あの手この手で考えて、あの手この手で問題解決！

登録団体交流会
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あの手この手のマークの間のＳは solution（解決）のＳです。
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おもしろかったね
すごく盛り上がったね

団体交流会のキャラクター
ピーチクパーチク

大盛況でした
大盛況でした

～ ひろげよう

市民活動の“わ”～

9 月 11 日（土）１３：００～１６：００
大和市勤労福祉会館３Ｆホールにて開催しました
第２回登録団体交流会に大勢の方が参加してくだ
さったことを嬉しく思っています。
大和市民活動センターは市民活動を推進、応援、
共に育つ場を提供する施設ですので、大きな柱の
ひとつとして団体間の交流をあげています。
その交流は参加者のアクションがあって初めて、
ダイナミックに展開します。

他者紹介で相手の話を聴く。団体ＰＲで活動を知
る。テーマ別の話し合いでは何かヒントを貰えまし
たか？
市民活動の “わ” が広がることを願っています。
拠点やまと会長 関根孝子

＊「あの手この手」は大和市民活動センターのＨ.P.では
カラーでご覧になれます。

＜送付の際、同封されているご案内＞
＜送付の際、同封されているご案内＞
・第 5 回市民活動団体
市民活動団体交流
活動団体交流まつり
交流まつり 「カッコーフェスタ ’10」
10」 のお知らせ
・徹底解説「NPO
・徹底解説「NPO パワーUP
パワーUP セミナー」のお知らせ
セミナー」のお知らせ

－１ －

スタートは［やまといきいき健康体操］

で

インストラクターは村山（市民活動課）、中山（拠点やまと）の美人コンビ。

いっぱい
練習しました
（中山）

複雑な指の運動は頭の体操。
親指と親指、小指と小指。これはすんなり。
次は左手親指と右手小指、左手小指と右手親指。
もう、コレだけで頭の中はとっちらかってしまって、
あちこちから「あれ？あれ？」の声が…
ともあれ、全員でいきいき健康体操をして、
心と体をほぐしました。

団体交流会のキャラクター
ピーチクパーチク

美容にも
いいんですよ！
（村山）

こんな声
こんな声
（１・２ ）
両手の親指を出す

（３・４ ）
親指を閉じて小指を出す

南京玉すだれの演技しながら「交流会おめでとうございます」と
オープニングの景気づけ。
バランス芸ではハラハラさせられましたが、無事に終了。

名刺交換はジャンケン挨拶から

２のテーブルのテーマは
「センターに望むこと、センターに対して団体ができること」
団体からセンターにこんなことが出来ます、という積極的な関わりを期待
したのですが、残念ながらこのテーブルには誰もつかなかったです。

劇団協働の寸劇

主演の市川晋（市民活動課）と関根孝子（拠点やまと）がジャンケン
挨拶と他者紹介の方法を寸劇で説明。
［ルール］ ジャンケンで勝ったら名刺に○
○ を、負けたら× を書いて交
換する。×が 6 枚たまったら、席に着くことができる。
ジャンケン ポン！
あー、負けた。
残念

勝ったー。
これで×が５枚。
あと 1 枚、あと 1 枚。

和やかに［他者紹介］
ジャンケン挨拶で席が決まり、隣り合った 2 人がお互いに紹介し
あう他者紹介。年の差 50 歳？なんて意外な組み合わせが出現し
たり、「えー、そんなに良く言ってもらっちゃって～」なんて微笑ま
しい場面もありで、おおいに盛り上がりました。
－２ －

１のテーブルのテーマは 「団体として困っていること」
・演劇公演の受付・観客の整理のボランティアが欲しいのだが、人が
集まらない。→ 市民活動センターの中で声をかけたらどうか。
・移送サービスの運転員となるメンバーが欲しい。365 日 24 時間電
話受付をしており、そこも人が足りない。
・若い人が集まらない。→ 「革新懇」という名前が固いのでは/イメー
ジづくりが大切では/女の人を増やすと入りやすい

ピーチクパーチク賞賞賞賞

松竹梅亭ラッキーさん登場

あなたは第 二回大和市 民
活動センター 登録団体
交流会で抜群に大きな輪
を作りました。
ここに
会議室１１１１時間
無料 使用券
（
今期３月まで）
を

南京玉すだれとバランス芸で景気づけ

もって賞します。

（３・４ ）
左手は小指右手は親指

市民活動の
市民活動の輪がひろがりました
平成 二十 二年九月十 一日

（１・２ ）
左手は親指右手は小指

★文化祭のようなノリで集まる機会を
ふやしてください。
★市民活動センターに登録してから広
がりがあって、つながりができた。
★他者紹介はお互いによい緊張感を
もってそれぞれの紹介をすることが
できた。
★ジャンケン自己紹介はアイスブレー
クとしても、とてもよかったです。
★センターの方が実に頑張っていると
思いました。大和市はハイ レベル
の市ですね。（他市民）

19 団体、
団体、45 人
の参加で
参加で

大和市 民活動センター
拠点ややややまと
会長 関根孝 子

司会進行
（石川）

9 月 11 日（土）13
日（土）13：
13：00～
00～16：
16：00
大和市勤労福祉会館３Ｆホールで開催しました

★パネル展示がよかったです。
★このような企画はとてもいいので、回数が増えると
いいですね。
★テーマ別テーブルミーティング、その前の他者紹介
もよかった。
★同じような活動をしている団体がつながり合い、協
力することが必要ですね。
★団体アピール、もう少し時間がほしかった。
★一般市民に開かれたイベントにしたい。
↓
★はい、次はカッコーフェスタで一般市民の人たちに
向けてパフォーマンスしてください。

ピーチク パーチク賞は…
ジャンケンで 1 番早く 6 回勝った人、
2 番目、3 番目の人、その他無作為
で選ばれた 1６人にピーチクパーチ
ク賞（会議室 1 時間無料券）が贈ら
れました。

３のテーブルのテーマは 「団体の相互連携」
・活動の内容が重なっているので、お互いに助け合っていくのがよいのではないか。
・参加して初めていろいろな団体の活動がわかった。内容でつながる必要がある。
・生の声をお互いに聴きながら、活動を理解して協力し合えば、ネットワークが広がっていく。
・PC で団体紹介の検索ができれば、活動をＰＲしたい。→ センターの HP では活動分野から団体が
検索できます。また、団体の PR には「市民活動紹介コーナー」をぜひご活用ください。
・センターの HP の掲示板機能を充実してほしい。→ HP は更新も早く、機能も充実させています。
・参加しない人の情報不足を解消するために、インターネットなどを活用して情報を広げてほしい。
・今日のような交流会が内側だけでなく、子育てのネットワークとして広げていきたい。

カッコーフェスタでも
思いっきり PR して
ね。

1 分じゃ足りないよー！
実演もありの活動紹介

柏木学園高校短歌書道部の竹澤さんはひとりで参加。制服姿の
かわいい女の子が「吟じます」と張りのある声でいきなり吟じたのに
は、会場全体がびっくり。活動紹介は 1 分と決めていたにもかかわ
らず、なかなか 1 分では語りきれない団体が多く、タイマーのお知
らせ音に続いて終了の文字、更にはベルの音を鳴らして「もう、1
分たったのですか」と聞かれたり。やはり、みなさん熱心に活動して
いるので、ＰＲの時間はもう少し多くしたほうがよかったですね。

「参加してよかった
参加してよかった」
してよかった」
のあんな声
あんな声

カッコーフェスタのシンボル
カッコちゃん

４のテーブルのテーマは 「団体のＰＲの方法」
・どういう言葉かけをするとよく伝わるか。チラシの文言等、知恵を教えてほしい。
・団体の性格によって PR 方法も異なるのではないか。
・年に 1 回、生涯学習センターで行う発表会が大きな PR の場となっている。
・DM600 枚を発送している。意外と効果的である。
・タウンニュースに資料を送り掲載してもらっている。→タウンニュースは効果がある。
・チラシを各サークルのメールボックスに投函している。
・団体間の連携によって、情報をひろめていくことが有効ではないか。
・自治会や地区社協の広報とのタイアップが有効である。
・HP で会員専用と一般公開用と 2 種類のブログを更新している。
・口コミが一番集まる。
・講習会やイベントの参加者がそのまま会員になるケースがある。
－３ －

次はきみに
バトンタッチ！

カッコーフェスタ ‘１０
～活かそう！ひろがりの“わ”～

ＯＫ
まかせて！

11/
/６(土)・７（日） 10:00～
10:00～16：
16：00
登録団体交流会でつながったみなさ～
登録団体交流会でつながったみなさ～ん。
さあ、企画を持ち寄って、活動の輪をひろげましょう！
団体交流会のシンボル
団体交流会のシンボル
ピーチク

カッコーフェスタのシンボル
カッコちゃん

参加申し込みは
10/20(木
10/20(木)まで

スタッフといっしょにカッコー
フェスタを盛り上げてくれる
人、手をあげてくださ～い。
盛り上げて、
楽しく盛り上がりましょう！

来場者 2000 人にアピール
するチャンスです。
どんなパフォーマンスするか腕
の見せどころです。

（
石川美恵 子）

カッコーフェスタでこんなことをしたら、きっと面白い
カッコーフェスタでこんなことをしたら、きっと面白い、
こんなことをしたら、きっと面白い、
というアイディアをお寄せください。
お祭りらしく、ワイワイやりましょう
お祭りらしく、ワイワイやりましょう！

「
登録 団体交流会に参加してよかった」
という 声が多 かったことを お伝 えしたくて、
特集号を発行しました。
参加した皆さんがイキイキと楽しく交流して
いた様 子が伝わりましたでしょうか。
まだまだお伝えしきれない部 分もありま
す。センターの掲 示板に写真 報告があり
ます ので、どうぞご覧 下さい。
さあ、次は 「
カッコーフェスタ」
でさら
に交流を広げてください。

例えば
★パネルで活動紹介
★パネルで活動紹介
★テントで販売
★路上パフォーマンス
★路上パフォーマンス
★風船アートなどみんなで工作
風船アートなどみんなで工作
etc.

＊特集号の用紙の色は若草。つながり合って新しい活動の芽吹きを期待します。

「あの手この手」
「あの手この手」 登録団体交流会特集号 発行日・2010
発行日・2010 年 10 月 1 日
大和市民活動センター ＜開館・月～土 ９：００～１８：００＞
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