２．広報紙「あの手この手」が毎月発行となる

１．運営が【拠点やまと】に

当初は季刊として発行していたもので、2008 年から
月刊紙に。
編集会議では冷や汗を流すこともたびたび…
でも、少しづつ成長しています。
皆さん、ぜひ感想をお送りください。
広報紙のほか、情報発信のツールとして
「ニュースレター」や屋内外掲示板、そして
7 月にリニューアルしたホームページがあります。
URL:http://park23.wakwak.com/^youkoso/

行政提案の協働事業として市民活動センターの運営
を「協働の拠点運営委員会」が 3 年間運営していたが
今年度は協働事業が検証中ということで、補助金交付
団体として【拠点やまと】が運営を担うことになった。
【拠点やまと】メンバーは（２００８年１１月現在）
浅見正明 石川美恵子 小杉皓男 櫻井貞代
関根孝子 中山みゆき 松村 襄 山田裕子

３．共育セミナー センターを飛び出す
連続共育マネージメントセミナーは毎月開催しています。
１０月開催の第１４回「公園からひろがるコミュニティ」は
深見にある「なかよし公園」で野外セミナーとなりました。
ゲストの川端敏雄さんのお話を聞きながら、公園になって
いた柿や焼きいもをほおばり、食から生まれるコミュニティ
のひろがりを実感した。
次回は「知れば知るほどおもしろい大和市 PART2」
12 月 20 日（土）１０：００～１２：００

４．新たな交流が生まれた
カッコーフェスタ‘０８
「やまとっこ☆あつまれ！」
・［FM やまと］に出演した団体の同窓会
感覚で「やまとっこ☆あつまれ」として開催。
多くの交流が生まれ、団体同士の顔がみえるように
なってきました。
・高校生がボランティア参加。
受付で来場者をステキな笑顔で出迎えてくれました。
寒いなか、ありがとう。

１０．協働事業提案に応募

「共育」
共育」がキーワードの
キーワードの
大和市民活動
大和市民活動センター
市民活動センター

2009 年度から再スタートする協働事業提案
に応募しました。
新たな気持ちで市民活動センターを運営
していきます。
登録団体のみなさんのご協力をお願い
します。

みなさまのお役
みなさまのお役にたてた
1 年だったでしょうか
だったでしょうか
ょう
はっ ぴ

９．高校生初参加
番外 ニ
コニコ編
大和市文
化
絵画の部 祭の一般公募展
の
で樋口太
郎さんが
議長賞を
受賞。
樋口さん
は本紙の
第 8 号か
第 14 号
ら
までの 7
回にわた
表紙絵を
って
描いた人
です。

夏休み子ども企画から参加してくれた
高校生が、いろいろな場面でボランティア
活動に積極的に関わってくれています。
カッコーフェスタ’０８に柏木学園高校の
生徒さんが「書道吟」を実演。吟じ手と
漢詩を毛筆で書く人との息のあった
パフォーマンスは多くの来場者を
驚かせました。

２００８年の１０大ニュース

大和市民活動センターだより「やまとっこ☆みつけた」に
毎週火曜日の９：０５からの生放送に連続出演中。
改めて市民活動の巾の広さ、奥行きの
深さに感動。
ラジオを聴いたら、ぜひ、感想などを
【FM やまと】ジョニーさんあてに FAX、
メールを送ってください。放送中に読ま
れますよ。
ＦＡＸ ：046－
046－265265-2777
Ｅ-ｍａｉｌ ：morning@fmyamato.co.jp

６．暑さに弱かったバルーン
夏休み企画 「 なかよし公園」でのバーベキューに
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★
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あしたへの展望が
展望が語られました。
られました。
登録団体の活動を紹介するガ
☆
★ イドブックを更新しました。
第 回共育マネージメントセミナー
回共育マネージメントセミナー
☆
こんなところにガイドブックが置
★
「センターのきのう
センターのきのう、
のきのう、きょう、
きょう、あした」～
あした」～あしたのために
」～あしたのために～
あしたのために～
☆ いてあったらいいな、と思われると
★
11 月 22 日（土）10：
10：00～
00～12：
12：00 センター会議室
センター会議室にて
会議室にて開催
にて開催
☆ ころがありましたら、お知らせくだ
「共育マネージメントセミナー」は、他の団体の人たちと知り合うこと ★ さい。
☆
ができ、意見を聞くことができるので、自分たちの活動を客観的に見 ★
つめなおすよい機会になっています。との意見が出され、セミナーが ☆
★
“共育”の場になっていることを実感しました。
☆
★
☆
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★★

⑮

５．【FM やまと】に 50 団体以上が出演

は、子ども、大人５０人が参加。プチトマトやイカの
一夜干し、本場のさつま芋などを焼いて参加者は
大満足。大道芸の松竹梅亭
ラッキーさんのバランス芸を
夢中でみていた子どもたちが
熱中症にならないかと心配
しました。
バルーンアートはおかあさん
たちが夢中になって挑戦。
風船をふくらまし、ねじると
”パーン”と割れてしまう暑さには参りましたが、
アンパンマンは作れるようになりました。

７．サポートハウス「ワン・ピース」の
子どもたちとの交流会を３回開催
・夏休みに２日間交流会を開催。
たくさんのボランティアさんのおかげで
カキ氷、お絵かき、ダンボール遊び、
公園でのおにごっこなどなど、
いっぱい楽しんだね。
・１２月２３日（火）はクリスマス会。
みんなでケーキを作ったり、
靴下で人形を作ったり、
折り紙したり、
バルーンアートにも挑戦しよう！

カッコーフェスタ’
カッコーフェスタ’０８振
０８振り返りから…
りから…
(１) 産業フェアと同じ日に設定しているので、市民活動
センターの存在をしっかりアピールする必要がある。
(２) 単なる展示だけでなく、ブースの中で活動を伝えら
れるようにしたい。
⇒簡単な中国語講座など
(３) 会議室の時間を区切って、ワークショップなどができ
るといい。
(４) 市民の力の発揮（市民活動）が一般市民にわかって
もらう場となるようにすべき。
－２－

(５) 交流の時間をもっととってほしかった。場所も
狭かった。
⇒共育セミナーにて意見交換をと呼びか
けたが、参加者が少なかった。
(６) 昨年参加した団体が、今年参加しなかった理
由を聞く必要あるのでは。
⇒登録団体にアンケートを送付して、来年
に向けて希望することなどを書いてもらう。
＊いっしょにセンター
いっしょにセンター運営
センター運営に
運営に活かしていきましょう
かしていきましょう。
しょう。

大切なお
大切なお知
なお知らせ

お掃除だ
掃除だーい好きな人集
きな人集まって
人集まって！
まって！
12 月 27 日（土）13：00 センター建物の内外の大掃除をします。
ガラス拭き、エアコン掃除、草取り、落ち葉掃きなどなど、
やることがいっぱい。助っ人お待ちしていま～す。
その後、盛大に打ち上げをしましょう。
手作りでもそうでなくても一品持ち寄り、”カンパ”大歓迎！

－３－

け隊活躍編
番外 おたす
ちこちで
センターのあ
大雨の日に
の通路が
。会議室へ
生
発
が
り
も
雨
滝のよう。
ちょっとした
人た ちが
を使用 中 の
ム
ー
ル
的
多目
たので、
で拭いてくれ
壁をタオル
になるのは
床が水浸し
した。
まぬかれま

