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慣れには勝てない、タイピング

　< writer : hoshito nakamura >

スマートフォンやタブレット使用中
に、文字打ちに苦労したこと数知れ
ず。特に短時間で対応しなければい
けない議事録作成などで、慣れた環
境を提供してくれる Bluetooth キー
ボードは強い見方になる。

今回コラムを担当させていただく、
私 中 村 が 以 前 か ら 愛 用 し て い る
Bluetooth キーボードは、コピペの失
敗で議事録を全消去してしまった苦
い経験から教訓を得て、使い始めた
一品。ノートサイズでコンパクト、
携帯するにも苦にならないため、出

先での急なミーティングやメモを書
く際には重宝する。今この時も、私
の手元で思い通りに機能しいてくれ
ている、頼れる相棒だ。

どうもタッチディスプレイの文字打
ちに慣れないなという方は、ぜひト
ライしてみてはいかがだろうか。

Fu-shine Bluetooth キーボードケース
液晶タッチパネルにかぶせるようにはめ、画面に傷が
付かないようにケースにもなる。1 回の充電で数週間
持続使用が可能。

伝えるコツ・伝わるヒントがここにある!

［特集］

「広報活動」で
 まずはじめる10のこと



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11回
「ノド」　　ー最初に考えて、最後に作業する工程の話ー

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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ノドとは、製本される際に綴じられ

る側、つまりページ見開きの中央にあ

たる部分をいう。ページものを制作す

る際は、見開きの内側で読みにくくな

るため、文字や写真が見えなくならな

いよう配置には気をつける必要があ

る。

工場で印刷された後には、この製本

作業ように加工の工程がある場合が多

く、それを踏まえて各ページを制作す

る。ＮＰＯ活動で制作される冊子など

で活躍するのは、「折」「綴じ」加工が

あげられる。二つ折り、巻き三つ、蛇腹、

観音開き、平綴じ、中綴じ、等機械に

よって様々な加工が可能だ。

それぞれに特徴があり、例えば、巻

き三つや観音開きは、情報に段階をつ

けて読ませるのに効果的といえる。表

紙から開いたときに概略やご挨拶、あ

るいはトピックスなどで内容を進め、

すべて開いた内側にメインの（あるい

は詳細な）情報を持ってくることが多

い。蛇腹は綴じ加工せずともページも

の感覚を再現できるので、量ある情報

を同じリズムでテンポよく見せられ

る。時刻表がいい例だ。

とはいえ、どの加工が一番いいとい

う答えがあるわけでは無い。折りは簡

単に試せるものなので、実際に見本を

作って検討してみよう。ぜひ加工を活

用して、” 情報の見せ方 ” を楽しんで

いただきたい。

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。

Nagomi Visit
楠 めぐみさん  真田 ありささん

くすのきめぐみ。（上）
代表として Nagomi Visit を立ち上げ、旅行者にとって魅

力的なアクティビティの提供を目指している。料理教室で講
師をするほどの趣味の料理と元観光事業者としての視点で活
動中。

さなだありさ。（下）
Twitter や Couch Surfing で 世 界 を 旅 し た あ と に、

Nagomi Visit に惹かれ運営に参加。ウェブと食への大きな
パッションでサービスを拡大させている。 02NPOのためのコミュニケーション・テキストブック「npo-co」No.12 

　「同じ釜の飯を食う」ことで人と人はつながることがで

きる。そんなことわざの実例を教えてくれたのが、楠めぐ

みさんと真田ありささん。NPO 法人「Nagomi Visit」を、

仕事をしながら運営している 2 人だ。海外からの旅行者に、

よりエキサイティングな日本の食卓を日々提供している。

　料理が趣味で、料理することや食べることは世界共通と

考えていた楠さんがサービスを立ち上げたのがはじまり。

そこに自宅の空室に旅行者を泊めさせてあげるサービ

」gnfiruS hcuoC「、ス で世界中を旅する真田さんが加わっ

て、日本の料理をつくって食べて交流する仕組みが形づ

くられた。

　もちろん旅行者のうち日本語を話せる人はごく少数。食

卓ではどのようにコミュニケーションをとるのか聞いて

みた。「相手のことを知りたいという気持ちが重要です。ス

ペイン語しか話せない旅行者の場合もその気持ちだけで個

人的な交流に発展し、『YouTube』で日本の料理の作り方を

教えてあげるまでになりました。また、最近はスマートフォ

ンで旅行者の言葉をその場で調べられるので、語学力は気

にする必要がありません」

　そんな 2 人の悩みは「Nagomi Visit」の仕事の時間が

足りていないこと。二束のわらじの生活にストレスを感じ

ることもなく、むしろ「Nagomi Visit」で仕事をしてい

るとストレス発散になるとはこれまでインタビューしてき

た女性たちに通じるものがある。

　「観光庁のアンケートで日本人の生活・交流に興味を持っ

ているという層は、中国・韓国は低いが、英語圏は 50％

以上になっています。温泉やショッピングよりも多く、い

まの観光では解決できていないことだと思っています」そ

んな課題を解決するのは 2 時間だけ食卓を囲むサービス

かもしれない。
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■まずはじめたい広報の10のこと

まず、「広報とは？」を考える

「広報活動」でまずはじめる10のこと

なぜ団体のことが伝わらないのか、なぜメディアで取り上げてもらえないのか、という悩みを持つ団体の広報担当の

方は多いと思います。一概にこれを実施すれば大丈夫という手法があればよいのですが、私の知る限りありません。お

金・手間・時間をかけずに良い広報活動をすることはできません。ではどうすればよいのでしょうか？

実際は各団体さん向けに個別のプランニングが必要ですが、今回は、はじめて広報活動に取り組む NPO のための 10

のポイントについてご紹介します。

■「広報」とは

まず、「広報」とは何かを確認し

ま し ょ う。「広 報」と は、英 語 で

「Public Relations」、直訳すると「公

共との関係構築」となります。

もともとは、世の中とのより良い

関係をつくるための活動全般を、「広

報」ということができます。

現在では「広報」という言葉は、

企業や行政、他各種団体の活動内容

や商品などの情報発信を行うことや、

それらを行う担当者・部署を指すこ

とが一般的です。

また「広報」は、お金をかけてテ

レビや新聞などの広告枠を買い、商

品や企業の宣伝を行う「広告」活動

と対比されることもあります。

狭義の意味での「広報」は、情報

を発信することで、（お金を払わず

に）テレビや新聞などのメディアに 

“ 記事として ” 取りあげてもらうこ

とで、世の中の人に活動内容を理解

してもらうことだとも言えます。

■「広報活動」を始めましょう

NPO 活動において、より多くの人

に活動を知ってもらうことはとても

大切です。ではまず何から始めたら

良いか、迷った時に参考となる 10

の項目をまとめました。各項目は深

く実施すればするほど効果はあると

思いますが、マンパワーも限られて

いると思いますので、まずは簡単で

結構ですので、各 10 項目を簡易的

に実施していただけたらと思います。

団体の活動内容やリソース等をまずは一旦会議の机の上

に全て出してみましょう。団体や活動の背景、行ってい

る活動、関わりのある場所や関係者、発行しているメディ

アなどのその団体の構成要素を全て挙げます。どのよう

な情報があるのかを出し切った上で、その各要素の優先

順位をつけてみると今までは見えてこなかった意外な団

体の一面が発見できます。

団体や活動の情報がメディア（ニュースや SNS 等）に出

ているかどうかをきちんと確認することも大切な広報活

動です。また、周辺に網を張り、露出・掲載が出ていた場合、

連絡してもらえる体制を整えておくと漏れが少なくなり

ます。自団体のみならず、周辺のテーマや他の似たよう

なテーマで活動する団体に関する情報もリサーチすると、

他の団体がなぜ露出・掲載されたのか簡易的に検証でき

ます。

広報活動において、「誰に」「何を」「どのように」伝える

のかということは重要になります。まずはその「誰に」

というターゲットを明確にしましょう。ターゲットの顔

は明確にイメージできますか？ターゲットが今何を求め

ているのか、何をどのように伝えてほしいと思っている

のか、何を見てどんな生活をしているのか、ということ

をできるだけイメージします。

「広報活動」で
 まずはじめる10のこと
「広報活動」で
 まずはじめる10のこと

a-con amp(広報)チーム
PRコンダクター
こくぼひろし

国際協力 NGO インターン、 広告代理店、 PR会社を経て、 PR コンダク

ター。 環境 ・ CSR ・ ソーシャルキャンペーン ・広報等を担当。

※PR コンダクター ：広報 ・ PR の企画 ・実施 ・報告までを行う仕組み作

りや進行管理、 情報 ・関係者の紹介を行う。

①情報の棚卸し
②モニタリング
③ターゲットのリサーチ
④ファクトの整理
⑤ガイドラインの作成
⑥スケジュールシートの作成
⑦広報体制の構築
⑧メディアリストの構築
⑨協力者リストの構築
⑩ニュースリリースの作成

① 情報の棚卸

－情報の洗い出しでは、思いつく要素を全て書き出してみよう－

－参考）「Google アラート」では、キーワードを設定し、
WEB ニュースやトピックをちぇっくすることができる－

－「誰に」「何を」「どのように」を書き出す時は
付箋の色やペンの色を使い分ける工夫をー

②モニタリング

③ターゲットのリサーチ

■「おいしいたこ焼き屋」の話■

　以前ほぼ日刊イトイ新聞で取り上げられていた話で、

「たこやき屋」を例に、広報について分かりやすい話が出

ていた。売れないたこ焼き屋が考えることは、お店の存

在をいかにたくさんの人に知ってもらうかというその方

法。コラムでは、『ポスターをつくるのか、ツイッターで

広めるのか、新聞にチラシを入れるのか、サービス券を

配るのか、いいネーミングを考えるのか、近所のきれい

なおねえさんを雇うのか』などなど、方法はたくさんあ

るが、本当にそれでよいのかと問います。『あなたの「た

こやき」は、おいしいんですか？「たこやき」のおいしさっ

て、どういうものですか。どういう工夫で、おいしくし

ていますか。材料は、まちがいないですか。焼き方に自

信はありますか。そこらへんのことを考えるほうが、先

じゃないのでしょうか？』と。

　社会的な意義のある活動をしている NPO・NGO にお

いては、扱うものが商品やモノではないことが多いため、

その活動自体を可視化することが大切だと思う。どんな

課題があり、その課題に対してどんなことをしていて、

その活動がどう意義のあるものになっているかというこ

とをきちんと整理して、それをわかりやすく伝えていく

ことが大切だと思う。
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■まずはじめたい広報の10のこと
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なぜ団体のことが伝わらないのか、なぜメディアで取り上げてもらえないのか、という悩みを持つ団体の広報担当の
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「広報活動」でまずはじめる10のこと

団体としてのメディアリスト（報道関係者リスト）を作

成しましょう。今までコンタクトのあったメディア、取

材依頼のあったメディア、代表・理事・スタッフが繋が

りのあるメディアを洗い出し、1 つのリストにまとめます。

項目は、メディア名、会社名、部署、名前、電話、FAX、メール、

携帯、備考等があれば良いと思います。また、リレーショ

ンのないメディアについては、メディアの HP にある会

社概要から直接コンタクトし、追加します。

メディアリストと同じような方法で、オピニオンリーダー

となる関係者の方のリストを作成します。代表・理事・

スタッフが繋がりのある関係者、協力してくださる教授

や著名人、公共団体等の方のリストを 1 つのファイルに

まとめます。

今後ニュースリリースとして出せるであろう情報を報道

資料としてまとめてみましょう。①～⑨のことを踏まえ、

言葉やキーワード等を選び、団体・活動の枕詞、団体概

要等を明記します。また、今情報を発信する理由、他の

団体・活動ではなくなぜこの情報を取り上げてもらいた

いのかという理由、そして、最後に愛を込め（込めすぎ

に注意）、ニュースリリースとして形を整えます。

情報の棚卸しで出した要素や事実（ファクト）を集め、

整理しましょう。その際に、普段使っている専門用語や

業界用語の言葉の定義、引用、出典、根拠等を明確に調

べることも広報をしていく上で重要なポイントになりま

す。

ファクトの整理が終わったら、広報活動をする上での団

体内でのガイドラインを策定しましょう。団体・活動の

正式名称や英語の表記におけるルールやフォントや半角

英数等の表記、ロゴの位置や大きさ、ブランドカラ―、

団体・活動を紹介する際の枕詞やコピー等を定めます。

HP や報道資料等各種メディアに表記する情報を統一す

ることが重要です。

情報の棚卸しが終わったら、各要素を年間のスケジュー

ルシートに落とし込みましょう。団体の活動はもちろん

のこと、団体の記念日や団体と親和性の高いテーマに関

連する他機関の行事、地域の行事や公官庁、中間支援組

織等の行事を全て記入します。また、団体の発行物のス

ケジュールやリリース配信の予定等を全て挙げてみます。

団体の人員が少なく、全員が兼務で業務を担当している

団体も多いと思いますが、まずはどなたかを広報担当者

として決めてください。兼任の場合でも、広報担当者が

どなたなのか明確にし、リリースに広報担当者の名前を

明記するなど、対外的にも広報の窓口であることを明言

することが大切です。また、広報担当者が不在の時には、

きちんと伝言メモが伝わるよう連絡体制を整え、支部に

問い合わせが入った際にも情報を広報担当に吸い上げる

仕組みを作りましょう。

まずは、トライを。

　今回ご紹介した 10 個の取り組み

を行うために、人員や手間をかける

ことは不可能だと思った方もいると

思います。団体の事業をまわしつつ、

広報活動にも力を入れるということ

」間手「、もとくならかかは」金お「、は

と「時間」がかかります。

そのため、中途半端に広報に力を入

れるくらいなら、まずは事業・活動

の力を入れるという選択も必要であ

ると思います。

　広報に力を入れるのであれば、根

気よく情報を訴求していこうという

「覚悟」が一番大切な要素ではない

かと思います。その上で、まずは 1

つでもやってみること、浅くでも

10 個の取り組みを始めてみること

をお勧めします。頭では分かってい

てもなかなか行動に反映することは

難しいため、広報の取り組みを行い

ながら、1 つ 1 つコツを掴んでいく

と、じわじわと効果を発揮すると思

います。まずは、トライを。

　　               ＜こくぼ ひろし＞

－NPO「ホームビジット」ファクト整理シート－

－参考）「ホームビジット」の基本情報－

－スケジュールは一表にまとめることで管理がしやすくなる－

－参考）「ナゴミビジット」ニュースリリースー

④ ファクトの整理 ⑧ メディアリストの構築

⑨ 協力者リストの構築

⑩ ニュースリリースの作成

⑤ ガイドラインの作成

⑥ スケジュールシートの作成

⑦ 広報体制の構築
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　６/30 ～ 1 泊 2 日で a-con 秋田ツアー
【秋田のイイネ♪を探しにいこう五感丸
ごと体験ツアー】を行いました！観光地
は一切行かず、今、秋田の男鹿・八郎湖
周辺で小さなイノベーションが起こりつ
つある「場」と「人」を中心に巡るオリ
ジナルツアー。
　①大潟村の「松橋ファーム」でこだわ
り の 野 菜 づ く り 見 学、②潟 上 市 の

「Farmgarden 黄昏」で耕さない生きも
のいっぱいの田んぼの草取り体験、③「男
鹿温泉」、④「なまはげ郷神楽」（なまはげ
の和太鼓）見学、⑤「グルメストアフクシ
マの地元のお肉と松橋さんの野菜と秋田
の日本酒でＢＢＱ。次の日は、⑥男鹿「五
里合（いりあい）の集落の地域活性化の
ための滝の頭のクレソンづくりを見学、
⑦古民家の里山カフェ「ににぎでランチ
＆地元の人と交流、⑧潟上市山田の私の
家（大正時代の古民家）見学、というメ

ニュー。八郎湖にも私にも初めてのツ
アーでどきどきでしたが好評でした！参
加者からは『秋田の人にとってはきっと
当たり前の風景がとても新鮮で、仕事や
生き方についても考えるきっかけになっ
た』などのうれしい感想も。私自身も都
会とは全然違う『秋田』に出会って大き
く生き方が変わった一人です。大規模で
はなく小さな出会いを大切に都会と秋田
を人と人でつなげていくツアーに手ごた

えを感じた２日間でした。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。

　食欲の秋、芸術の秋、など色んな秋が

ありますが、秋から冬にかけては全国各

地の中間支援組織で「ＮＰＯフェスティ

バル」「ＮＰＯまつり」などのイベントが

催されるので、草の根ＮＰＯにとっては

イベントの秋でもあると思います。私の

いるセンターでもＮＰＯがブース出展で

きるようなイベントが開催されます。

　そういうイベントの機会を活かして、

新規会員を獲得した！団体の商品をたく

さん売った！などの成果を上げる団体と、

ほとんど人が寄り付かなかった団体があ

ります。その違いは何でしょうか？私が

勤めているセンターで去年開催したイベ

ントの例から考えてみたいと思います。

●団体 A：ブースへの立ち寄りが少なかっ

たケース

　この団体は、シニア向けの生涯学習を

支援する団体です。イベント出展の目的

は活動の PR。長年活動を続ける中で、お

客さんも団体の運営メンバーも固定化さ

れているので、少しでも一般区民の方に

知ってもらいたいというのが出展の動機

です。

　この団体は普段はセンターに滅多に来

館しないのですが、こういったイベント

の時だけは毎年出展してくれます。ただ

し、ブースに貼るパネルの作成会には来

ませんし、イベントの説明会にはさすが

に来ますが、説明会後の交流の時間には

興味がないらしく、先に帰ってしまいま

す。

　イベント当日はあまりブースの装飾も

あまりなく、たくさんあるブースの中で

一番地味です。来場者への声かけもしま

せん。ブースの中で内輪のおしゃべりを

していて、なんだか近寄りがたいです。

　こういった団体は、どの NPO イベン

トを見ても一定数あるように思います。

結果として、ブースに立ち寄る方が一番

少ないブースでした。どの程度 PR の効

果があったかは定かではありません。

●団体 B：ブースへの立ち寄りが一番多

かったケース

　この団体もシニアを対象とした NPO

ですが、介護保険ではカバーできないよ

うな、高齢者の方のちょっとした困りご

と（病院への付き添い、犬の散歩などなど）

を解決する NPO です。

　イベント出展の目的は会員を３名獲得

することです。地域での認知度が上がり、

依頼が増えてきたので、既存のメンバー

だけでは対応できなくなってきたのです。

この団体はセンターに頻繁に来館され、

スタッフと情報交換していきます。イベ

ントの説明会にも来られて他の団体とも

交流し、ブースに貼るパネルの作成会に

も参加しました。

　イベント当日はブースにパネルを張り、

おそろいのユニフォームを来て参加され

ました。ブースに立ち寄ろうか迷ってい

る方を見かけると、積極的に近寄って「良

かったら寄って行きませんか？」と声を

かけています。普段の活動を楽しく理解

してもらうために、車椅子での介助体験

ができるよう工夫しています。

この団体は一番ブースに人を集め、最終

的に会員３名を獲得するという当初の予

定を達成しました。

●２つの団体の違い

　２つのケースを例として挙げましたが、

団体 A と比較して、団体 B には以下のよ

うな違いがありそうです。

①目標が明確である。

「会員３名を獲得する」という明確な目標

があるので、その目標を達成するにはど

うすれば良いか、具体的な作戦を練るこ

とができています。意外と目標が曖昧な

ままブースを出している団体が多いので、

ぜひ一度考えてみてください。

②ブースの存在を知ってもらうための準

備をしている

イベントに出展しているたくさんのブー

スの中で、来場者の目に止まり、立ち寄っ

てもらわなければ PR になりません。そ

のためにパネルを作ったり、ユニフォー

ムを着たり、声がけをしたりといった工

夫がやっぱり大事なのです。

③活動の内容を理解してもらえるよう工

夫している

NPO の活動というのは、初心者には分か

りづらいものです。団体の活動内容を口

頭で説明するだけのブースが割と多いで

すが、それだけでは十分に団体の魅力が

伝わらない場合もあります。団体 B の場

合は体験型のブースにすることで、活動

内容や魅力が伝わるよう工夫をしていま

す。

　また補足として、団体 B は普段からセ

ンターのスタッフとの付き合いがあるの

で、来場者から「どのブースに行けば良

いか」の相談を受けた際に、紹介しやす

かったりします。他の団体とも交流をし

ていたおかげで、他の団体から紹介され

ることもあったそうです。上記のような

ことを参考にしながら、ぜひイベント出

展で団体の PR を成功させてください。

第7回　イベント出展で団体をＰＲしよう

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

　女子中学生が商品開発をする。それだけで何が生まれてくるのか、とてもワクワクしてこな

いだろうか。本書では、新潟のせんべい会社の岩塚製菓と品川女子学院の学生によるコラボレー

ションの軌跡を紹介している。

　商品開発が始まってみると、想定外のアイデアが生まれてくるのは当たり前。「ふわっと」

と決められた商品名でさえ、あっさりと「ペパっと」や「トマっと、バジっと」にしてしまう。

制約を知っているからこそ、自由に発想できない社員と違い、知らないからこそ自由に発想し

ていく。これが、コラボすることの一つの魅力なのだろう。

　また、ツッコミどころとして、気鋭の CM プランナー澤本氏が、コラボの進行上で問題に感

じた点を解説。このツッコミの一つ一つが、より物語の理解を促進させてくれる。

　本書を読み終えたら、ぜひコラボレーションにチャレンジしてみてはどうだろう。もし、あ

なたの団体と 14 歳の女子中学生がコラボしたら・・・果たしてどうなる？

新潟のおせんべい屋さんが東京の女子中学生にヒット商品づくりを頼んだら
とんでもないことが起こった！？
ROCKGIRLS ( 編著 ) / かんき出版 / 1,470 円 / 248p

コラボが変える。コラボだからできる。

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19回江戸っ娘あづあづの秋田奮闘記  第19回
④「なまはげ郷神楽」（なまはげの和太鼓）見学

①大潟村の「松橋ファーム」でこだわりの野菜づくり見学
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　６/30 ～ 1 泊 2 日で a-con 秋田ツアー
【秋田のイイネ♪を探しにいこう五感丸
ごと体験ツアー】を行いました！観光地
は一切行かず、今、秋田の男鹿・八郎湖
周辺で小さなイノベーションが起こりつ
つある「場」と「人」を中心に巡るオリ
ジナルツアー。
　①大潟村の「松橋ファーム」でこだわ
り の 野 菜 づ く り 見 学、②潟 上 市 の

「Farmgarden 黄昏」で耕さない生きも
のいっぱいの田んぼの草取り体験、③「男
鹿温泉」、④「なまはげ郷神楽」（なまはげ
の和太鼓）見学、⑤「グルメストアフクシ
マの地元のお肉と松橋さんの野菜と秋田
の日本酒でＢＢＱ。次の日は、⑥男鹿「五
里合（いりあい）の集落の地域活性化の
ための滝の頭のクレソンづくりを見学、
⑦古民家の里山カフェ「ににぎでランチ
＆地元の人と交流、⑧潟上市山田の私の
家（大正時代の古民家）見学、というメ

ニュー。八郎湖にも私にも初めてのツ
アーでどきどきでしたが好評でした！参
加者からは『秋田の人にとってはきっと
当たり前の風景がとても新鮮で、仕事や
生き方についても考えるきっかけになっ
た』などのうれしい感想も。私自身も都
会とは全然違う『秋田』に出会って大き
く生き方が変わった一人です。大規模で
はなく小さな出会いを大切に都会と秋田
を人と人でつなげていくツアーに手ごた

えを感じた２日間でした。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。

　食欲の秋、芸術の秋、など色んな秋が

ありますが、秋から冬にかけては全国各

地の中間支援組織で「ＮＰＯフェスティ

バル」「ＮＰＯまつり」などのイベントが

催されるので、草の根ＮＰＯにとっては

イベントの秋でもあると思います。私の

いるセンターでもＮＰＯがブース出展で

きるようなイベントが開催されます。

　そういうイベントの機会を活かして、

新規会員を獲得した！団体の商品をたく

さん売った！などの成果を上げる団体と、

ほとんど人が寄り付かなかった団体があ

ります。その違いは何でしょうか？私が

勤めているセンターで去年開催したイベ

ントの例から考えてみたいと思います。

●団体 A：ブースへの立ち寄りが少なかっ

たケース

　この団体は、シニア向けの生涯学習を

支援する団体です。イベント出展の目的

は活動の PR。長年活動を続ける中で、お

客さんも団体の運営メンバーも固定化さ

れているので、少しでも一般区民の方に

知ってもらいたいというのが出展の動機

です。

　この団体は普段はセンターに滅多に来

館しないのですが、こういったイベント

の時だけは毎年出展してくれます。ただ

し、ブースに貼るパネルの作成会には来

ませんし、イベントの説明会にはさすが

に来ますが、説明会後の交流の時間には

興味がないらしく、先に帰ってしまいま

す。

　イベント当日はあまりブースの装飾も

あまりなく、たくさんあるブースの中で

一番地味です。来場者への声かけもしま

せん。ブースの中で内輪のおしゃべりを

していて、なんだか近寄りがたいです。

　こういった団体は、どの NPO イベン

トを見ても一定数あるように思います。

結果として、ブースに立ち寄る方が一番

少ないブースでした。どの程度 PR の効

果があったかは定かではありません。

●団体 B：ブースへの立ち寄りが一番多

かったケース

　この団体もシニアを対象とした NPO

ですが、介護保険ではカバーできないよ

うな、高齢者の方のちょっとした困りご

と（病院への付き添い、犬の散歩などなど）

を解決する NPO です。

　イベント出展の目的は会員を３名獲得

することです。地域での認知度が上がり、

依頼が増えてきたので、既存のメンバー

だけでは対応できなくなってきたのです。

この団体はセンターに頻繁に来館され、

スタッフと情報交換していきます。イベ

ントの説明会にも来られて他の団体とも

交流し、ブースに貼るパネルの作成会に

も参加しました。

　イベント当日はブースにパネルを張り、

おそろいのユニフォームを来て参加され

ました。ブースに立ち寄ろうか迷ってい

る方を見かけると、積極的に近寄って「良

かったら寄って行きませんか？」と声を

かけています。普段の活動を楽しく理解

してもらうために、車椅子での介助体験

ができるよう工夫しています。

この団体は一番ブースに人を集め、最終

的に会員３名を獲得するという当初の予

定を達成しました。

●２つの団体の違い

　２つのケースを例として挙げましたが、

団体 A と比較して、団体 B には以下のよ

うな違いがありそうです。

①目標が明確である。

「会員３名を獲得する」という明確な目標

があるので、その目標を達成するにはど

うすれば良いか、具体的な作戦を練るこ

とができています。意外と目標が曖昧な

ままブースを出している団体が多いので、

ぜひ一度考えてみてください。

②ブースの存在を知ってもらうための準

備をしている

イベントに出展しているたくさんのブー

スの中で、来場者の目に止まり、立ち寄っ

てもらわなければ PR になりません。そ

のためにパネルを作ったり、ユニフォー

ムを着たり、声がけをしたりといった工

夫がやっぱり大事なのです。

③活動の内容を理解してもらえるよう工

夫している

NPO の活動というのは、初心者には分か

りづらいものです。団体の活動内容を口

頭で説明するだけのブースが割と多いで

すが、それだけでは十分に団体の魅力が

伝わらない場合もあります。団体 B の場

合は体験型のブースにすることで、活動

内容や魅力が伝わるよう工夫をしていま

す。

　また補足として、団体 B は普段からセ

ンターのスタッフとの付き合いがあるの

で、来場者から「どのブースに行けば良

いか」の相談を受けた際に、紹介しやす

かったりします。他の団体とも交流をし

ていたおかげで、他の団体から紹介され

ることもあったそうです。上記のような

ことを参考にしながら、ぜひイベント出

展で団体の PR を成功させてください。

第7回　イベント出展で団体をＰＲしよう

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

　女子中学生が商品開発をする。それだけで何が生まれてくるのか、とてもワクワクしてこな

いだろうか。本書では、新潟のせんべい会社の岩塚製菓と品川女子学院の学生によるコラボレー

ションの軌跡を紹介している。

　商品開発が始まってみると、想定外のアイデアが生まれてくるのは当たり前。「ふわっと」

と決められた商品名でさえ、あっさりと「ペパっと」や「トマっと、バジっと」にしてしまう。

制約を知っているからこそ、自由に発想できない社員と違い、知らないからこそ自由に発想し

ていく。これが、コラボすることの一つの魅力なのだろう。

　また、ツッコミどころとして、気鋭の CM プランナー澤本氏が、コラボの進行上で問題に感

じた点を解説。このツッコミの一つ一つが、より物語の理解を促進させてくれる。

　本書を読み終えたら、ぜひコラボレーションにチャレンジしてみてはどうだろう。もし、あ

なたの団体と 14 歳の女子中学生がコラボしたら・・・果たしてどうなる？

新潟のおせんべい屋さんが東京の女子中学生にヒット商品づくりを頼んだら
とんでもないことが起こった！？
ROCKGIRLS ( 編著 ) / かんき出版 / 1,470 円 / 248p

コラボが変える。コラボだからできる。

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19回江戸っ娘あづあづの秋田奮闘記  第19回
④「なまはげ郷神楽」（なまはげの和太鼓）見学

①大潟村の「松橋ファーム」でこだわりの野菜づくり見学



　npo-co も今回で 12 号目となりました。

今回の特集は、a-con の NPO サポート活動の

ベースにもなっている「NPO の広報」を取り上

げました。広報と言ってもその領域はとても広

く、ハードル高く感じる方も多いように思いま

す。

　「ポイントが１０もあるの？」と思った方もい

らっしゃるかもしれませんが、広報とは一朝一

夕にできるものではありません。１０のポイン

ト１つ１つに取り組むことで、NPO の広報体制

が整います。今回の特集をガイドブックに、

NPO の広報の第一歩を踏み出していただけれ

ばと思います。

あなたが活動する NPO の活動内容、一言でいえますか？

a-con には様々なコミュニケーションの相談が寄せられています。

実はそれらの悩みの一因に、「団体の活動コンセプト」をうまく整理で

きていないという課題があるようです。次回は、「団体が伝えたいこ

と」をどうやって分かりやすく伝えるか、その整理のステップを、「団

体紹介資料」を例に挙げながら紹介いたします。

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。

Nagomi Visit

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

NEXT! npo-co No.13 特集
編  集  後  記

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
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　「同じ釜の飯を食う」なんて慣用

句もあるように、古くから日本では

一緒に食卓を囲むというのは仲良く

なるための近道とされていますが、

その食卓を囲むのは何も日本人同士

だけではありません。

　そう、今回紹介するのはグローバ

ルに「同じ釜の飯を食う」ことを提

案する Nagomi Visit という団体で

す。

　その活動内容は、世界中から日本

にやってくる旅行者を我が家に招

き、普段のおうちごはんを一緒に食

べながら2～3時間交流をする、ホー

ムビジットを実施すること。はり

きって普段と違うおもてなし料理を

作って迎えるわけではなく、毎日お

うちで食べている、普通の家庭料理

を用意します。

　この取り組みを通じて、ゲストで

ある旅行者はもちろん、それを受け

入れる日本人のホストにも楽しんで

もらい、そして外国人への意識を変

えてほしいという狙いがあります。

　その背景として、日本には未だに

外国人に対する苦手意識、特別意識、

思い込み、偏見といった差別意識が

残っており、そのほとんどが悪意が

あるわけではなく単純に“知らない”

“ 接することに慣れていない ” こと

が原因であることが挙げられます。

　そうした問題を考えた場合、食事

の際の２～３時間だけで、参加する

ホストもゲストも気軽に参加できる

ホームビジットは、普段のライフス

タイルの中で自然に、「外国人と接

することが普通のこと」を可能にし、

外国人に対するあからさまな差別は

もちろん、自分たちも気づいてすら

いない差別も無くす一助となるはず

です。

　食卓からグローバルに。コミュニ

ケーションのチカラで日本をもっと

外国人に対してフレンドリーな社会

にしようと奮闘する Nagomi Visit

に今後も要注目ですね。

　「焼失した熊本城を元の姿に戻そ

う」－今では立派なランドマークと

なっている熊本城ですが、西南戦争

によって焼失してしまい、60 年ほ

ど前までは今の姿はありませんでし

た。

　「一口城主制度」とは、その熊本

城の復元事業を実現するための資金

を集める手段として一口一万円で、

誰でも城主になれるという制度で

す。1997 年からはじまり、10 年間

で県内外約 27,000 人から総額 12

億 6000 万円の寄

付 が 集 ま り ま し

た。

　寄付をした人の

名前は、天守閣に

名前を掲示しても

らえるので気分は

まさに城主です。また、熊本市が管

理する 16 の有料施設へ無料で入園

できるほか、協賛店で特典や割引が

受けられる「城主手形」という特典

も評判です。

　この制度によって、県外からも多

く の 人 が 熊 本 城 を 訪 れ て お り、

2008 年には、熊本城入場者数が

200 万人を超え、当時、日本の城の

入場者数で第 1 位にもなりました。

また、熊本城が美しく復元され、そ

れが熊本観光の目玉になり多くの観

光客を呼び込みことに成功しまし

た。まちづくりに必要な資金を集め、

まちに人を呼び、そこで取り組みに

共感した人々がまた城主になってい

く、といった地元のみならず日本中

で熊本城をめぐる好循環が起きてい

ます。

　「一口城主制度」は単発のイベン

トで終わることなく、10 年以上も

持続的に資金を集めることに成功し

ており、この制度は福井県の小浜城

や京都府の二条城、愛知県の名古屋

城などに輸出され、全国に広がって

います。

　ちなみに、2009 年には「新一口

城主制度」が新たにスタートし、4

年経った 2013 年 2 月時点で既に 5

億円以上もの資金が集まっていま

す。この機会に、城主になってみて

はいかがでしょうか。

http://www.manyou-kumamoto.

jp/event/castle.cfm?id=480
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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

SUN BATHING 特徴を自然の力で表現

怪盗

３

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

コツは “ 商品の特徴 ” を深堀ること

　いいなと思うのは、自然の力を

使って、商品の特徴をビジュアライ

ズしていること。広告というと、当

然のように商品そのものをみせるこ

とのように考えるのが常ですが、こ

れはそうではなく、商品の特徴であ

る「太陽熱」を使った温水がでるこ

と、を「光のシャワー」という形で

表現しています。いまどき太陽熱温

水器はそう珍しくもない中、どのよ

うにしたらその商品にあらためて注

目してもらえるか、商品特徴を突き

詰めてシンプルに表現した好例とい

えるのではないでしょうか。

　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。今回紹介するの

は “SUN BATHING”。新商品の太陽熱温水器の PR です。PR のために、商品

そのもをみせるのではなく、暗室をつくって太陽光＝日光をシャワーの水の

ようにみせています。

4年で5億円以上を集めた熊本城「一口城主制度」

世界中の旅人と食卓を囲むホームビジット

NPOコミュニケーションの第一歩！
団体の活動紹介資料をつくろう
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慣れには勝てない、タイピング

　< writer : hoshito nakamura >

スマートフォンやタブレット使用中
に、文字打ちに苦労したこと数知れ
ず。特に短時間で対応しなければい
けない議事録作成などで、慣れた環
境を提供してくれる Bluetooth キー
ボードは強い見方になる。

今回コラムを担当させていただく、
私 中 村 が 以 前 か ら 愛 用 し て い る
Bluetooth キーボードは、コピペの失
敗で議事録を全消去してしまった苦
い経験から教訓を得て、使い始めた
一品。ノートサイズでコンパクト、
携帯するにも苦にならないため、出

先での急なミーティングやメモを書
く際には重宝する。今この時も、私
の手元で思い通りに機能しいてくれ
ている、頼れる相棒だ。

どうもタッチディスプレイの文字打
ちに慣れないなという方は、ぜひト
ライしてみてはいかがだろうか。

Fu-shine Bluetooth キーボードケース
液晶タッチパネルにかぶせるようにはめ、画面に傷が
付かないようにケースにもなる。1 回の充電で数週間
持続使用が可能。

伝えるコツ・伝わるヒントがここにある!

［特集］

「広報活動」で
 まずはじめる10のこと


