位）

Ｑ: あなたがボランティアに興味を持ったり、
　　ボランティア活動を始めたきっかけは何ですか。（複数回答）
　　⇒活動層の32.1%が「身近な人が活動していたことがきっかけ」と回答（1位）
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ボランティア興味層の考え方や求

めている情報が分かってきたら、次

はどのような方法で「活動層」へと

変化させるか考えましょう。

■“気持ちの変化”に沿って考える

右の図は、１人の人が、ボランティ

アを開始するまでの気持ちの変化を

示したものです。

あるボランティア活動に対して無

関心な状態から、その活動に興味を

持ち、試しに参加してみて、最終的

には仲間になる……。それぞれのス

テップを一段ずつ登っていくために

は、何かしらのきっかけとなる行動

が必要です。まず、活動に興味を持

つ前段階として必要なきっかけは、

「知 る（＝Attention）」　「共 感 す る

（＝Sympathy）」の 2 つです。その

次には「参加してみる（＝Contact）」

という行動を起こします。そしてそ

の後、NPO などの「メンバーになり

（＝Engagement）」、NPO のことを

「周りの人に広め（＝Share）」てく

れるかもしれません。

■５つのチェック項目「ASCES」

　上記の 5 つの「きっかけ行動」の

うち、どれが欠けていてもボラン

ティア活動には結びつきません。逆

に、5 つのきっかけ行動すべてを誘

発できる「ボランティア募集プラン」

を作ることができれば、ボランティ

アを増やすことが出来るはずです。

そこで、ボランティア募集プラン

を作る際に考えるべきポイントを、

気持ちの変化に沿って、整理しまし

た。それが、下記の「ASCES チェッ

クポイント」です。

■ボランティア募集の目的と
ターゲットは整理しておこう。

ワークショップをはじめる前に、

これだけは整理しておいてくださ

い。

・何のためにボランティアを募集す

るのか（目的）

・どんなボランティアを募集したい

のか（ターゲット）

本来は、ターゲット設定こそが難

しいポイントなのですが、今回の

ワークショップは「狙うべき層を既

に絞り込めているけれど、具体的な

ボランティア募集方法がいまひと

つ」という段階を想定しています。

■関係者をたくさん集めよう！

このワークショップで重要なの

は、ずばり「アイディアの数」です。

団体スタッフ、ボランティア、支

援者など、なるべく多くの関係者を

集めてください。人が集まったら、

5、6人で1グループを作りましょう。

また、ワークショップをはじめる

にあたって必要な備品は、以下の 3

つです。

・付せん（1 人 1 ブロック）

・水性マーカー（1 人 1 本）

・模造紙（グループで 1 枚）

■STEP①：アイディアを集める！

備品の準備はいいでしょうか。

ワークショップ最初の「問い」は、

個人で考えてもらいます。それぞれ

1 ブロックの付せんと、1 本のマー

カーを持ってください。

問い：あなたが「イイネ！」と思う、

「ボランティア募集のやり方」を考

えてください。他団体が既にやって

いる方法でも、自分の経験上うまく

いった体験談でも、頭の中だけにあ

るアイディアでも構いません。

アイディアは、付せん 1 枚に 1 つ

ずつ書いてください。時間制限を設

け、とにかく多くのアイディアを個

人で書き出しましょう。

■STEP②：アイディアを6分類

机の上にアイディアの付せんが溜

まってきたところで、次のステップ

に移りましょう。まずはワークのた

めの「台紙」を作ります。マーカー

を使い、模造紙を下図のようにして

ください。

台紙が準備できたら、グループ

ワークのスタートです。順に、自分

が書いた付せんの内容を一枚ずつグ

ループに紹介していってください。

紹介が終わったら、そのアイディア

が ASCES のうちどの段階にあたる

のかをグループ全員で考え、当ては

まるところに貼りましょう。このと

き 2 つのうちどちらに貼るか迷った

ら、 もう 1 枚同じものを書いて両方

に貼ってしまって構いません。

■STEP③：アイディアの仕分け

アイディアが ASCES に分類でき

たら次のステップです。模造紙の真

ん中に横線を引き、上下半分ずつに

エリアをわけましょう。このライン

の上が「いる」、下が「いらない」です。

全てのアイディアを「いる」か「い

らない」に分けていきます。仕分け

の基準は、付せんに書かれているボ

ランティア募集アイディアが自分た

ちの活動内容やターゲット層に対し

て効果的がどうか、です。

■STEP④：アイディアの組合せ

いよいよ最後のステップです。「い

る」エリアにあるアイディアを組み

合わせて、ボランティア募集プラン

を完成させます。組み合わせるアイ

ディアが少ない場合にはステップ①

に立ち戻ってください。

このステップでのポイントは、

ASCES の 6 段階すべてをカバーで

きるような組み合わせがないかを考

えることです。それまで単なるアイ

ディアの断片でしかなかったもの

が、一つにまとまったとき、立派な

「ボランティア募集プラン」が出来

あがります。

複数グループが出来ている場合

は、出来たプランを全体で発表して

共有しましょう。

ボランティア活動スタートに必要な「きっかけ」は1つじゃない！

「ASCESチェックポイント」でボランティアがどんどん集まるプランを作る！

□活動の内容を、NPO の内外の人に向けてきちんとアピールできているか
□その内容は、はじめての人にも興味をもってもらえるよう整理・加工がされているか
□どのフェーズの人をターゲットにするか意識しているか

□ビジョンや団体としてのオリジナリティの説明ができているか
□どんな人が、どのような活動をしているのか紹介しているか（メンバーの顔が見えるか）
□イベント・説明会など “お試し参加 ”の機会があり、そこで団体の想いに接することができるか

□トライアルイベント、説明会などは回数を用意しているか
□エントリーバリアを下げる工夫をしているか（ボランティアの時間、頻度、場所等への配慮）
□どんな人が、どのような活動をしているのか紹介しているか（メンバーとの交流機会があるか）
□メンバーが直接勧誘を行っているか、Twitter や FB など署名入りで告知を行っているか

□興味をもった人が、メンバーになるためのフローが整っているか
□どのような参加の仕方があるか、事前に整理できているか
□活動の中で感じられる楽しさや充実感なども紹介できているか
□多様な価値観や関わり方に対して、受け入れる体制があるか

□メンバーや参加者が、貢献実感を感じられているか
□メンバーやスタッフに “ ありがとう ” を伝えられているか
□自分がどんな活動をしているかを、それぞれのメンバーが自分の言葉で紹介できるか

ボランティア
（継続参加）

中核ボランティア
（運営に関与）活動に

無関心
活動に

興味あるが
未経験

イベント参加・
ボランティア
（単発参加）

＋

＋

Attention
（知る） Engagement

（メンバーになる）Sympathy
（共感する）

Contact
（参加してみる）

Share
（周りの人に広める）

最終的に目指すゴール

ボランティア活動”開始”までの気持ちの変化と、そのきっかけ

まずはここを
狙おう

会費・寄付

会費・寄付

会費・寄付

会費・寄付

4ステップでイイネ！なボランティア募集プランをつくる

ASCES チェックポイント活用ワークショップのすすめ

意識調査から導き出された「ASCES チェックポイント」。このチェック項目をクリアしたボランティア募集プランを

に実際に作るには、どのように考えを進めたらいいのでしょうか。ASCES チェックポイントはあくまで「考え方」です。

それを知っているだけでボランティア募集がうまく行くわけではありません。

そこで、ASCES チェックポイントを活用してボランティア募集プランを作るワークショップのやり方をご紹介します。

どんな団体でもお手軽にできて、短時間で優れたプランが完成！するかもしれません。

ASCES チェックポイントを見ていくと、ボランティア募集プランを考えるにあたっては、“広報活動” はもちろんの

こと、ボランティアを受け入れる “組織の体制” まで幅広い要素を考慮する必要があることが分かります。　

A S C E S

Attention
（知る）

Sympathy
（共感する）

Share
（周りの人に広める）

Contact
（参加してみる）

Engagement
（メンバーになる）
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ボランティア興味層の考え方や求

めている情報が分かってきたら、次

はどのような方法で「活動層」へと

変化させるか考えましょう。

■“気持ちの変化”に沿って考える

右の図は、１人の人が、ボランティ

アを開始するまでの気持ちの変化を

示したものです。

あるボランティア活動に対して無

関心な状態から、その活動に興味を

持ち、試しに参加してみて、最終的

には仲間になる……。それぞれのス

テップを一段ずつ登っていくために

は、何かしらのきっかけとなる行動

が必要です。まず、活動に興味を持

つ前段階として必要なきっかけは、

「知 る（＝Attention）」　「共 感 す る

（＝Sympathy）」の 2 つです。その

次には「参加してみる（＝Contact）」

という行動を起こします。そしてそ

の後、NPO などの「メンバーになり

（＝Engagement）」、NPO のことを

「周りの人に広め（＝Share）」てく

れるかもしれません。

■５つのチェック項目「ASCES」

　上記の 5 つの「きっかけ行動」の

うち、どれが欠けていてもボラン

ティア活動には結びつきません。逆

に、5 つのきっかけ行動すべてを誘

発できる「ボランティア募集プラン」

を作ることができれば、ボランティ

アを増やすことが出来るはずです。

そこで、ボランティア募集プラン

を作る際に考えるべきポイントを、

気持ちの変化に沿って、整理しまし

た。それが、下記の「ASCES チェッ

クポイント」です。

■ボランティア募集の目的と
ターゲットは整理しておこう。

ワークショップをはじめる前に、

これだけは整理しておいてくださ

い。

・何のためにボランティアを募集す

るのか（目的）

・どんなボランティアを募集したい

のか（ターゲット）

本来は、ターゲット設定こそが難

しいポイントなのですが、今回の

ワークショップは「狙うべき層を既

に絞り込めているけれど、具体的な

ボランティア募集方法がいまひと

つ」という段階を想定しています。

■関係者をたくさん集めよう！

このワークショップで重要なの

は、ずばり「アイディアの数」です。

団体スタッフ、ボランティア、支

援者など、なるべく多くの関係者を

集めてください。人が集まったら、

5、6人で1グループを作りましょう。

また、ワークショップをはじめる

にあたって必要な備品は、以下の 3

つです。

・付せん（1 人 1 ブロック）

・水性マーカー（1 人 1 本）

・模造紙（グループで 1 枚）

■STEP①：アイディアを集める！

備品の準備はいいでしょうか。

ワークショップ最初の「問い」は、

個人で考えてもらいます。それぞれ

1 ブロックの付せんと、1 本のマー

カーを持ってください。

問い：あなたが「イイネ！」と思う、

「ボランティア募集のやり方」を考

えてください。他団体が既にやって

いる方法でも、自分の経験上うまく

いった体験談でも、頭の中だけにあ

るアイディアでも構いません。

アイディアは、付せん 1 枚に 1 つ

ずつ書いてください。時間制限を設

け、とにかく多くのアイディアを個

人で書き出しましょう。

■STEP②：アイディアを6分類

机の上にアイディアの付せんが溜

まってきたところで、次のステップ

に移りましょう。まずはワークのた

めの「台紙」を作ります。マーカー

を使い、模造紙を下図のようにして

ください。

台紙が準備できたら、グループ

ワークのスタートです。順に、自分

が書いた付せんの内容を一枚ずつグ

ループに紹介していってください。

紹介が終わったら、そのアイディア

が ASCES のうちどの段階にあたる

のかをグループ全員で考え、当ては

まるところに貼りましょう。このと

き 2 つのうちどちらに貼るか迷った

ら、 もう 1 枚同じものを書いて両方

に貼ってしまって構いません。

■STEP③：アイディアの仕分け

アイディアが ASCES に分類でき

たら次のステップです。模造紙の真

ん中に横線を引き、上下半分ずつに

エリアをわけましょう。このライン

の上が「いる」、下が「いらない」です。

全てのアイディアを「いる」か「い

らない」に分けていきます。仕分け

の基準は、付せんに書かれているボ

ランティア募集アイディアが自分た

ちの活動内容やターゲット層に対し

て効果的がどうか、です。

■STEP④：アイディアの組合せ

いよいよ最後のステップです。「い

る」エリアにあるアイディアを組み

合わせて、ボランティア募集プラン

を完成させます。組み合わせるアイ

ディアが少ない場合にはステップ①

に立ち戻ってください。

このステップでのポイントは、

ASCES の 6 段階すべてをカバーで

きるような組み合わせがないかを考

えることです。それまで単なるアイ

ディアの断片でしかなかったもの

が、一つにまとまったとき、立派な

「ボランティア募集プラン」が出来

あがります。

複数グループが出来ている場合

は、出来たプランを全体で発表して

共有しましょう。

ボランティア活動スタートに必要な「きっかけ」は1つじゃない！

「ASCESチェックポイント」でボランティアがどんどん集まるプランを作る！

□活動の内容を、NPO の内外の人に向けてきちんとアピールできているか
□その内容は、はじめての人にも興味をもってもらえるよう整理・加工がされているか
□どのフェーズの人をターゲットにするか意識しているか

□ビジョンや団体としてのオリジナリティの説明ができているか
□どんな人が、どのような活動をしているのか紹介しているか（メンバーの顔が見えるか）
□イベント・説明会など “お試し参加 ”の機会があり、そこで団体の想いに接することができるか

□トライアルイベント、説明会などは回数を用意しているか
□エントリーバリアを下げる工夫をしているか（ボランティアの時間、頻度、場所等への配慮）
□どんな人が、どのような活動をしているのか紹介しているか（メンバーとの交流機会があるか）
□メンバーが直接勧誘を行っているか、Twitter や FB など署名入りで告知を行っているか

□興味をもった人が、メンバーになるためのフローが整っているか
□どのような参加の仕方があるか、事前に整理できているか
□活動の中で感じられる楽しさや充実感なども紹介できているか
□多様な価値観や関わり方に対して、受け入れる体制があるか

□メンバーや参加者が、貢献実感を感じられているか
□メンバーやスタッフに “ ありがとう ” を伝えられているか
□自分がどんな活動をしているかを、それぞれのメンバーが自分の言葉で紹介できるか

ボランティア
（継続参加）

中核ボランティア
（運営に関与）活動に

無関心
活動に

興味あるが
未経験

イベント参加・
ボランティア
（単発参加）

＋

＋

Attention
（知る） Engagement

（メンバーになる）Sympathy
（共感する）

Contact
（参加してみる）

Share
（周りの人に広める）

最終的に目指すゴール

ボランティア活動”開始”までの気持ちの変化と、そのきっかけ

まずはここを
狙おう

会費・寄付

会費・寄付

会費・寄付

会費・寄付

4ステップでイイネ！なボランティア募集プランをつくる

ASCES チェックポイント活用ワークショップのすすめ

意識調査から導き出された「ASCES チェックポイント」。このチェック項目をクリアしたボランティア募集プランを

に実際に作るには、どのように考えを進めたらいいのでしょうか。ASCES チェックポイントはあくまで「考え方」です。

それを知っているだけでボランティア募集がうまく行くわけではありません。

そこで、ASCES チェックポイントを活用してボランティア募集プランを作るワークショップのやり方をご紹介します。

どんな団体でもお手軽にできて、短時間で優れたプランが完成！するかもしれません。

ASCES チェックポイントを見ていくと、ボランティア募集プランを考えるにあたっては、“広報活動” はもちろんの

こと、ボランティアを受け入れる “組織の体制” まで幅広い要素を考慮する必要があることが分かります。　

A S C E S

Attention
（知る）

Sympathy
（共感する）

Share
（周りの人に広める）

Contact
（参加してみる）

Engagement
（メンバーになる）
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ASCES 活用ワークショップ 実施例

「農業経験のあるシニア層」というニッチなターゲットに響くプランとは？

ここからはボランティアフェス

ティバル TOKYO にて、架空の NPO

を題材に行ったワークショップの結

果をご紹介します。

今回のワークショップでは、複数

のケースを取り上げましたが、中で

も興味深いボランティア募集プラン

が出来あがったケースを見てみま

しょう。

「耕作放棄地の有効利用のため、

レンタルファーム事業を行う NPO

が、農業の知識があるシニアボラン

ティアを募集する。」という設定で

す。この NPO のの活動目的と活動

状況は、募集したいボランティア像

は以下のように整理されています。

■団体の活動目的と活動状況
増加傾向にある耕作放棄地を市民農園に
有効活用することで、地産地消の社会づ
くりと、地域農業の活性化に貢献したい。
そのために、耕作放棄地を市民農園にし
て有料で貸し出す「レンタルファーム事
業」を開始した。

■募集したいボランティア像
・年代：シニア　・地域：農村
・内容：農業の知識を持っているボラン

ティアスタッフを募集したい。
市民農園の利用者は農業の素人
であるため、農業のノウハウ提
供をしなければならない。また、
利用者は週末に手入れをしにく
るだけなので、平日は地域のボ
ランティアで手入れをしなけれ
ばならない。

このお題を基に、STEP①～④ま

でのワークショップを実践したとこ

ろ、次のようなプランが完成しまし

た。

タイトル：
「教えて ! 畑の先生プロジェクト」

参加者コメント：募集対象となるシニ
アの気持ち（インサイト）を鑑みると、「あ
なたの農業のノウハウを若い世代に教え
てあげてください」と呼びかけ、“ シニ
アのプライドをくすぐる “ 方向性がよい
のではないかということになりました。

そこで考えだしたプロジェクト名が、
「教えて！畑の先生プロジェクト」です。
農業ボランティアに従事してくれるシニ
アを「畑の先生」と呼ぶことで、シニア
のプライドをくすぐり、「よし！若い人
のために一肌脱いでやるか」という気持
ちを起こしてもらうことを目論みまし
た。　　　　　　　　　　　（SAKURAI）

ネーミングセンスが光る良プラン

ですが、それだけではありません。

ASCES の段階ごとの具体的な施策

もしっかり作り込んであるのです。

Attention（知る）
　　　& Sympathy（共感する）
農業に携わるシニアがよく接触するメ
ディアで、彼らの興味や共感、やりがい
を引き出す。

（想定メディア）
　・農協での告知
　・日本農業新聞での告知
　・農業関連企業の定年退職者への告知

（想定メッセージ）
　・農業を教えてくれる先生が
　　不足して困っているという事実
　・レンタルファーム体験者
　　（ファミリーや若年層）の喜びの声

Contact（参加してみる）
まずは気軽に参加できる単発の機会を設
ける。また、一人よりも誰かと一緒に参
加できる仕組みにすることで、心理的
ハードルを下げる。
　・孫と一緒に参加できる体験イベント
　・レンタルファーム見学ツアー
　・農業仲間作りのための懇親会

Engagement（メンバーになる）
メンバーになることのメリットをわかり

やすく打ち出す。
　・一定期間の研修ののち、
　　「畑の先生」の認定証進呈
　・定期的な懇親会開催
　　（先生同士の交流の場を設ける）

Share（周りの人に広める）
先生自身の体験や生声を活用して、
他のシニアへの呼びかけを行う。
　・NPO 広報誌等での先生紹介
　　（やりがいや社会と関われるなどの
　　　メリットを語ってもらう）
　・お友達紹介キャンペーン
　　（まわりの農業仲間を紹介すると、
　　　野菜がもらえるなど）

　各段階でのアイディアが有機的に

結びつき、一本の「ボランティア募

集プラン」となっていることがお分

かりいただけますでしょうか。最後

に、ワークショップ参加者の感想で

本稿を締めくくりたいと思います。

ワークショップに参加して
　実際にディスカッションをしてみて分
かったのは、出てくるアイデアが意外と

「Attention」に偏りがちということ。つ
いつい「知らせること」に注力してしま
いますが、それだけではなかなかボラン
ティアは集まらないものですよね。
　この ASCES のフレームを使うことで、

「知らせること」のみならず「共感」し
てもらって、「お試し参加」してもらって、

「メンバー」になってもらって、「広めて
もらう」ところまで、まんべんなく考え
ることができました。他のチームからも
ユニークなアイデアがたくさん出てい
て、とても楽しいワークセッションとな
りました。 　　　　

ボランティアを集めるためには、様々な仕掛けが必要です。何が必要かというゴールの設定と、考える道順をあらかじ

め明確化しておくことが、アイディアをやみくもに実施するだけに留まらない、有効な告知手法に辿りつく近道になるは

ずです。「ボランティア興味層」と向き合って、NPO 活動にボランティアを募る仕掛けづくりをぜひ実践していただけれ

ばと思います。　（報告：harapo）
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江戸っ娘あづあづの秋田奮闘記  第16回江戸っ娘あづあづの秋田奮闘記  第16回
秘湯・乳頭温泉のある秋田の仙北

市。県内でも特に豊かな自然や文化

が残っている地域です。ここでは今、

農家さんが経営する宿『農家民宿』

が人気。今年の冬は、女子会と職場

の同僚と計２回行ってきました。

仙北市の農家民宿のキャッチコ

ピーは「おかえりなさい」。わかり

にくい言葉かもしれませんが、一度

泊まった人にはこんなにしっくりく

るコピーはありません。ホテルより

も宿の人との距離がぐんと近くて

ほっこり温かい。都会とは違う田舎

の人付き合いの中で育まれた人を思

いやる気持ちが、秋田では当たり前

に毎日の暮らしの中に息づいてい

て。それをサービスでなく自然にお

客さんに提供していることが、農家

民宿の１番の魅力だと思いました。

なんだか遠い親戚の家のようでまた

帰りたくなる、そんな感覚の宿でし

た。

農家民宿は素泊まりも OK ですが、

農家さんの新鮮野菜と秋田の味たっ

ぷりの食事つきのプランがおすす

め。体験メニューも充実していて、

私は石釜手作りピザづくりと秋田の

冬の伝統干し餅づくりを体験してき

ました。豊かな自然とおいしい手料

理、宿の人の愛情と思いやり、普通

の観光ではなかなか触れることがで

きない秋田の普通の暮らしです。秋

田に来た際にはぜひ農家民宿にご一

泊ください。

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、八郎湖のある秋田へ移住。
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

ご当地イベント体験記　～投げて・避けて・ぶつけろ！！～ご当地イベント体験記　～投げて・避けて・ぶつけろ！！～

大阪府大阪市出身。AD→不動産営業→印刷営業と職を転々とし、安住の地を求め
て歩く。報道番組に携わっていた経験から、NPO 支援をおこなう a-con に参加。
甘味とお酒をこよなく愛す男の子。

writer：ほっしー

「地域活性化」や「まちづくり」と聞いて何を思い浮か
べるだろう？ 観光名所作り・特産品の開発・都市開発・地
域ブランドによる地域活性化など他種多様だ。中でも街お
こしをテーマとした「街コン」「B-1 グランプリ」「ゆるキャラ」
がテレビや雑誌をにぎわしている。そんな中口コミ経由で
私の下に届いたまちおこしの一例をご紹介したい。

皆さんは「雪合戦発祥の地」をご存知だろうか？ 実は
あのコシヒカリで有名な新潟県魚沼市が発祥の地である。

刀折れ矢尽きてもなお戦いをやめず、雪を投げ合った 2
人の武将が由来とされているが、そんな米どころで今年
24 度目の雪合戦が開催された。小出国際雪合戦と名づけ
られたこの大会に、北は宮城県から南は九州まで、全国各
地から 178 チームが参加。総勢 1,000 名以上の参加者が
この魚沼市に集った。大会では予選リーグで敗退しても、
試合を盛り上げたチームなら決勝トーナメントへの可能性
が残されるほか、勝ったチームが勝利の雄叫びやガッツポー
ズ、負けたチームは降参のポーズをするなど、独特のルー
ルがあり他の雪合戦よりもエンタメ色が強い。大の大人が
我を忘れてがむしゃらに雪玉を投げる姿は、クスリと笑え
てしまう。

そんな小出国際雪合戦の魅力は間違いなく「人とのふれ
あい」だろう。現地の人とのふれあい、チーム内外でのふ

れあい。雪合戦以外にも多くのイベントが行われ、各所で
ふれあいの場が用意されている。前夜祭で地元のフォーク
デュオ「あんさおっさ」の雪合戦テーマソングに合わせ、
全員が肩を組み踊る姿は圧巻だ。魅了される人は後を絶た
ず、市外からの参加が実に7割強。一部では毎年バスを
チャーターして、はるばる東京から30人規模のチームを組
んで参加する団体まで。彼らには雪合戦なしの冬は考えら
れない。

口コミに踊らされ参加し、すっかり虜になってしまった人
間がここにも一人。そして今 PR になるべくコラムを書いて
いる。主催者側としてはしてやったりだ……。
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writer：ひかる

writer：いっしー

　2011 年の非営利プロジェクトを
見渡し、「みんながイイね！と感じ
たプロジェクトを讃える」と同時に

「自分たちのプロジェクトに優れた
方法を取り入れる方法」について知
見を共有する目的で開催された、イ
イ ネ！ Project Award 2011。今 月
号では、「イイネ ! Communication 
Project」の部門賞を受賞した非営
利団体「ふらいパンダ」を紹介しま
す。

■子供のころ誰もが一度は憧れた、
超巨大カステラ

「ふらいパンダ」では、東日本大
震災で被災した子供たちに対し、直
径 90cm の巨大フライパンによるカ
ステラ作りワークショップを実施し
ています。

震災時に受けたショックや、長期

の避難生活で受けるストレスが積み
重なり、被災地の子供たちは心身と
もに常に不安定な状態になってい
る、と多くの専門家は指摘します。
ふらいパンダはそんな子供たちが笑
顔と活力を取り戻し、健やかに成長
していくことを手助けするために活
動する有志団体です。

巨大カステラは、もともと仲間内
での遊びとして作っていたものです
が、震災後、自分たちに何かできる
ことがないかと思い立ち被災地で
作ってみたところ、とても喜ばれ、
どんどん活動が広がっていったとの
こと。

数多くの被災地支援プロジェクト
の中でも、ひと際ユニークな活動内
容と、「巨大カステラ作りって、楽
しいよね！」という勢いで一気に進

んでいる点が高く評価されました。

■あなたのイイネを大募集！
　イイネ！ Project Award は 2012
年も開催予定です。あなたがイイ
ネ！と思ったプロジェクトをぜひ
Twitter でお知らせください。ハッ
シュタグは #iinep で。

①何をすべきか、②どう実行すべきか、③実行する人がいない、④予算がない、⑤時間が
遅れる、といったまちづくりで直面する 5 つの課題に対して経営論によるアプローチを
提示しているのが本書である。

上記のような課題は、まちづくりの分野に限らず、他分野の NPO にも共通することが
多い。あなたの NPO は、行き当たりばったりで事業運営をしていないだろうか。きちん
と目標を立てて運営できているだろうか。

事業から利益を生み出すことは NPO にとって悪いことではない。利益が伴わず、事業
が継続できないことの方が問題だ。

5 つの課題に頭を抱える方には、本書から戦略を持って事業を運営するコツを学ぶこ
とをオススメする。

まちづくりの「経営力」養成講座
木下 斉（著） / 学陽書房 / 2,310 円 / 236p

ボランティアではなく、戦略を持って経営する。

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。

「ふらいパンダ」の詳細は、 
http://fly‒panda.org/ へ

埼玉県小川町出身。駒澤大学法学部法律学科在学中。
イイネ！ Project Award 2011 では、司会を務めた。

一度は食べてみたかった、巨大カステラをふるまう
“ふらいパンダ” が被災地の子供に大人気！

イイネ！ Project Award 2011　受賞事例紹介②
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あなたが今、考 えていること：
「Facebook でいいね！をすること
（6%）」「彼氏を愛すること（9％）」
何となくニヤッとしてしまうような
項 目 が 並 び、一 番 下 に は『FREE 
SPACE』と記載されたレシート。一
体これは何でしょう。

実はこれ、ペルーの貧困撲滅団体
「A Roof For My Country」が 行 っ
ている寄付金集めのプロモーション
なのです。同団体は街頭でのチラシ
配りや、募金箱を設置するなどの一
般的な募金活動の代わりに、独自に
制作した「市民の心の構成要素を読
みとる測定器」を街中に設置するこ
とで、市民の募金活動に対するモチ
ベーションを喚起して、効率的な寄
付金集めに成功しました。

この測定器にコインを投入する
と、付属のディスプレイに性別や年
齢を選択する画面が表示されます。

画面の指示に従って質問に答えてい
くと、最後に診断結果がレシートの
ような形で吐き出されるという仕組
みです。この時、コインも戻ってき
ます。診断結果には、診断を受けた
人が今『心を割いているコト』がパー
センテージとともに印字されます。
そ し て 診 断 結 果 の 下 に は『FREE 
SPACE （心の空きスペース） 』の文
字。

レシートの最下部には、この文字
の意味を説明するこんな文章が印刷
されています。「いろいろなコトを
考えているあなたの心にも、“家が
なくて困っている人のことを想い、
手助けする領域” がまだ十分に余っ
ていますね」　「彼らを支援して社会
の役に立ちたい場合は、（先程戻っ
てきた）コインをもう一度測定器に
投入して下さい」

この診断結果を見た大勢の人が、

喜んでコインを再投入したそうで
す。寄付を単に要求するのではなく、
こうした人を楽しませる一工夫が寄
付者にとっても幸せな寄付へとつな
がっていくのではないでしょうか。

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。

A Roof For My Country

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。

writer：もっちゃん

NPO のインナーコミュニケーションに効く！
ソーシャルメディア活用法
ソーシャルメディアの活用が注目されていますが、
みなさんの団体は十分活用できていますか？

特に NPO などの非営利団体では、
ソーシャルメディアは単に広報ツールとしてではなく、

関係者との "絆" を深めるための
"インナーコミュニケーション" への活用も効果的です。

4/5月号特集
編  集  後  記

2011 年度最終号、無事にお届けできま
した。npo‒co は立ち上げ以来、草の根市民
基金・ぐらん 「2010 年度 都内草の根助成」
の 支 援 を 受 け て 発 行 を し て き ま し た。
npo‒co を１年間続けてこられたのも、この
助成金を通じて我々の新チャレンジを応援
していただけたからこそだと思います。こ
の場を借りて npo‒co 編集部一同御礼申し
上げます。

来月からは新年度ですね。npo‒co も、次
号からまた心機一転、更に磨きをかけてお
届けしていきたいと思います。

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 @npo̲co / @a̲conweb 
■FaceBook a‒con
■問い合わせ info@a‒conweb.net

a‒con にアクセス

印刷されるレシートの一例

街中に設置された
「測定器」



最も単純で効果的な
スマフォの使い方。

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

※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。
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：原文子
：谷本大樹
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：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 >

最近誰もが持っているスマート

フォン。ただ、ある調査で 40％以

上の人が「使いこなせていない」と

感じているそう。読者の中にもどう

使っていいか悩んでいる方も多いの

では？ そんな人にオススメなのが

npo-co の新人編集、大浦さんの使

い方だ。

現役大学生でもある大浦さんは、

iPhone 4S のメモアプリだけで議事

録や NPO のヒアリングシートを作

成・共有してしまう才女。もともと

は、往復で 2 時間かかる通学中に、

講義のレポートを作成していたこと

で能力が身についたとか。「慣れる

と文字入力は PC より速くなります

し、何より気軽に持ち運べるのがい

いです」。プリインストールのメモ

帳で始められるからハードルも低

め。使い方に悩んでいるならマネし

てみるのもありかも。

2/32/3

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［エヌポコ］

意識調査でわかった！
ボランティアがどんどん集まる
5つのチェックポイント

特集

発行：NPO法人NPOコミュニケーション支援機構（a-con）

iPhone 4S 
世界のスマートフォンブームに火を
つけた Apple 社製のマシン。最新版
の４S は音声で受け答えできる秘書
機能アプリ「Siri」を搭載するなど、
現在でも世界のトップを走り続けて
いる。日本では au と SoftBank の 2
社が提供中。
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