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さがしてみてね。
―カワセミ
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やまと国際
やまと国際アートフェスタとは
国際アートフェスタとは…
アートフェスタとは…

大和市にはさまざまな国をルーツにもつ子どもたちがい
ます。ことばの壁を超えて、世界を見つめ、絵画で自分
たちの想いを表現してほしいとの願いから、小中学生の
ための展覧会を毎年開催しています。
今回のテーマは「私のたからもの」。たからものは単なる
モノではなく、自分自身が大切にしたいと思う自国の文
化、自然、世界、平和、友情、家族、何でもＯＫです。
今年も開催します。現在、絵画募集中です。
やまと国際フレンドクラブ（ＩＦＣ)
E-mail：ifcyamato@infoseek.jp
TEL：046-260-5126（事務局代行 大和市国際化協会）
第２回 やまと国際アートフェスタ
～私のたからもの～
開催日：2009 年 10 月 24 日（土）25 日（日）
会 場：イオンモール大和
＜送付の
送付の際、同封されているご
同封されているご案内
されているご案内＞
案内＞
大和市民活動
大和市民活動センター
活動センター登録団体交流会
センター登録団体交流会‘
登録団体交流会‘０９のお
０９のお知
のお知らせ
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昨年開催した「第１回 やまと国際アートフェスタ」
～わたしのたからもの～
「やまと国際フレンド委員会（IFC）賞」を受賞した
増川ゆりあさん（小学 6 年生）の作品です。
*大和市民活動センターのホームページでは
カラーでご覧になれます。
URL：http://www.kyodounokyoten.com /

7 月 8 日（水）くもり時
くもり時々雨
『実践編集ミニ塾』で言葉と習慣が話題にな
った。塾終了後、M さんからメールが届い
た。「スープを”すする”」は、英語の slurp
（スラープ）は間違い。辞書を引いたらこれ
は「ズーズー飲む」で、普通の”すする”は
sup（サップ）です。日常会話ではジップと言
ってましたが、ハッキリ覚えていません。こ
れは「浸す」かも。でも発音が似ていると通
じるから不思議です。

平成２１年度

協働事業等提案意見交換会

７月１１日（土）午後１時より勤労福祉会館３F ホールにて
協働事業等提案意見交換会
協働事業等提案 意見交換会の
意見交換会 の 目的は
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提案者 と 担当課で
担当課 で
話し合われた調整結果
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可能性について、
について 、多 くの人
くの人とより良
とより 良い協働事業に
協働事業に
向けて意見交換
けて意見交換を
意見交換を行い、情報を
情報を共有することにあります
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することにあります。
新規事業提案における
新規事業提案における提案者
における提案者と
提案者と担当課の
担当課の出会いから
出会いから１
いから１ヶ月
の調整を
調整を経てこの日
てこの日を迎えました。
えました。両者で
両者で確認で
確認できた課題
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や解決方法、
解決方法、役割分担が
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発表されましたが、
されましたが、“両思い
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なこと。当日の
当日の会場からの
会場からの応援
からの応援メッセージも
応援メッセージも一
メッセージも一役買う
役買うことでし
ことでし
ょう。協働推進会議の
協働推進会議の答申を
答申を期待します
期待します。
します。
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また 、継続事業は
継続事業 は 大和市民
の生活に
生活に欠くことのできない
事業になっていますが
事業 になっていますが、
になっていますが 、 運
営 には 苦労 されてい ること
が、明らかになりました。
らかになりました。
これからの“
これからの“大和スタイル
大和スタイル”
スタイル”を両者が
両者が同じテーブルに
ついて考
ついて考えていく時期
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（拠点やまと
拠点やまと会長
やまと会長 関根孝子）
関根孝子）
*「センター」
センター」webweb-site に詳細を
詳細を掲載しています
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しています。

「オープニング」は
“健康体操” か
ら

さあ！交流タイムで
仲良くな

８ ２２
月

↓
↓
ゲーム感覚で
自己紹介しましょ
う

（土）

日

１４：００～１
７：００

参加団体募集中！
参加団体募集中！
７月初旬に案内を発送しました。
参加団体は以下のことをお知らせくださ
い。

↓
お待ちかね PR タイム
いろいろなアイディ
ア

・参加団体名
参加団体名
・参加人数
・パネル展示
パネル展示の
展示の有無
・準備品（当日ＰＲ
当日ＰＲのチラシなど
ＰＲのチラシなど）
のチラシなど）
・パフォーマンスの内容
・パフォーマンスの内容など
内容など
後日、
後日、スケジュール案内
スケジュール案内や
案内や打ち合わせ日程
わせ日程
など詳細
など詳細をお
詳細をお知
をお知らせします。
らせします。
●参加締め切りは

７月 30 日（木）
どんなパフォーマンスが
飛び出るか、お楽しみ

大和市民活動センター
大和市民活動センター
電話：
電話：046046-260260-2586
ＦＡＸ：046
ＦＡＸ：046046-205205-5788
メール：
メール：yamato@ar.wakwak.com
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↓
「フィナーレ」は
”夢わかさ連”の子ども
たちといっしょに
阿波踊りで 盛り上がろ
踊らにゃ
そんそ

“背広ネクタイおじさん”から“市民活動のホープ”へ変身
ともいく

6/27(土
6/27(土)に開催した
開催した連続
した連続共育
連続共育セミナー第
セミナー第 22 回のテーマは「
のテーマは「仲間を
仲間を集めたい」
めたい」
ゲストの望月則男さんは「あせらず、ぼちぼちいきましょう」と言いながら、
言葉もイラストもポンポン飛び出し、“望月劇場”は大盛り上がり。

望月語録のオンパレード
望月語録のオンパレード
・何かをしていれば何かが生まれる。何かをしていると
自分が大きくなる。
・外に出れば、世間がわかる。相手がわかる。自分がわ
かる。
・笑顔でヨイショすれば、みんなの意見が出る。みんな
が協力してくれる。自分が膨らんでいく。
・頼まれたら知ったかぶりしてやる。パソコンのプログラ
ムも遊びごころで作って、みんなが使ってくれれば、そ
れも“共育”。
・常に“共育”の気持ちで笑顔があれば大丈夫。楽しん
でやろうという精神が大事。楽しく取り組もう、その意
思があれば大丈夫。
・市民活動センターからネットワークがどんどん広がり、
市民活動も自治会活動もボランティアも社会資源で成
り立っている。

フリートークでは
高校生
・望月さんの話、こころにしみた～。
・自分からやるのがボランティアっていうんだね。
・楽しんでやろうという精神が大事だとわかりました。
初めての人
めての人も久しぶりの人
しぶりの人も
・いろいろな人と交流できるところなんですね。
・「センター」は来るだけでほっとする場所です。
・市民活動団体のノウハウを地域に生かされるような
コーディネートをしてほしいです。
・人と人をつなげるだけで、その先は人それぞれの
持つ力で広がっていく。
などの意見が出され、市民活動センターの目指す姿へ
と話は発展していきました。

ともいく

さて次回
さて次回の
次回の連続共育
連続共育セミナーは、
セミナーは、もう 23 回め

小島篤子さん（NPO 法人日本交流分析協会インストラクター
TA 心理カウンセラー）をお迎えして
「共によりよく生
によりよく生き 育ちたい」
ちたい」をテーマに
コミュニケーションについて学
コミュニケーションについて学びます。
びます。
日時：
日時：7 月 27 日（月）１８：
１８：００～
００～２０：
２０：００
場所：
場所：大和市民活動センター
大和市民活動センター 会議室

今年も楽しく
盛り上がろうね

第 4 回市民活動団体交流まつり
市民活動団体交流まつり

カッコーフェスタ‘０９ 11/7
/7(
/7(土)・８（日）
企画も主演もあなたです。
パネルで活動のアピールもよし。パフォーマンスもよし。
参加のしかたは自由です。

カッコちゃん
（カッコーフェスタのシンボル）
カッコーフェスタのシンボル）

* 参加団体の
参加団体の募集は
募集は 8 月末
そして

↓

来年 2010 年の 3 月は
6 月 30 日（水）雨
「センター」の印刷機は毎日活躍しています。
印刷の出来ばえを「あ～でもない、こ～でもない」と
注文ばかりつけられ、突然ヒステリックな声で「ご自
分でおやりになったら！」と言って、会議もせずに料
金を払ってお帰りになってしまった。内輪もめ？
印刷機の故障はたまにありますが、もめ事修復のマ
ニュアルは準備しておりませんので、仲よく、仲よく。

第 5 回やまと国際交流
やまと国際交流フェスティバル
国際交流フェスティバル
開催日：
開催日： 3 月 21 日（日）
会 場：大和駅プロムナード
大和駅プロムナード
主 催：やまと国際交流
やまと国際交流フェスティバル
国際交流フェスティバル実行委員会
フェスティバル実行委員会
大和市民活動センターは出展参加します。
どんな交流が生まれるか、
何カ国の人とお友達になれるか、お楽しみ。
－３ －
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朝ラジホッとスクランブル
ラジホッとスクランブル
大和市民活動センターだより
大和市民活動センターだより

『やまとっこ☆
やまとっこ☆みつけた 』

隔週(火)生放送 やまとっこ☆
やまとっこ☆みつ
9 :0 0 ⇒ 9: 50ａ , ｍ ,

（第 77 回と第 78 回出演団体）

第 77 回 ～ささやかな夢
ささやかな夢にむかって～
にむかって～
6/30(
国際化協会英会話受講者の
の 会＞
6/30(火) ＜国際化協会英会話受講者

第 78 回 ～子どもは地域
どもは地域で
地域で育ち、育てられる～
てられる～
7/7(
7/7(火) ＜大和市子ども
大和市子ども会連絡協議会
ども会連絡協議会＞
会連絡協議会＞

2 年前に開催した「国際化協会英会話教室」の参加者
6 名で発足したグループ。英語にかかわりたいと漫然と
した思いで参加した人、海外旅行が目的でときっかけ
はいろいろです。日本語の記載がない教科書を使って
いますが、アットホームな雰囲気の中でついニッポンゴ
で話したりしています。「先生がひとりひとりの個性を大
切にして、それぞれ違うカルテを作り、その人に合った
質問や宿題を出してくれます」と語ってくれた Y さんの
夢は、ボランティアで日本の歴史や文化を外国人に伝
えること、イギリスのアンドリュースに行って通訳なしで
ゴルフのプレイをすることだそうです。

昭和 36 年に発足した市子連は４つのブロックに分
けて活動しています。各ブロックで子ども達が興味
をもち、楽しめる親子向けの陶芸教室、梨狩り、ス
ポーツレクリエーションなどの行事。子どもの居場
所の提供など、いろいろなことを考えて活動してい
ます。放送中「崖の上のポニョ」が流れると手を動か
し、まるで踊っているように手話で歌いだしました。
この手話コーラスも子ども達が高齢者施設で披露
するそうです。昨年 12 月にパパになったばかりの
ジョニーさんから「子どもが安全でのびのびと遊べ
る場が少なくなってきているので、地域のみんなが
子どもを把握して見守っていける体制ができると、
親も子どもも安心ですね」とのコメントがありました。

ジョニーさんからメールが届
ジョニーさんからメールが届きました
早いもので、約７５団体もの“やまとっこ”を
ご紹介させていただきました。
毎回どんな方々が、どんな想いで、
どんな活動をされているのか？
私自身が楽しくお話しを聞いて
この番組のパーソナリティ
しまっているので、うまく伝えら
「あなたのジョニー」さん
れているのかが心配です。
これからも、市民活動センターに縁のある
“やまとっこ”をたくさんご紹介していきますので、
よろしくお願いします！
この番組
この番組を
いたら感想を
FAX、メールで［ＦＭ
メールで［ＦＭやまと
番組を聴いたら感想
感想を FAX、
［ＦＭやまと］
やまと］へ。
放送中に
に読まれるかも？
放送中
まれるかも？

朝ラジ「ホッとスクランブル」は再放送が 2 回あります。
当日の 15：00～15：50 22：00～22：50
9：05 からの生放送を聞き逃した人は再放送を
お聴きください。
＜これからの出演団体＞
第 79 回 7/21(火)サポートハウス ワン・ピース
第 80 回 8/ 4(火)引地川水とみどりの会子どもエコクラブ
第 81 回 8/18(火)夏休みボランティア体験講座
「このゆびとまれっ！」参加者
ＦＡＸ ：046046-265265-2777
Ｅ-ｍａｉｌ ：morning@fmyamato.co.jp
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やまとっこ☆
やまとっこ☆みつけた

やまとっこ☆
やまとっこ☆みつけた ★やまとっこ☆
やまとっこ☆みつけた ★やまとっこ☆
やまとっこ☆みつけた ★やまとっこ☆
やまとっこ☆みつけた ★ やまとっこ☆
やまとっこ☆みつけた ★やまとっこ

ますます暑さを増してしまう緑を減ら
し、「今だけいい」を選ぶ身勝手なエ
アコン冷房から逃げ回る夏が今年も
やってきました。（小杉皓男）

PC できれいな文書が作れる昨今、
なぜか手書きのほうがおいしそうに
感じるメニュー。手書きのあたたかさ
やっぱり必要。（村山真弓）

夏休みは子どもと大人(先生)の成長
の差を調整するためといわれる。後
の人生に大きく影響する過ごし方は
心身の成長バランスに注意。
（浅見正明）

脳みそが溶け出して意識が混濁
する夏がやってきました。私はここ
数年悩まされています。みなさん、
脱水には気をつけましょう。

市民活動は
楽しくなきゃネ。

（関根孝子）

「センター」には、たまに外国の方
も来館します。 私も一緒にカタコト
日本語で返し笑ってしまいます。
JR の車内案内「ハヤカ－ワ」「オダ
ワーラ」「カモノミーヤ」を思い出し
ます。（望月則男）

今月は皆既日食があります。2012 年
にも東京で太陽と月が完全に重なる
金環日食が観測できます。3 年後も
楽しみですね。（中山みゆき）

水曜日の「実践編集ミニ塾」に参加
して、新聞・チラシ・広告の読み方が
感じるから観じるに変わったな、とひ
とり自己満足しています。
（桜井貞代）

「アンチ エージング」という言葉が聞
かれますが、私としては、「ウイズ エ
ージング」でいきたいな、と思うこの
頃です。（石川美恵子）

＊今号の用紙はあじさい色。梅雨が明けて、人も花も暑さに萎れていませんか？ 水分補給をお忘れなく。
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