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いつでもどこでもホワイトボー
ド！

　< writer : TARO >

会議やミーティングで必要なアイテムといえばホワイト

ボード。ただ、大きいから狭い会議室やカフェテラスなど

では使えないんですよね・・・。そんなときは a-con でイ

ベントの鬼と名高いぽったーさんが使っているスケッチ

ブック型ホワイトボードがおススメです。

大きさが A4 ほどなのでバッグに入れて持ち運びでき屋

内屋外問わずどこでもホワイトボードを使ったミーティン

グが可能になるのです。

また各ページに半透明シートを添付した 2 層構造なの

で、ホワイトボードの文字に上書きしたり、間に資料を挟

んで書き加えたりするなどアイデア次第でいろいろに使え

ます。

思いついたことをすぐに書いて、だめなら消してと、と

ても回転の速いアイデア出しができ、書いたことはスマ

フォで撮影してデジタル化しメンバー間で共有。場所を問

わず、スピード感のあるミーティングをしたい方は使って

みてはいかがでしょうか。

NUboard（ヌーボード）A4 判
バッグに入れて持ち運びできるリングート形式のホワイト
ボード。
設置型というイメージがあったホワイトボードで、これまで
にないノート形式という、携帯性を実現したことで多くのビ
ジネスマンから支持を得ている。

伝えるコツ・伝わるヒントがここにある!

［特集］

ソーシャルメディアで、
「セミナー」の常識をかえる
～ソーシャルメディア×インタクティブで
“狭く・深く”から、“広く・深く”な情報発信へ～



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10回
「キリヌキ・カクハン」　　ー写真は文字ほどにものをいうー

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

         - KIDOGS 上山 琴美さん　湯澤 莉紗子さん
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特集：ソーシャルメディアで、「セミナー」の常識をかえる

　　　～ソーシャルメディア×インタクティブで

　　　”狭く・深く”から、”広く・深く”な情報発信へ～

npo-column

　　　草の根NPOのコミュニケーション

　　　江戸っ娘あづあづの秋田奮闘記

　　　a-conʼs Book Review

イイネ！コミュニケーション事例

怪盗コミュニケーション、参上！

編集後記・次号予告

Pickup Photoかみやま・ことみ。
　代表理事として KIDOGS を立ち上
げ、犬と人、双方の幸せが最大にな
るような仕組み作りに奔走中。常に
一番に考えることは「何かを解決す
る時に、それで幸せになる人が何人
いるのか」。

写真撮影：玉川萌木

文字量が多いと読みにくいから・・

そんな “ とりあえず ” な理由で写真や

画像を入れていないだろうか。今回は

そんな写真を掲載する際の話だ。

カクハン・キリヌキとは撮影および

掲載方法のことで、カクハンは「背景

を生かした状態で使用する方法」、キ

リヌキは「被写体のみを切り抜いて使

用する方法」を指す。キリヌキは撮影

後フォトショップ等の作業が伴う。そ

のため素人には難しい部分もあるが、

この 2 つの手法を使い分けることで

表現の幅が驚くほど広がるので、ぜひ

知っておいてほしい。　

カクハンの特徴としては、被写体に

加え背景を活用して伝えたいことを表

現することができる。どこで、どんな

時に、どんなもの・人が、どんな雰囲

気か、1 枚で伝えられる情報量が多い。

反対に、その一枚が伝えたいことをき

ちんと表現している写真かを気にしな

ければならない。

キリヌキの特徴は、被写体を際立た

せ、レイアウトの自由度が高まる点に

ある。一つはページ内のレイアウト。

切り抜くことで形が四角でなくなるた

め、文字と画像の配置の可能性が広が

る。もう一つには画像内のレイアウト。

サイズ・縮尺が違うものや向きの違う

ものどうしを違和感なく重ねたり、効

果的に見せることができる。

この使い分けをうまく行うことで、

紙面にメリハリが生まれるのだ。

npo-co は、NPO 法人 a-con が発行する、

NPO向けのコミュニケーションの参考書です。

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。

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

あなた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ハ

ウツーを紹介するテキストを発行しています。

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。

「本気」で動くことで世界は変えられる。そ
の心を想い出させてくれたのが、上山琴美さん
と湯澤莉紗子さん。NPO 法人「KIDOGS」で
ともに代表理事、広報担当として活躍している
2 人。年間 10 万頭も捨てられている犬達の現
状を変えたい、もっと人と犬との関係を幸せな
ものにしたい、と根本的な仕組み作りに取り組
んでいる

もともと代表の上山さんが団体を立ち上げよ
うと思ったキッカケは小学校の頃に読んだ絵
本。犬たちが殺処分されてしまう内容に、「日
本という国は家族を殺すのか」と衝撃を受けた。
それ以来、犬の保護施設をつくりたいと、大学
卒業後は店舗運営型の民間企業に就職。しかし、
施設を作れば根本的に問題は解決出来るのか、
疑問は止まなかった。

そんな時、通っていた ETIC のメンターに、
今の事業モデルで何頭の命が救えるのか問わ
れ、答えられない自分に愕然とした。それから
1 年、むさぼるように犬を取り囲む社会問題を
文献や現場で調査。徹底的に検証し、出た一つ
の答えが「KIDOGS」の立ち上げだった。
「『捨て犬が可愛そうだから貰ってあげな

きゃ』と思うことで、逆に不幸を招くこともあ
ります。ご家庭が最も納得して安心できる方法
で犬を選ぶことが、犬もご家庭にとっても幸せ
に繋がる。そういうカップルを一組でも増やし
たいんです」

そんな 2 人の休日の過ごし方は、現場に出て
犬の飼い主さんの声を聞くこと。社会問題を解
決するのは闇雲な一歩では無理と、常に仮説を
検証し、現場で当事者の声に耳を傾け続けてい
るという。「まるで仕事中毒ですよね」と湯澤
さんは笑う。「ただ、検証すればするだけ解決
へ一歩近づいたと実感出来るんです。失敗して
も、なぜ失敗したか分かります。やめられませ
んよ」。

熱い情熱を持ち、仕組みから切り替えていく。
世界を変える瞬間を垣間見た気がした。この 2
人が作る動物と人との未来には期待出来そう
だ。

KIDOGS
　上山 琴美さん 湯澤 莉紗子さん

ゆざわ・りさこ。
　KIDOGS 広報企画・マーケ
ティング担当として勤めていた
総合商社を退職し 7 月から本格
参加。今後さらに大切になって
くる広報機能を一手に引き受け
ている。
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「セミナー」×「ソーシャルメディア」の可能性

NPO のメッセージを発信するメジャーな手法の１つに、「セミナー・講演会」の開催があります。これまでのセミ

ナーは、セミナーに参加できなかった人には、その内容を届けることができないのが現状でした。しかし、ソーシャル

メディアの発展によって、セミナーの内容を世の中に発信できる、「開かれたセミナー」に注目が集まっています。今回

は、ソーシャルメディアとセミナー（イベント）を掛け合わせることで広がる可能性を考えます。

■「セミナー」の特徴と課題

セミナーは、参加者が一箇所に集

まり講演者と同じ空間を共有する中

で「参加者にリアルに深くメッセー

ジを伝える」ことができます。

一方で、セミナーには「参加者に

しか情報が伝わらない」「準備に時

間がかかる」「内容を記録・シェア

しにくい」といった課題があります。

セミナーを開催しただけでは、情報

やメッセージを拡散させていくこと

は難しいでしょう。

セミナーの「リアルさ」を大切に

しながら、セミナーに参加していな

い人にも、その内容や会場の空気、

参加者の熱を伝えていくことができ

たら、セミナーの価値は更に高まる

ことでしょう。そして、ソーシャル

メディアなら、その役割を担うこと

ができるのです。

■ソーシャルメディアって？

ここで、「ソーシャルメディア」

の特徴を整理をしておきます。

ソーシャルメディアとは、ユー

ザー（すなわち普通の人々）が情報

を発信し、形成していくメディアで

す。マスコミではなく普通の人々が

情報を発信できる、という点がポイ

ントで、例えばセミナーに参加して

いる情報の受け手が、もしセミナー

の内容に興味をもったら、今度は周

囲の人たちにその内容を発信してく

れる可能性があるということです。

■ソーシャルメディアは使い方次第

ソーシャルメディア上の膨大な量

の情報その中で、「情報を発信して

もらう」「情報に接してもらう」た

めには、セミナーの内容が充実し

ているのは勿論のこと、「いいね！」

と思った人が情報を発信しやすいよ

うにセミナー主催者が下準備をして

おくことが、実はとても重要です。

そこで、次の章から、セミナー主

催者がすべき準備のポイントをご紹

介します。

ソーシャルメディアで、
「セミナー」の常識をかえる

～ソーシャルメディア×インタクティブで　
“狭く・深く”から、“広く・深く”な情報発信へ～
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ソーシャルメディアを使ってセミナーの内容を発信しよう！

Twitterでセミナーを実況する

『ソーシャルメディアを使った情

報発信』と一言でいっても、その方

法はさまざまです。そこでまず、ど

のソーシャルメディアを利用すれば

よいか？という点を見ていきます。

以下の図は『セミナーを発信する』

ことを想定した場合の、それぞれの

ソーシャルメディアが持つ特徴を整

理したものですが、それぞれに一長

一短、向き不向きがあります。

通常、イベントの内容を伝える場

合、最も利用しやすいのは「ブログ」

です。イベント実施時に専任の担当

者をつけなくても、後日でも記事を

書けますし、文章を書ければ特別な

テクニックがなくてもセミナー内容

をレポートできるのが魅力です。

ただ、“ 一人でも多くの人に内容

を届けたい ” と考えるなら、波及効

果の高い Twitter を利用することを

おすすめします。これまでご紹介し

た通り、ソーシャルメディア上で情

報は「人から人へ」伝わっていきま

す。特にセミナー参加者に Twitter

利用者が多い場合、主催者側がしっ

かりと情報発信をすれば、参加者が

その情報をシェアしてくれる可能性

が高まります。ただ、Twitter を使っ

てセミナーの情報発信をするには、

ブログとは異なり、それなりのテク

ニックが必要となってきます。

■いかに参加者を巻き込むかが重要

普段、Twitter を活用している方

なら、Twitter を利用しての情報発

信にはさほどハードルを感じないで

しょう。しかし、単にセミナーの様

子をツイートするだけでは、あまり

効率よく情報が伝わっていきません。

Twitter を使い、１人でも多くの

人に情報を届けたい時は、『主催者

が上手に情報発信を行う』こともさ

ることながら、『いかに参加者にも

情報発信をしてもらうか？』という

ことが重要なポイントとなります。

以下では、Twitter でのセミナー

実況をより効果的にするためのテク

ニックをご紹介していきます。

なお、こちらの URL に a-con が

お手伝いをしたビッグイシュー基金

さん主催のイベント「第3回若者ホー

ムレス支援ネットワーク会議」の

Twitter 実況がまとめられています。

http://togetter.com/li/271134

具体的なテクニック紹介の際に、

併せてご参照ください。

※尚、以降の記事は Twitter を日

頃から活用し、ある程度使い慣れて

いることを前提にお話を進めていき

ます。

＜図＞主なソーシャルメディアの特徴一覧

セミナー参加者に、Twitter で積

極的にツイートしてほしい。そんな

時に活躍するツールを紹介します。

Twitter のツイートをニコニコ動

画のコメント風にディスクトップに

流すソフト、「n2witter」です。ス

クリーンでスライドを映す用のパソ

コンに、あらかじめ「n2witter」を

インストールし、ハッシュタグを設

定しておくと、そのハッシュタグで

ツイッターされたつぶやきがニコニ

コ動画のコメント風にディスクトッ

プに流れだします。

セミナー参加者のツイートをリア

ルタイムで共有できるソフトで、参

加者のツイート心をくすぐってみて

ください。

■「n2witter」：思わずツイートしたくなる、Twitter 実況中継盛り上げツール■

ブログ Twitter Facebook Ustream

×リアルタイム性 ○ ○ ○

△参加者からの
情報拡散性 ◎ ○ ×

○実践のしやすさ △ △ ×

○アーカイブ性 ○ × △

インストール /使い方は、
「n2witter」で検索！

#ハッシュタグをつけて
ツイートすると、
セミナー会場スクリーンに
ツイートが表示される。
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実践、Twitter実況！

テキストエディタなどに実況ツイートに使うテンプレートやテキスト素材を下書きしておきます。

■まずはじめに：基本テクニック

Twitter 実況では、イベントの流

れなどを説明する「説明ツイート」

と登壇者などスピーカーの発言を紹

介する「発言ツイート」を使い分け

るのが基本のスタイルです。

こうすることで、その場にいない

第三者にセミナーの内容を、臨場感

を持って伝えていくことができます。

■登壇者の名前＋ハッシュタグ

発 言 ツ イ ー ト で 利 用 す る 基 本

フォーマットを準備します。

” 登壇者「　 」 # ハッシュタグ ”

といった形式でテキストエディタ

に下書きをしておき、実況中はコ

ピー＆ペーストをして、ツイートを

していきます。

■登壇者のプロフィールや関連 URL

解説ツイートで、登壇者のプロ

フィールなどを紹介できるとよいで

しょう。

事前に登壇者を把握しておき、登

壇者のホームページや著作、ブログ

などの URL も、テキストエディタ

にコピー＆ペーストしておくと、ス

ムーズにツイートできます。

■講演資料のアウトライン

パワーポイント等で講演資料が予

め手に入る場合には、ツイート文に

引用をしやすいように、予めテキス

トエディタにコピー＆ペーストをし

ておきましょう。

特に統計データなどを実況ツイー

トで紹介できると、参加者がメモ代

わりにリツイートしてくれることが

あります。

■Twitter で世の中に拡散したイベント事例　BIG ISSUE■

a-con では、2012 年 3 月 10 日に開催された NPO 法人ビッグイシュー基

金「第 3 回若者ホームレス支援ネットワーク会議」の Twitter 実況のお手伝

いをしました。このイベントは、当日の参加者も 200 名以上と大盛況でしたが、

togetterまとめのVIEWはなんと約9,500人。イベントで発信されたメッセー

ジが広く世の中に伝わった好事例です。

イベントの実況をする場合、主催者と参加者が共通のハッシュタグを使うことが必要です。

イベント専用のハッシュタグを予め決めておき、事前の案内メールやセミナーの冒頭で紹介しましょう。

WiFi など、会場でインターネットに接続できる環境を準備しましょう。

会場によっては、Emobile や WiMAX などの電波が入りつらい場所もあるので、注意が必要です。

なお、実況はスピード感が求められるので、スマートフォンからではなく PC から行いましょう。

■インターネットの接続環境

■ハッシュタグを決める

■ツイート素材の準備

●説明ツイート例

●発言ツイート例

STEP1　セミナー開催前の下準備

Togetter イベントまとめページより
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まずは、トライを。

参加者が積極的にイベントの様子をツイートしてくれ

ているようでしたら、ハッシュタグでその流れを追って

ください。参加者の感想を公式アカウントからリツイー

トをすると、セミナーの様子をよりライブ感を持って伝

えることができます。

スマートフォンなどで会場の様子を撮影してツイート

をしてみましょう。特にワークショップやディスカッショ

ンなどがある場合、その解説とともに、写真をアップす

ることで、実況にメリハリをつけられます。

セミナー中は実況ツイートで手一杯になりがちですが、余裕があればぜひ以下のことにもチャレンジしてください。

■参加者のツイートをリツイートする ■会場の写真をツイートする

　イベント中の実況ツイートを『Togetter』というツールを使ってまとめていきます。Twitter は、古い情報はどん

どん流れてしまうので、このようなツールを使ってアーカイブ化することで、参加者でない方もイベントを様子を振り

返ることができます。更には、セミナーの内容と同じテーマを調べている人が、実況まとめを見つけることで、主催元

の団体を PRできる可能性もあります。

■時系列にまとめよう

Togetter で、実況で利用したハッ

シュタグがついているツイートを主

催者 / 参加者問わず、時系列で並べ

ます。更に並べたものを１度見直し

て、イベントの構成にそって並べ替

え、見出しをつけていくとより分か

りやすくなります。

並べる時のコツは、読んでイベン

トの流れがわかりやすいか？を重視

して、なるべく参加者のツイートを

残しつつも、必要に応じて順番を入

れ替えたり、削除したりして、編集

をしていきましょう。

■タイトルは ”興味がない人が、興味

を持ってくれるキャッチコピー ”を

ツイートのまとめに限らず、イン

ターネット上でコンテンツをより多

くの人に見てもらうためには、記事

の「タイトル」をどうするか？が非

常に大切です。

ポイントとしては「イベントで

扱ったテーマにあまり興味がない

人」をイメージして、彼らがそのタ

イトルを見た時に、思わずハッとす

るようなキャッチコピーをつけるの

が理想です。

■まとめたら参加者に紹介しましょう

最後に、実況ツイートをまとめた

ら、イベントの参加者、特に登壇者や、

Twitter で発言をしてくれていた参

加者に紹介しましょう。

彼らにまとめページをシェアして

もらえれば、イベントに直接興味や

関心が無かった人たちに情報が届く

可能性が更に広がります。

■「USTREAM」で、セミナーを生中継
今回は Twitter 実況にフォーカスをあてて紹介しましたが、セミ

ナーをライブ感たっぷりに発信していくには、セミナーの様子を動

画で中継することも有効です。

USTREAM は、ユーザーが無料で動画を配信できるポータルサ

イトで、登録をすれば誰でも利用可能です。（但し、撮影用の専用

カメラ機材が必要になります）

中継をする場合は、事前に登録をし、自分たち NPO 用のチャン

ネルを準備しておきましょう。中継は、途中で止められないある意

味一発勝負になります。事前準備と予行演習を必ず行い、録画ボタ

ンを押せばすぐに中継を開始

できるようにしておくことが

大切です。またトラブルが起

きても対処できるよう、普段

から機材に触っておくことも

有効ですね。

今回はセミナーに的を絞って、ソーシャルメディアを

活用した情報発信の手法をご紹介しました。これからセ

ミナーを開催予定の方は、ぜひ一度トライをしてみませ

んか。

本日ご紹介したツールは、インターネット上で手軽に

使うことができます。はじめは戸惑うことも多いかもし

れませんが、そんな時は、周囲のインターネットに強い

人に協力を仰ぐのも良いでしょう。

NPO のメッセージが凝縮されたセミナーを、より多く

の人々に届けていくことで、NPO に対するイメージや興

味も高まっていくと思います。

ぜひ、ソーシャルメディア活用、はじめてみてください。

STEP2　セミナー開催中のチャレンジ

STEP3　セミナー開催後

http://togetter.com/



07 08NPOのためのコミュニケーション・テキストブック「npo-co」2012年6･7月号 NPOのためのコミュニケーション・テキストブック「npo-co」2012年6･7月号

　４月。雪が溶け水仙が咲き始めるころ、
私の住む集落では、稲の「種まき」がいっ
せいに始まります。稲の種まきは、土を
入れて種を蒔いた箱をビニールハウスに
運ぶ作業。朝～晩まで丸１日かけて４軒
で 1,600 枚ほど行います。今年初めてお
手伝いしましたが、この黒い箱１つ１つ
が重く、次の日立ち上がれないほどの重
労働でした。
　でもまだ、田植えでなく「種まき」な
のです。このあと田植えをし、手間暇を
たっぷりかけてやっとお米が作られま
す。普段、コンビニやスーパーなどで手
軽に食べているお米ですが、裏には必ず、
この辛い種まきの作業や他の農作業が行
われている―今まで知らなかった自分が
恥ずかしくなりました。
　思わずガンジーの『まずは都会に住む
人に尋ねたい。あなたは地方の村でつく
られているものを、一切使わず、一切食

べずに暮らすことができるのか？』 とい
う言葉を思い出しました。そして「東京
にいた時はなんて農業は離れていたんだ
ろう」と。食べ物は１円でも安く買うこ
とだけに頭いっぱいだった気がします。
日本の農家の平均年齢は 65.8 歳。私の
住む集落でもお年寄りの方ばかりです。
あと 10 年後の日本の食はどうなるんだ
ろう……。日本の食のこと・未来のこと、

今から本気で考えなくちゃいけないので
はないか、秋田で集落に住み始めてそう
感じています。

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

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。

皆さんの団体は、作成したチラシ

や広報誌などを、どれくらい配布で

きているでしょうか？チラシを作っ

てみたはいいけど、どこにどうやっ

て配布しよう？と思い悩んだ経験は

ありませんか？草の根ＮＰＯがチラ

シを配布できるルートは限られてい

るものですが、チラシはかなりの数

をさばかないと効果が出てこない広

報ツールです。１００や２００と

いった数を配布しただけでは、あま

り反応が見込めません

そこで今回はチラシをまく具体的

な方法の 1 つとして、自治体からの

後援を得る方法をお伝えします。草

の根ＮＰＯの活動は地方自治体が進

めている政策・施策の方向と重なる

ことがあり、かつ自治体では手が出

せないような活動であることが多い

ため、意外と後援を取りやすかった

りするものです。以下を参考にして、

ぜひ狙ってみてください

■そもそも「後援」とは

　後援とは、団体が行おうとしてい

る「公共的な事業」に対して、自治

体の名義を使って広報することがで

きる、という制度です。ここで言う

「公共的な事業」とは、各自治体で

進めている政策や施策と方向が一致

することや、多くの市民にとって

ニーズがある事業のことだと考えて

ください。

　後援を取る具体的なメリットとし

ては、チラシやＨＰ等で広報をする

ときに「後援：○○市」という文言

を入れることができます。ある意味

で自治体からのお墨付きをもらうこ

とになるので、チラシや団体自体の

信頼性が高まりますし、チラシを各

行政施設に置いてもらえたり、自治

体によっては行政施設の使用料を減

額してくれることもあるので、メ

リットがいっぱいです。

■後援を取るための手順

　私が担当している自治体での後援

申請の手順を元にお伝えします。ど

こでも概ね同じような手順を踏むと

思いますが、細部は自治体ごとに異

なると思いますので確認してくださ

い。お近くの中間支援施設でも相談

に乗ってくれると思います。

①実施する事業が、自治体のどの課

に興味を持ってもらえそうか考える

　後援は各課の窓口に申請して取る

のですが、どこの課に話を持ってい

くかをまず考える必要があります。

高齢者支援の事業に後援をもらいた

いのであれば、高齢福祉課など、事

業内容に関連する課の窓口にコンタ

クトを取りましょう。

②企画書を作成して、窓口にアポを

取り、説明しに行く

　後援を取りたい事業の内容を、簡

単な企画書にまとめてましょう。解

決しようと取り組んでいる課題、そ

の課題が起こっている原因、その原

因に対してどのような事業を行うこ

とで解決しようとしているか、その

課題解決がどんな人にどんなメリッ

トをもたらすのかなど、事業がイ

メージできるように具体的に書いて

ください。余力があれば、その課で

進めている政策や、今年度の重点施

策などをＨＰで調べて、その事業と

の関連性を見つけ、企画書に盛り込

みましょう。

　この企画書で相手の共感を得るこ

とがとても重要です。また自治体の

担当者としては、後援を出した事業

で何か問題が起これば、自治体や担

当者の評価にも関わってくるので、

そう簡単に出すわけにはいきませ

ん。様々な質問がされることを想定

し、答えられるようにしておいてく

ださい。

③後援申請書に記入

　窓口で話し合った結果、後援を申

請して大丈夫ということになれば、

後援申請書の提出をすることになり

ます。②の企画書を作成していれば

そんなに手間ではないと思います

が、簡単な予算書などをつけさせる

自治体もあるようです。

　後援を取った事業は、最終的に報

告書の提出を求められることがあり

ます。多少手間ですが、後援をくれ

た部署と良好な関係を続けていくた

めにも、手を抜かずしっかり作成し

ましょう。

第6回　自治体からの協力を取りつけよう

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

　会議が長引き延々結論が出ない組織は要注意だ。長引く会議がもたらすもの

は、「仕事の無駄を生むこと」「（環境変化によって）会議の意義を弱めること」

「（参加メンバーの）モチベーションを下げること」といったデメリットばかり

で百害あって一利もない。

　本書は、日産で行われている会議を紹介しているだけの本である。ただ、こ

の会議は読者のみなさんがいつも経験しているような会議とは全く違う。目次

には、「その日にはじまり、その日に結論を出す！」「意思決定者は会議に出席

しない！」「議事録をつくらない！」といったセンセーショナルな見出しが並

ぶが、これらこそが上記のデメリットを反転させるテクニックなのだ。

　本書には多くのテクニックが書かれているが、まずはホワイトボートとポス

トイットをつかって会議の進行を視覚化する、これだけでも確実に会議の雰囲

気が変わるだろう。会議の効果を最大にするため、ぜひ一度目を通して、そし

て実践してほしい。

日産 驚異の会議 改革の 10 年が生み落としたノウハウ
漆原 次郎 ( 著 ) / 東洋経済新報社 / 1,575 円 / 245p

日産の会議で、最大の効果を引き出す。

平日は表参道にある環境 NPO の中間支援組織で働きながら、休日は a-con で NPO の中間支援をするという、NPO 漬けの生活をおくる 20 代
草食系のめがね男子。関西弁を喋らない純正大阪人だが、つっこみだけは「なんでやねん！」。

江戸っ娘あづあづの秋田奮闘記  第18回江戸っ娘あづあづの秋田奮闘記  第18回
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　４月。雪が溶け水仙が咲き始めるころ、
私の住む集落では、稲の「種まき」がいっ
せいに始まります。稲の種まきは、土を
入れて種を蒔いた箱をビニールハウスに
運ぶ作業。朝～晩まで丸１日かけて４軒
で 1,600 枚ほど行います。今年初めてお
手伝いしましたが、この黒い箱１つ１つ
が重く、次の日立ち上がれないほどの重
労働でした。
　でもまだ、田植えでなく「種まき」な
のです。このあと田植えをし、手間暇を
たっぷりかけてやっとお米が作られま
す。普段、コンビニやスーパーなどで手
軽に食べているお米ですが、裏には必ず、
この辛い種まきの作業や他の農作業が行
われている―今まで知らなかった自分が
恥ずかしくなりました。
　思わずガンジーの『まずは都会に住む
人に尋ねたい。あなたは地方の村でつく
られているものを、一切使わず、一切食

べずに暮らすことができるのか？』 とい
う言葉を思い出しました。そして「東京
にいた時はなんて農業は離れていたんだ
ろう」と。食べ物は１円でも安く買うこ
とだけに頭いっぱいだった気がします。
日本の農家の平均年齢は 65.8 歳。私の
住む集落でもお年寄りの方ばかりです。
あと 10 年後の日本の食はどうなるんだ
ろう……。日本の食のこと・未来のこと、

今から本気で考えなくちゃいけないので
はないか、秋田で集落に住み始めてそう
感じています。

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

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。

皆さんの団体は、作成したチラシ

や広報誌などを、どれくらい配布で

きているでしょうか？チラシを作っ

てみたはいいけど、どこにどうやっ

て配布しよう？と思い悩んだ経験は

ありませんか？草の根ＮＰＯがチラ

シを配布できるルートは限られてい

るものですが、チラシはかなりの数

をさばかないと効果が出てこない広

報ツールです。１００や２００と

いった数を配布しただけでは、あま

り反応が見込めません

そこで今回はチラシをまく具体的

な方法の 1 つとして、自治体からの

後援を得る方法をお伝えします。草

の根ＮＰＯの活動は地方自治体が進

めている政策・施策の方向と重なる

ことがあり、かつ自治体では手が出

せないような活動であることが多い

ため、意外と後援を取りやすかった

りするものです。以下を参考にして、

ぜひ狙ってみてください

■そもそも「後援」とは

　後援とは、団体が行おうとしてい

る「公共的な事業」に対して、自治

体の名義を使って広報することがで

きる、という制度です。ここで言う

「公共的な事業」とは、各自治体で

進めている政策や施策と方向が一致

することや、多くの市民にとって

ニーズがある事業のことだと考えて

ください。

　後援を取る具体的なメリットとし

ては、チラシやＨＰ等で広報をする

ときに「後援：○○市」という文言

を入れることができます。ある意味

で自治体からのお墨付きをもらうこ

とになるので、チラシや団体自体の

信頼性が高まりますし、チラシを各

行政施設に置いてもらえたり、自治

体によっては行政施設の使用料を減

額してくれることもあるので、メ

リットがいっぱいです。

■後援を取るための手順

　私が担当している自治体での後援

申請の手順を元にお伝えします。ど

こでも概ね同じような手順を踏むと

思いますが、細部は自治体ごとに異

なると思いますので確認してくださ

い。お近くの中間支援施設でも相談

に乗ってくれると思います。

①実施する事業が、自治体のどの課

に興味を持ってもらえそうか考える

　後援は各課の窓口に申請して取る

のですが、どこの課に話を持ってい

くかをまず考える必要があります。

高齢者支援の事業に後援をもらいた

いのであれば、高齢福祉課など、事

業内容に関連する課の窓口にコンタ

クトを取りましょう。

②企画書を作成して、窓口にアポを

取り、説明しに行く

　後援を取りたい事業の内容を、簡

単な企画書にまとめてましょう。解

決しようと取り組んでいる課題、そ

の課題が起こっている原因、その原

因に対してどのような事業を行うこ

とで解決しようとしているか、その

課題解決がどんな人にどんなメリッ

トをもたらすのかなど、事業がイ

メージできるように具体的に書いて

ください。余力があれば、その課で

進めている政策や、今年度の重点施

策などをＨＰで調べて、その事業と

の関連性を見つけ、企画書に盛り込

みましょう。

　この企画書で相手の共感を得るこ

とがとても重要です。また自治体の

担当者としては、後援を出した事業

で何か問題が起これば、自治体や担

当者の評価にも関わってくるので、

そう簡単に出すわけにはいきませ

ん。様々な質問がされることを想定

し、答えられるようにしておいてく

ださい。

③後援申請書に記入

　窓口で話し合った結果、後援を申

請して大丈夫ということになれば、

後援申請書の提出をすることになり

ます。②の企画書を作成していれば

そんなに手間ではないと思います

が、簡単な予算書などをつけさせる

自治体もあるようです。

　後援を取った事業は、最終的に報

告書の提出を求められることがあり

ます。多少手間ですが、後援をくれ

た部署と良好な関係を続けていくた

めにも、手を抜かずしっかり作成し

ましょう。

第6回　自治体からの協力を取りつけよう

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

　会議が長引き延々結論が出ない組織は要注意だ。長引く会議がもたらすもの

は、「仕事の無駄を生むこと」「（環境変化によって）会議の意義を弱めること」

「（参加メンバーの）モチベーションを下げること」といったデメリットばかり

で百害あって一利もない。

　本書は、日産で行われている会議を紹介しているだけの本である。ただ、こ

の会議は読者のみなさんがいつも経験しているような会議とは全く違う。目次

には、「その日にはじまり、その日に結論を出す！」「意思決定者は会議に出席

しない！」「議事録をつくらない！」といったセンセーショナルな見出しが並

ぶが、これらこそが上記のデメリットを反転させるテクニックなのだ。

　本書には多くのテクニックが書かれているが、まずはホワイトボートとポス

トイットをつかって会議の進行を視覚化する、これだけでも確実に会議の雰囲

気が変わるだろう。会議の効果を最大にするため、ぜひ一度目を通して、そし

て実践してほしい。

日産 驚異の会議 改革の 10 年が生み落としたノウハウ
漆原 次郎 ( 著 ) / 東洋経済新報社 / 1,575 円 / 245p

日産の会議で、最大の効果を引き出す。

平日は表参道にある環境 NPO の中間支援組織で働きながら、休日は a-con で NPO の中間支援をするという、NPO 漬けの生活をおくる 20 代
草食系のめがね男子。関西弁を喋らない純正大阪人だが、つっこみだけは「なんでやねん！」。
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　途上国の子どもたちへ、心のこ

もった寄付を。

　途上国の子どもたちのに何かした

い、けど寄付金としてお金をあげる

だけじゃ味気ないと思いませんか。

　今回取り上げる NPO「幼い難民を

考える会」は、寄付金とともに、あ

る形にカットした「布」を途上国に

送ります。この布とは何でしょうか。

それは、右の写真を見ていただけれ

ばわかると思います。

　そう、人形です。途上国では、子

どもの遊具が不足しています。また、

女性が仕事をする機会も限られてい

ます。そこで、日本から人形と原材

料となる「カットされた布」と「そ

の布を縫製する費用としての寄付

金」を途上国に送り、現地に遊具と

仕事の機会を提供するのです。

　この活動は、企業や学校、団体な

どに出向いて開催することもあり、

組織内のコミュニケーションにも活

用されているようです。日本の人々

のやさしさが、寄付金だけでなく

「布」という形あるものを介して途

上国での笑顔をつくる、というコ

ミュニケーション、すてきだと思い

ませんか。さらに、このような、寄

付金だけでない途上国支援の形がい

ま、増えつつあります。

　寄付をする側として考えてみて

も、お金を出すことには抵抗ある人

もいるかもしれないしお金だけじゃ

おもしろくはないと感じる人もいる

かもしれません。しかし、そんな人々

も「布をチョッキンと切る」ことや

「イベントに参加して学びながらみ

んなで楽しむ」といったお金を出す

だけでない支援の形に協力してくれ

る人はたくさんいるのです。

　自分の思いやアクションが途上国

にきちんと伝わり、そこの人々の笑

顔につながる。その実感が得られる

からかもしれません。

　人々のやさしさや思いやりのコ

ミュニケーション、多様な可能性が

まだまだあるようです。

 流行りのリーズナブルなファッ

ションは、シーズンが終わってしま

えば飽きて捨ててしまう。 まだ使え

るのに、素材まだは生きているのに、

その服はタダのゴミになってしま

う。人が欲しいのは流行りのデザイ

ンでその服を形取る素材ではないと

感じることがあります。

「素材」について考えることはそん

な使い捨てのファッションがまかり

通る今に、問題定義をすることにな

ると思います。 もったいない！と直

球で投げかけるのではなく、コンテ

ストという形を取っているのがゴミ

コンです。

「必要なものを不要なもので作る

コンテスト。」というコンセプトを掲

げ運営するのは、廃材を使ったデザ

イン雑貨を生産・販売する特定非営

利活動法人 NEWSED PROJECT（東

京・千 代 田 区）と、ＣＪキ ュ ー ブ、

ビューティフルオーシャンの３団体

が主催となっています。

コンテストで優勝した作品は実際

に商品化される機会が与えられま

す。

非営利団体のコンセプトがお金を

生み出すビジネスとして回りだす仕

組みを作っているのが特徴です。

2011 年に行われた第 1 回のコン

テストでは学校の机の天版をつかっ

たトレイがグランプリ受賞をしてお

り実際に商品化されています。どの

作品も人が使った「残り香」を風合い

として残し製品化が見られました。

誰かが使ったものにまた価値を吹

き込む際に、古さを味にし、新しいデ

ザインを吹き込むことで再生されて

いく過程をデザインするゴミコンの

コミュニケーションに注目です。

コンテスト参加の応募可能期間は

５月 14 日～８月 31 日までです。グ

ランプリには 10 万円、準グランプリ

には 5 万円が贈られ、コニカミノル

タプラザ（新宿区）で 11 月 18 日～

27 日の間展示され、11 月 25 日（日）

に同会場にて最終審査が行われま

す。

　企業や商品のコミュニケーション

を例に、NPO のコミュニケーション

でも活かせるコツを盗んじゃいましょ

う。というこのコーナー。第 2 回は、

世界中からその年のベストコミュニ

ケーションが集まる” カンヌライオン

ズ ” でグランプリの他多数の賞をとっ

た AMERICAN EXPRESS の ”Small 

business gets an official day” で

す。毎週土曜日を ” スモールビジネ

ス日 ”と定め、地域で小さなお店を

開きたい人に 25$ の補助をする、と

いうもの。

コツは “ おもてなし ”

　いいなと思うのは、新しいスモー

ルビジネスを始めるのに大切なさま

ざまなツールをウェブサイトで提供し

てくれていること。facebook ページ

や商品用の動画、お店の看板やショッ

ピングバッグまで、個人でも簡単に、

すてきなものがつくれるように、行

き届いた配慮がなされています。　

　25$ の補助はアメックスのカード

登録を通じて行われるので、アメッ

クスの新規顧客キャンペーンにもなっ

ているのですが、これらのツールの

おかげで、多くの人が「僕も新しく

なにかはじめてみようかな」という

気になったようです。「おもてなし」

の心が届いた成功といえるのではな

いでしょうか。

http://smallbusinesssaturday.co

m/

　　

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。

幼い難民を考える会みんなで布チョッキンみんなで布チョッキンみんなで布チョッキンみんなで布チョッキン

東京都国分寺市出身。東京大学経済学研究科在学。
日本の技術力を活かして世界をどうよりよくする
か、が現在の関心。大学では、テニスサークル、ベ
ンチャー企業での事業運営、イベントの企画やNPO
の運営などに携わる。

writer：かっきー

広告制作会社勤務。タイに 2 年留学したことをきっ
かけにタイをこよなく愛する。ムエタイ、カポエイ
ラなど蹴り技にはまりつつ、環境問題を意識したア
クセサリーブランド umaretuki でも絶賛活動中。

writer：たべ

a-con 代表。広告会社にてコミュニケーションプラ
ンナーを務める。趣味はウクレレと相撲。 

writer：加雅屋 拓

NEXT! npo-co 8・9月号特集
編  集  後  記

　npo-co6・7 月号、お手に取っていただきあ

りがとうございます。前号から間が空いてしま

いましたが、なんとかお届けできて編集部一同

胸をなでおろしております。本号も、皆さまの

日頃の活動のお役に立てば幸いです。

　本年度、編集部の面々にも様々な環境変化が

あり、次号もなるべく早くお届けできるように

精進いたしますので、引き続き温かく見守って

いただければ幸いです。

　また、部数に限りはございますが、「npo-co」

送付のご要望、引き続き受け付けております。

npoco@a-conweb.net までご連絡ください。

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

廃材＝素材　ゴミコンとは 
廃材を本気で活かすコンテスト廃材を本気で活かすコンテスト廃材を本気で活かすコンテスト廃材を本気で活かすコンテスト

怪盗 コミュニケーション、参上! 企業から盗もう、NPOコミュニケーションの "コツ"

AMEX　ツールに込められたおもてなし２

NPO活動において、 団体に参加してくれる仲間を募ったり、
開催するイベントへの参加者を集めたりと、 「募集」 を目的とした
コミュニケーションは少なくないと思います。
しかし、 団体紹介、 イベントの集客を目的としたチラシは
どのようにつくれば良いのか？
次号では、 そんな疑問を解決していきたいと思います。

感覚的にすぐ分かる！
はじめての 「募集チラシ」 づくり
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利活動法人 NEWSED PROJECT（東

京・千 代 田 区）と、ＣＪキ ュ ー ブ、

ビューティフルオーシャンの３団体

が主催となっています。

コンテストで優勝した作品は実際

に商品化される機会が与えられま

す。

非営利団体のコンセプトがお金を

生み出すビジネスとして回りだす仕

組みを作っているのが特徴です。

2011 年に行われた第 1 回のコン

テストでは学校の机の天版をつかっ

たトレイがグランプリ受賞をしてお

り実際に商品化されています。どの

作品も人が使った「残り香」を風合い

として残し製品化が見られました。

誰かが使ったものにまた価値を吹

き込む際に、古さを味にし、新しいデ

ザインを吹き込むことで再生されて

いく過程をデザインするゴミコンの

コミュニケーションに注目です。

コンテスト参加の応募可能期間は

５月 14 日～８月 31 日までです。グ

ランプリには 10 万円、準グランプリ

には 5 万円が贈られ、コニカミノル

タプラザ（新宿区）で 11 月 18 日～

27 日の間展示され、11 月 25 日（日）

に同会場にて最終審査が行われま

す。

　企業や商品のコミュニケーション

を例に、NPO のコミュニケーション

でも活かせるコツを盗んじゃいましょ

う。というこのコーナー。第 2 回は、

世界中からその年のベストコミュニ

ケーションが集まる” カンヌライオン

ズ ” でグランプリの他多数の賞をとっ

た AMERICAN EXPRESS の ”Small 

business gets an official day” で

す。毎週土曜日を ” スモールビジネ

ス日 ”と定め、地域で小さなお店を

開きたい人に 25$ の補助をする、と

いうもの。

コツは “ おもてなし ”

　いいなと思うのは、新しいスモー

ルビジネスを始めるのに大切なさま

ざまなツールをウェブサイトで提供し

てくれていること。facebook ページ

や商品用の動画、お店の看板やショッ

ピングバッグまで、個人でも簡単に、

すてきなものがつくれるように、行

き届いた配慮がなされています。　

　25$ の補助はアメックスのカード

登録を通じて行われるので、アメッ

クスの新規顧客キャンペーンにもなっ

ているのですが、これらのツールの

おかげで、多くの人が「僕も新しく

なにかはじめてみようかな」という

気になったようです。「おもてなし」

の心が届いた成功といえるのではな

いでしょうか。

http://smallbusinesssaturday.co

m/

　　

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。

幼い難民を考える会みんなで布チョッキンみんなで布チョッキンみんなで布チョッキンみんなで布チョッキン

東京都国分寺市出身。東京大学経済学研究科在学。
日本の技術力を活かして世界をどうよりよくする
か、が現在の関心。大学では、テニスサークル、ベ
ンチャー企業での事業運営、イベントの企画やNPO
の運営などに携わる。

writer：かっきー

広告制作会社勤務。タイに 2 年留学したことをきっ
かけにタイをこよなく愛する。ムエタイ、カポエイ
ラなど蹴り技にはまりつつ、環境問題を意識したア
クセサリーブランド umaretuki でも絶賛活動中。

writer：たべ

a-con 代表。広告会社にてコミュニケーションプラ
ンナーを務める。趣味はウクレレと相撲。 

writer：加雅屋 拓

NEXT! npo-co 8・9月号特集
編  集  後  記

　npo-co6・7 月号、お手に取っていただきあ

りがとうございます。前号から間が空いてしま

いましたが、なんとかお届けできて編集部一同

胸をなでおろしております。本号も、皆さまの

日頃の活動のお役に立てば幸いです。

　本年度、編集部の面々にも様々な環境変化が

あり、次号もなるべく早くお届けできるように

精進いたしますので、引き続き温かく見守って

いただければ幸いです。

　また、部数に限りはございますが、「npo-co」

送付のご要望、引き続き受け付けております。

npoco@a-conweb.net までご連絡ください。

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

廃材＝素材　ゴミコンとは 
廃材を本気で活かすコンテスト廃材を本気で活かすコンテスト廃材を本気で活かすコンテスト廃材を本気で活かすコンテスト

怪盗 コミュニケーション、参上! 企業から盗もう、NPOコミュニケーションの "コツ"

AMEX　ツールに込められたおもてなし２

NPO活動において、 団体に参加してくれる仲間を募ったり、
開催するイベントへの参加者を集めたりと、 「募集」 を目的とした
コミュニケーションは少なくないと思います。
しかし、 団体紹介、 イベントの集客を目的としたチラシは
どのようにつくれば良いのか？
次号では、 そんな疑問を解決していきたいと思います。

感覚的にすぐ分かる！
はじめての 「募集チラシ」 づくり

09 NPOのためのコミュニケーション・テキストブック「npo-co」2012年6・7月号



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、2012年度 ボランティア・市民活動支援総合基金「ゆめ応援ファンド」助成を受けて発行しています。

：NPOのためのコミュニケーション・テキストブック npo-co 2012年6・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　石本 貴之　　伊藤 邦泰　江藤 隆文　大浦 緋花瑠　緒方 太郎　
　黒川 照太　佐藤 美弥子　白土 夏子　田中 元博　中村 星斗　　浜岡 沙織
：石田 優　　太田 あづさ　新藤 克貴　
：浅野 絵里　石川 さくら　八木 彩香
：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）

6/76/7

NPOのためのコミュニケーション・テキストブック［エヌポコ］

発行：NPO法人NPOコミュニケーション支援機構（a-con） JUN.2012 / JUL.2012JUN.2012 / JUL.2012

NPO
の

た
め

の
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

・
テ

キ
ス

ト
ブ

ッ
ク

「
npo-co」

2012年
6・

7月
号

\0 TAKE FREE
Pickup
Photo
Vol.11

いつでもどこでもホワイトボー
ド！

　< writer : TARO >

会議やミーティングで必要なアイテムといえばホワイト

ボード。ただ、大きいから狭い会議室やカフェテラスなど

では使えないんですよね・・・。そんなときは a-con でイ

ベントの鬼と名高いぽったーさんが使っているスケッチ

ブック型ホワイトボードがおススメです。

大きさが A4 ほどなのでバッグに入れて持ち運びでき屋

内屋外問わずどこでもホワイトボードを使ったミーティン

グが可能になるのです。

また各ページに半透明シートを添付した 2 層構造なの

で、ホワイトボードの文字に上書きしたり、間に資料を挟

んで書き加えたりするなどアイデア次第でいろいろに使え

ます。

思いついたことをすぐに書いて、だめなら消してと、と

ても回転の速いアイデア出しができ、書いたことはスマ

フォで撮影してデジタル化しメンバー間で共有。場所を問

わず、スピード感のあるミーティングをしたい方は使って

みてはいかがでしょうか。

NUboard（ヌーボード）A4 判
バッグに入れて持ち運びできるリングート形式のホワイト
ボード。
設置型というイメージがあったホワイトボードで、これまで
にないノート形式という、携帯性を実現したことで多くのビ
ジネスマンから支持を得ている。

伝えるコツ・伝わるヒントがここにある!

［特集］

ソーシャルメディアで、
「セミナー」の常識をかえる
～ソーシャルメディア×インタクティブで
“狭く・深く”から、“広く・深く”な情報発信へ～


