Pick up Event

まち だ づくりのコミュニケーション誌

おすすめイベント

Event Sche dule
今年度のイベントスケジュールです。
詳細はホームページを
ご確認ください。

Pick Up 01

ファシリテーション
基礎セミナー vol.4
10/29（木）10：00〜12：30

参加費

無料

オンライン開催

で出された様々な意見やアイデアを整理し、評価判断を行い、意思決定する流れや方法に
ついて学びます。講座の冒頭でここまで開催したファシリテーション基礎セミナーの簡単な

10/22（木）13：00〜17：00
＠オンライン開催

まち"だ"づくりカレッジ

10/29(木）10：00〜12：30
＠オンライン開催

Pick Up

Pick Up

https://machida-support.or.jp/event/facili1029/

市民活動／
ボランティアのための
人が集まる企画と
チラシづくりのポイント

11/26（木）13：00〜17：00
＠オンライン開催

10/31（土）13：30〜16：30

＠生涯学習センター ホール
（町田センタービル7階）

まち"だ"づくりカレッジ
第2期（第2回）

「活動のパートナーと
お客様を考える」
12/24（木）13：00〜17：00
＠オンライン開催

まち"だ"づくりカレッジ
第2期（第3回）

参加費：500円

「事業計画を考える」

講座を成功させるためには企画がすべてといっても過言ではありません。本セミナーでは、
魅力ある企画づくりのコツとその企画を伝える手段であるチラシの作成方法について
学びます。全国で大人気のカリスマプランナーが実践を交えて具体的に解説する本講座
で、人が集まる企画とチラシづくりのポイントをつかんでいきましょう。

TEACHER

ファシリテーション
基礎セミナーvol.4

10/31(土）13：30〜16：30
＠生涯学習センター ホール

申し込み方法

市民活動／ボランティアのための人が
集まる企画とチラシづくりのポイント

（さかた しずか）
坂田静香 氏
大田区立男女平等推進センター
「エセナおおた」
指定管理者である、
ＮＰＯ法人男女共同
参画おおた理事長。集客力のある講座の企画やチラシ作成に定評があり、これまでの講
演回数は、1000回以上。著書に
『人が集まる！行列ができる！講座・イベントの作り方』
（講
談社＋α新書）
、
『 実例でよくわかる！人が集まるチラシの作り方』
（家の光協会）
がある。

https://machida-support.or.jp/event/flyer1031/

形になってきました。今号ではそれらの取り組みの現状と今後の方向性を中心にご紹介します。

Now!

〈みんなでコロナを乗り越えるぞ基金＠町田〉助成審査実施中

第三者による審査会で、市民の貴重な想いを現場での活動に活かしてくださる
市民活動団体の助成選考を行っています。

画を
未 来 志向の事業計
ませんか！
一 緒につくり
団体の事業計画をつくる伴走型連続セミナー

『まち だ づくりカレッジ』
2020年 第２期生の募集が
詳細は
こちらからどうぞ

方へ、支援を届けようとされている市民活動を応援することを目的とし、先日実
施したクラウドファンディング「みんなでコロナを乗り越えるぞ基金＠町田」に
寄せられた市民のみなさんからの支援金により立ち上げられました。
8/3
（月）
〜9/16
（水）
で実施したクラウドファンディングでは、目標金額100万円の
ところ、総額113万円を154名の支援者の方からお寄せいただきました。ご支
援をいただきましたみなさま、本当にありがとうございました。
ご支援をいただいた方からは、
「微力ではありますが町田で活躍している皆さんに
届くことを嬉しく思います。いつも応援しています！」
「 自分達が住んでいる街に
知る機会になりました」
といった声をお寄せいただき、支援金と共に「市民活動

みなさまからお預かりした支援金は、審査会での選考を経て、本当に困っている
方々への支援を継続して行い、地域福祉への貢献を行いたいと高い志を持って
活動している団体へ助成します。助成を受けた団体には、活動報告等を提出いた
だき、2021年4月頃に公開の場で事業報告を行っていただく予定です。
本基金が、新型コロナウイルスの影響を受けた市民生活を支える活動が、この
先も継続する一助となること、そしてそのことが町田の未来につながることを実
行委員会一同願っています。

2020年 10月下旬
11月上旬〜

検 索

www.machida-support.or.jp
info@machida-support.or.jp

042 - 785 - 4871

受付時間

月曜日から金曜日 午前9時から午後6時
（毎月第三水曜日は午後5時まで）

▲クラウドファンディングの専用ホームページ

どのような課題があって、地域で活動する人達がどのように活動しているのか

みんなでコロナを乗り越えるぞ基金＠町田 今後のスケジュール

町田市地域活動サポートオフィス

目標金額達成！
ありがとう
ございました。

本基金は、新型コロナウイルス感染拡大やそれに伴う自粛等で困難な状態にある

に対する応援」
も受け取らせていただきました。

始まっています！

申し込み方法

その中でも今年初の試みとなった
「みんなでコロナを乗り越えるぞ基金＠町田」、新しい開催方法で準備をすすめている
「まちカフェ！」が少しずつ

「ビジョンとミッション考える」

「合意形成」

Pick Up 02

テンツ
今 月のコン

第2期（第１回）

セミナーの関連書籍を、司書さんがレビュー！

TOPICK

TAKE FREE

として掲げ、NPO法人をはじめ、市民活動団体等の事業サポートや組織や人をつなぐコーディネートに、様々なアプローチで取り組んでいます。

復習時間を設けています。今回初めて参加する方でもお気軽に参加ください。
今回のセミナーでは、町田中央図書館の司書の方がテーマにちなんだ書籍を選び、
参加者のみなさんにお勧めポイントをお渡しします。学びを深める一助にお役立て
ください！

2020.10

私たち町田市地域活動サポートオフィスは、
『まちの困りごとにみんなが楽しく取り組み、 自分らしくいられる
「まちだ」
づくり』
を事業のミッション

2020年

4月から開催してきたファシリテーションの基礎を学ぶファシリテーション基礎セミナー、
最終講のテーマは
「合意形成」
です。
「対立は悪ではない」
という前提を持ちながら、会議など

通信

サポートオフィス

オンラインを活用しながら、10月以降も様々なセミナーの開催を予定しています。皆さまの活動にお役立てください。

12

vol.

2021年 3月末
4月上旬

助成団体決定
助成金交付
支援を受けた団体は実施報告書を提出
活動報告書作成／活動報告会実施

期間中は温
かい
ご声援、ご
支援をいた
だき
本当にあり
がとうござい
ました！
みんな
でコロナを
乗り越える
ぞ基金＠町
田
実行委員会
一同

2 0 20 年度

「まちカフェ！ 」

オンライン等のITを使ったイベント企画立案やオンラインの技術を学ぶ講座の開催、団体の協働を生むきっかけとして制作中の「まちカフェ！」冊子や専用サイト、
そして学生が出展団体に赴き出展内容を共に検討するおうえん隊学生チームの結成など、今年の「まちカフェ！」は新しいチャレンジが目白押しです。その一部をご紹介します。

おうえん隊学生チームの取り組み

オンラインスキルを身に着ける講 座を開催！

「まちカフェ！」初の試みとして、おうえん隊学生チームが、参加団体と共に「まちカフェ！」の企画や事業の活性化について考える

オンライン等を活用した新しい「まちカフェ！」の出展企画を模索する中、これを機にオンライン会議やSNSを団体の運営や

取り組みがスタートしました。今年度はサポートオフィスを含む3団体が名乗りを挙げ、8名の学生が希望の団体へ配属され

企画に組み込んでみようと思う方から講座開催へのご要望を多数お寄せいただきました。

顔合わせ会が終了。
オンラインやメールなどを使い、
すでに具体的な話し合いや取材等が始まっています。

実施した3つの講座に延べ38名の方がご参加いただき、オンラインを活用した新しいチャレンジが生まれています。

学生を受け入れた団体からは「今までにない新たな視点で事業や企画を検討できる絶好の機会」と声が寄せられてきています。

学生インターンを受け入れた団体と主な取り組み

取り組み

1

取り組み

2

NPO法人すまいの会

町田市ユニカール協会

http://sumainokai.jp/

https://www.facebook.com/unic.machida/

主な取り組み内容

「まちカフェ！」の出展企画立案、
情報発信のサポート、
オフィスのPC環境整備等
学生チームへのメッセージ

主な取り組み内容

「まちカフェ！」における
参加型の企画立案、
魅力的な情報発信方法の検討等
学生チームへのメッセージ

取り組み

3

町田市地域活動
サポートオフィス

1

ZoomとFacebookはじめて講座

実施日：7/14（火）、9/4（金） 参加者：17名

講師：清水静香氏（ネットforシニア）

シニアの方にインターネットのある生活の実現を総合的にサポートしている清水氏をお迎え
し、オンライン会議ツールZoomへの参加とFacebookアカウントの開設方法をお伝え
する講座を開催しました。熱意あふれる参加者のみなさんは、目標としていたFacebook
グループ「まちカフェ！おうえん隊の部屋」への参加も無事完了！わきあいあいとした雰囲気
の中、参加者同士の思いがけない繋がりも生まれた、
とても楽しい講座となりました。

https://machida-support.or.jp/
主な取り組み内容

「まちカフェ！」協働ガイドブックの
制作、実行委員会や
PRブースの企画・制作等
学生チームへのメッセージ

「まちカフェ！」の出展企画はもちろん、

学生 のみなさんの最新のノウハウや

「まちカフェ！」初 参 加となる学 生 の

団体の認知を広げるための手段等を

斬新なアイデアと団体の経験値を掛け

みなさんの客観的な視点やアイデア

新しい目 線を持ち一 緒に 考えていき

合わせ、会の活性化にもつなげていき

を 期 待してい ます。一 緒 に 楽しみま

たいと考えています。

たいです。

しょう！

2

初心者さん向け動画作成講座

実施日：9/7（月） 参加者：10名

講師：二神友造氏（「まちカフェ！」おうえん隊学生チーム）

Windows10に標準で入っているアプリ
「フォト」を使用し、
参加者が持参した写真で1分程度
の動画を作成することを目指した本講座。講師によるデモンストレーションの後、参加した
みなさんご自身のパソコンで実際に写真を並べ、キャプションや音楽をつけて、最終的には
全員の動画が完成！動きやテキストが入った動画は、訴求力も見ごたえも十分！「団体の

「まちカフェ！」協 働ガイドブック・専用ホームページの作成
今年の「まちカフェ！」は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため
市庁舎での大規模開催は中止となりました。
そこでオンライン等の I Tを活用した企画への挑戦や、
団体同士で互いの強みを生かした
新しい企画検討が始まっています。
そのチャレンジをサポートすべく、
「まちカフェ！」のイベント情報が集約された〈専用ホームページ〉、
参加団体情報や他団体との協働のコツを掲載した

紹介動画があれば、多くの人に情報を魅力的に伝えられるし、組織の強みになるね」という
感想が飛び交いました。

3

主催者になるためのZoomはじめて講座

実施日：9/11（金） 参加者：11名

講師：清水静香氏（ネットforシニア）

「ZoomとFacebookはじめて講座」に続いて参加された方も多かった本講座。Zoom
ミーティングの主催者に必要なアカウント取得、開催のコツ、参加者招待の方法などを
マスターしました。Zoom会議には参加したことがあるけれどアカウントを持っていない方、
スマホのみで参加の方など、参加者それぞれの状況に対応した、少人数ならではのきめ細や
かな指導がなされ、参加者全員がZoom主催者になることができました。
「まちカフェ！」
10daysの企画や、団体内での打ち合わせにどんどん活用していただければと思います。

〈「まちカフェ！」協働ガイドブック〉などの制作を

お楽し

事務局で進めています。
団体同士の協働が生まれる
「まちカフェ！」に向けた取り組みにご期待ください。

みに

「まちカフェ！ 」
10days 開催日決 定！
今年は 12/4（金）〜13（日）の10日間 を開催日とし、オンラインでの開催をメインに各団体の催しを実施します。
イベントの詳細情報は、専用ホームページやチラシ等で11月上旬より順次ご案内します。どうぞご期待ください！

