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今月のコンテンツ
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vol.17サポートオフィス通信
まちだづくりのコミュニケーション誌

Now! 第14回町田市市民協働フェスティバル「まちカフェ！」発 協働プロジェクト
「まちだ子どもアクション作戦会議」を開催しました。

町田のまちづくりを一緒に進めてみませんか？

参加者VOICE 今後の予定

町田の子どもたちの「今」を市民みんなで共有することを目的に、

2020年度「まちカフェ！」実行委員会の中で提案された「まちだ子ども

アクション」。より実践的な活動を展開するための第一歩として、4月

12日に「まちだ子どもアクション作戦会議」をオンラインで開催しました。

子育て中の方、居場所づくりや不登校支援などの活動をしている方など

24名が集まり、互いの想いや経験を共有しました。

今後は実行委員会形式で、「子どもにやさしいまち」の実現に向けて、

Facebookなどでの情報発信や定例会を開催する予定です。町田市

や周辺地域で子育てやその環境について心を寄せている方なら、どなた

でも参加可能なオープンな会として展開していきたいと考えています。

興味のある方は、サポートオフィスまでお気軽にご連絡ください。

「わらしべワークプロジェクト」は、ＮＰＯ法人ゆどうふ（代表 辻岡秀夫氏、町田市小山町）が代表

となり、ひきこもりなどの若者が有償で地域の困りごとの解決を担う事業です。サポートオフィス

も実行委員会のメンバーとしてプロジェクトに参加しています。2020年度は若者と地域の

ニーズ調査やわらしべワークの試行的取り組みなどを実施。１年間に及ぶ取り組みを報告する

実施報告会を4月10日に開催しました。サポートオフィスでは、報告会の運営サポートと当日

配布された実施報告書の制作協力をさせていただきました。下記に、報告書制作の際に重視

したポイントをご紹介します。

はじめまして。橋本空です。法政大学の多摩キャンパス
で4年間福祉を学びながら、相原地区を拠点に町田
の地域活動・ボランティア活動に関わってきました。
これからの新しい出会いにワクワクすると同時に、これ
までご一緒してきた町田の皆さんと改めてまちづくりの
仲間として関われることをとても幸せに感じています。
今後も皆さんに教えて頂くことが多いと思いますが、
どうぞよろしくお願いいたします。

「データ分析、原稿執筆、校正などの工程

を全スタッフで取り組めていい経験がで

きました」と代表の辻岡さんが振り返って

いらっしゃいました。冊子制作や報告会開

催などをスタッフの理念共有や目線合わせ

の機会にすることも大切ですね。

サポートオフィスでは、地域で活躍している団体のみなさんの組織力を高める講座や参加者同士が

対話を重ねながら事業計画を作る講座、オンライン会議の技術を取得するイベント・セミナーなど、多数開催します。

今回のサポートオフィス通信では、それらイベント・セミナーの概要を特集しました。

団体活動の発展や活性化にぜひご活用ください。

この４月よりサポートオフィスに
新しい職員が入職しました。学生
時代を通して町田の地域活動
に深くそして熱く携わってきた
経験を、今後はサポートオフィス
のスタッフとして発揮し、町田の
まちづくりを進めてもらいたいと
思っています。

サポートオフィスでは、市民一人ひとりが楽しく、

自分ができることから地域に携わる「まちだづ

くり」を応援しています。市民のまちづくりの舞

台となるNPO法人や市民・地域活動の活性化

に向け、サポートオフィスでは３つのテーマを

掲げてイベントやセミナーを開催します。

▼4月12日の作戦会議にはお子さんのご参加も。あたたかくにぎやかな
会になりました。

次ページよりカリキュラムや開催日を詳しくご紹介します！
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皆さんが同じような課題意識をお持ちだったので、
協力し合えば前進できるという感覚を持てて、嬉しかったです。

こんなに素敵な活動仲間が町田にいるということがわかり
とても嬉しかったですし、誇りに思いました。

市内の団体同士でつながる
　　　こうした場が大事だと感じました。
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2022年 1月～

知り合う・アクションプランを練る

プランを策定する

実行準備、助成金応募などを検討

「まちカフェ！」で活動内容を発表

実行
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デザインの活用

読者視点の原稿

「わかりやすい」だけではなく、プロジェクトの持つ世界観を
伝える報告書をめざし、デザイナーの方に有償ボランティア
として参加をお願いしました。

NPO法人ゆどうふの方が起稿した原稿の専門用語に、解説
や注釈を入れるなど、初見の人にもわかりやすい内容となるよう、
表現方法の提案をしました。

数字とストーリーで伝える

多様な視点から価値を伝える

アンケート調査などの定量的なデータだけではなく、当事者
である若者や地域の方の「声」も読みやすく掲載することで、
事例をより具体的に伝えられるようにしました。

実行委員会メンバーや参加した若者など、多様な立場の声を
盛り込むことで、プロジェクトの価値が立体的にわかるよう
な構成を意識しました。

わらしべワークプロジェクト「実施報告書」の
制作協力をさせていただきました！

CHECK！
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▼4月10日開催の実施報告会の様子

わらしべワークプロジェクトや
ＮＰＯ法人ゆどうふの活動については、
ゆどうふのホームページをご覧ください。

つながる・挑戦する一緒に取り組む学ぶ・出会う



参加者同士で対話を重ねながら、団体のビジョン・ミッション（理念と使命）や事業計画の策定を目指す
連続講座です。講義、課題提出、面談によるフィードバックで学びを深めていきます。

まちだづくりロードマップ

● 第１回  5月27日（木）  9：30～12：30

● 第２回  6月24日（木）  9：30～12：30

● 第３回  7月29日（木）  9：30～12：30

● 第４回  8月26日（木）13：00～16：00

● 第５回  9月30日（木）  9：30～12：30

ビジョン・ミッション・バリューを考える

事業のパートナーとお客様を考える

お客様の喜びを考える

事業の成果を考える

成果報告会

学ぶ・出会う
対話を軸とした事業計画策定を目指す

まちだづくりカレッジ

団体運営に欠かせないファンドレイジング（資金獲得）のスキルを基礎から学び、ファンドレイジング
計画を発表・実行することを目指す新講座です。

● 第１回  8月19日（木）  9：30～12：30

● 第２回  9月30日（木）14：00～17：00

● 第３回10月28日（木）  9：30～12：30

ファンドレイジングの基礎を学ぶ

ファンドレイジング戦略を策定する①

ファンドレイジング戦略を策定する②

資金集めの実践を学ぶ

活動資金の集め方 ファンドレイジング講座

対話の基礎とその前提となる自分自身のコミュニケーションにおける特徴を理解しながら、「参加
者が安心して意見を言える場づくり」を実現させるために必要なスキルの習得を目指す講座です。

その他にも、団体のスキルアップを応援する講座を開講予定！
詳細が決まり次第、サポートオフィスのホームページ、Facebookに情報を掲載します。

● 第１回  6月  5日（土） 9：30～12：30

● 第２回  6月19日（土） 9：30～12：30

● 第３回  7月10日（土） 9：30～12：30

対話の事前準備～自己理解を深める～

対話の基礎～聴く力と問う力を身につける～

対話の応用～合意形成の場をつくる～

●   5月12日（水）、6月上旬 　　　 

●   9月28日（火）

● 10月  6日（水）

Zoomはじめて講座

動画制作はじめて講座

イベント開催団体向け広報講座

対話や会議を円滑に進めるスキルを高める

ファシリテーション基礎講座

1
一緒に取り組む

2
つながる・挑戦する

3

町田市内で活動するNPO法人や市民・地域活
動団体などが、互いの活動を知り交流を深め
てスキルアップをする場として、そして参加し
た市民のみなさんが地域で活動するきっかけ
づくりの場として、2007年から開催している
イベントです。
2021年度は、11月下旬～12月中旬に市内各
地の会場やオンラインにて開催する予定です。
企画・運営は、実行委員会形式で進めます。「ま
ちカフェ！」開催までに行われる実行委員会や
講座などを、団体同士の交流や組織力向上に
お役立てください。

１ページ目で紹介した本アクションは、出入り自由のオープンな取り組みです。実行委員会形
式で運営し、月に1回程度の作戦会議をオンラインで開催する予定です。団体や地域や活動
内容の枠を越えた協働アクションの実施を目指します。

❶ 「まちカフェ！」の団体紹介冊子に掲載
❷ 開催期間中に活動紹介イベントや
　 セミナーなどを実施
❸ おうえん隊（学生おうえん隊）※として
　 全体企画の実施・運営やイベント実施の支援
❹ 学生おうえん隊を受け入れる

町田市市民協働フェスティバル 主　催： 「まちカフェ！」実行委員会
共　催：町田市市民部市民協働推進課
事務局：町田市地域活動サポートオフィス「まちカフェ！」

誰でも参加できる協働アクション

まちだ子どもアクション作戦会議

※おうえん隊（学生おうえん隊）とは、「まちカフェ！」に個人
　として参加するボランティアのことです。
※その他、団体紹介冊子などに企業・団体名などを掲載する
　協賛枠もあります。参加団体も申し込めます。

参加方法は下記よりお選びいただけます。
冊子掲載（掲載料無料）は、全団体対象です。

「まちカフェ！」参加方法

2020年度に学生を受け入れた団体の体験談

開催日と講義テーマ

開催日と講義テーマ

● 6月29日（火）

● 7月6日（火）

● 7月13日（火）

● 8月～ 

学生×受け入れ団体マッチング会

学生交流会

団体交流会

団体内での活動を開始

今後の予定

開催日と講義テーマ

● 準備会 5月20日（木）    ● 第1回 6月17日（木）    ● 第2回 9月16日（木）    ● 第3回 10月21日（木）

実行委員会日程

▼オンラインで開催した実行委員会の様子

▼市庁舎に展示した団体紹介ブースの外観 ▼学生と受け入れ団体とのオンライン定例会の様子 ▼学生が企画・作成をした「まちカフェ！」PRブース

▼「まちカフェ！」の団体紹介冊子

写真で振り返る2020年度「まちカフェ！」

※各回13：30～15：30 / 18：00～20：00の2部制（同内容）です。
※原則オンライン開催ですが、オンライン参加が難しい方を対象に一部対面で開催します。詳細はサポートオフィス
（「まちカフェ！」事務局）までお問合せください。

市内のNPO法人や市民・地域活動団体と活動してみたいという学生と、学生を受け入れて
団体の活動を活性化させたい「まちカフェ！」参加団体をマッチングし、イベントの企画・運
営を行う取り組みです。「まちカフェ！」参加団体を対象としたプログラムです。

● オリジナリティあふれる学生の提案によって、新しい挑戦ができた。
● 今まで腰が重かった団体の広報について、学生さんと共に改善でき、
　団体の活性化にもつながった。
● オンラインでイベントを企画し実行できた。学生さんからたくさんのアドバイスをもらえ、
　オンライン開催時の注意するポイントがわかったのは団体側としての収穫だった。

半年間をかけ、学生の成長と団体の活性化を目指す

学生おうえん隊
NPOインターンシッププログラム

まちだ子どもアクション作戦会議専用Facebookグループ ▼

作戦会議の様子や情報提供などは、
Facebookグループに随時公開します

団体の活動に関する
個別相談も受け付け中です！

団体の設立、法人格取得、助成金獲得の情報提供など、団体の活動を継続的に行うための個別のご相談や企画立案の
サポートなども、随時受け付けています。オンラインでもご相談可能ですので、お気軽にご連絡ください。

サポートオフィスでは、NPO法人や市民・地域活動に携わる団体のみなさんに向けて、
2021年度は下記３つのテーマに沿った講座やイベントの企画・運営を行ってまいります。
団体の活性化だけではなく、その先に生まれる他団体との協働の場づくりとしても活用いただけるコンテンツになっています。
詳しい内容や申込方法は、サポートオフィスのホームページでご紹介しています。
各講座名の右横に掲載しているQRコードよりご覧ください。

こちらも
チェック

！

NEW

2021年度版  イベント・セミナー紹介


