伝えるコツ
《すぐに役立つ実践編》

共感をよびこめ！広報・宣伝力UP講座

企画した講座やイベントをいかに魅力的に広報・宣伝して参加者を集めるか、
伝え方のコツを専門家から伝授！
活動団体のみなさんのモヤモヤをお助けする、
必見講座です。

開催日時：①4月21日
（金） ②5月12日
（金） ③5月19日
（金）18：30〜20：00

vol.4

場

所：大津市市民活動センター

大会議室

参加費：全３回2,500円 各回1,000円

ちぇけら
大津の暮らしのなかにある
「check it out（注目！
・見逃さ
ないで）
」なヒト・モノ・コトを
発信する情報誌

①「まわしよみ新聞」
の技法

定員：20名

まわしよみ新聞
ってなぁに？

〜自分を客観視してみよう〜

みんなで気になる記事を切り抜き、
なぜその記事を選んだか紹介し合いながら、
最後に記事を貼り付け、

コメントを自由に描いて壁新聞をつくります。
意外な興味や人の考えに触れ、
自然と紹介したくなってプレ
ゼン力が身につく、
今巷で噂のコミュニケーションツール。 この面白さ、
やってみなきゃわからない！

②伝わるキャッチコピー

大津おやこ劇場の
「お話のゆりかご」
ピアノの伴奏に合わせて絵本を読みきかせを
定期的に行っています。
《0歳から未就学児》
次 回：４月24日
（日）
10時〜12時
参加費：おやこ1組500円
（お茶とお菓子付）

《団体キャッチコピーの５つの型》
《伝わりやすくするコツ8選》
、
《キャッチコピーづくりの3つのステップ》
、
など実際に手を動かしながら学びます。
これで参加者のココロをキャッチ！

③トータルな広報力 〜ワークショップの成果発表と講師の講評・修了証〜
《講師プロフィール》

特集：この春、あたらしいことはじめてみませんか？

陸奥

◆Mama,Be Ambitious!「ママの市民活動体験講座」受講生募集中！
◆伝えるコツ《すぐに役立つ実践編》共感をよびこめ！広報・宣伝力UP講座

寄贈図書&新刊図書
ぞくぞく入荷しました！

林田 全弘
（はやしだまさひろ）氏 （②担当）

小さなNPOを応援するグラフィックデザイナー
1979年、
横浜市出身。
大阪市在住。
NPOや中間支援組織、
地域団体のロゴやリーフレット、
チラシ
など、
40団体100件以上の広報物を手がける。

新年度に向け、
市民活動センターの設備が充実！
ぜひ、
ご利用ください！

ピアノが設置されました！

寄贈図書22冊、新刊10冊が

大会議室にピアノが設置され、

新しく情報コーナーに入荷しました。

子ども向けのイベントや練習など、

まちづくりや市民活動に関する図書を

会議室の使用の幅が広がりました。

中心に揃っています。

詳しくはスタッフまでお尋ねください！

《図書の貸出について》
◆貸出期間：３週間まで
◆貸出冊数：２冊まで
◆身分が証明できるものをご提示ください。

賢
（むつさとし）
氏 （①と③担当）

観光家/コモンズ・デザイナー/社会実験者。
1978年、
大阪・住吉生まれ、
堺育ち。
現在は大阪七墓巡り復活プ
ロジェクト、
まわしよみ新聞、
直観讀みブックマーカー、
当事者研
究スゴロクなどを主宰。
全国で話題の
『まわしよみ新聞』
の発案者

ママ、ビー、アンビシャス！

センターからの
お知らせ❶

〜伝わりやすくするコツ教えます〜

《ピアノの貸出について》
◆設置場所：大会議室
（小会議室と合わせて予約をお取りください。
）
◆利用料金：1回500円（調律代として）

市民公益活動公開講座ミニレポート

「市民による海外協力の会」
から学ぶ
いちばんみじかな世界の入り口
40年以上南アジアで活動しているNGO団体、
シャプラニール
（市民による海外協力の会）の地域連合会大阪代表、遠藤絵理子氏に
お越しいただき、私たちの暮らしと世界をつなぐ身近な国際協力につ

大津市市民活動センター運営支援会 会員募集中‼（通称：市民活動センターファンクラブ）
市民活動センターでは、市民、市民団体、事業者、大学、行政等がよりよいまちをつくっていく取組を支援しています。
◎会員特典：メルマガ／交流スペースにてオーガニックコーヒー（1杯100円）が楽しめます。

いてお話を聞きました。
《本当の支援とは何か？》現地の失敗から学ん

詳しくはスタッフまで

発行：大津市市民活動センター
〒520-0047 滋賀県大津市浜大津４−１−１ 明日都浜大津１階
TEL：077-527-8661 FAX：077-527-8662
＊平成28年度より特定非営利活動法人HCCグループが指定管理者として運営しています
HP：http://movementotsu.com/

２月12日
（日）

おっぴぃ〜

フェアトレードのコーヒーやチョコレートをいただきながら、
和やかな雰囲気で遠藤さんと意見交換が行われました。

だお話に参加者の方からは「共感し、深く理解できた」
「活動の中に積
極的に取り入れたい」
といった感想をいただきました。

特集：この春、あたらしいことはじめませんか？
午前中までの
プログラムで
参加しやすい

Be Ambitious
＝大志を抱こう

ママ、ビー、アンビシャス！

Mama,Be Ambitious!

子ども
同伴OK!

もっとお得な《てくてくコース》
キックオフ
（２回）＋
よちよちメニュー（２回）＋
てくてくメニュー（３回）
で、¥6000

農作業体験
チーズづくり
など親子で
楽しめる

「ママの市民活動体験講座」受講者募集中！

各回2000円
お得な《よちよちコース》
《てくてくメニュー》
先輩ママとのお話や交流会、
まちなか散策や足を伸ばして郊外遠足、インターンシップ。
キックオフ
（２回）＋
「もっと体験
よちよちメニュー（２回） 「もっと市民活動を知りたい！」
お子さん連れでも一緒に参加できる市民活動体験プログラムです！
してみたい！」
という参加者向け。
で、¥5000
気になる活動団体へ３日間体験できます。
各回¥1000
《よちよちメニュー
各回午前中》
（マッチングあり、子ども同伴可）
７/７は無料
子どもと一緒にお出かけ遠足♬（体験付）
※てくてくメニューに参加する場合は、
《キックオフ 各回10：30-12：00》
活動団体の現場を訪問します。
《各回参加可》
キックオフ
（6/17または6/30）
と7/7にご参加ください。
「NPOってなぁに？」
「地元のこともっと知りたい」
という参加者、大歓迎。お友達も誘ってどうぞ！
7月下旬〜11月下旬 インターンシップ
7/14 古株牧場
《金》 ブランド開発＋チーズづくり体験
6/17 ママ大交流会

《実りの報告会》
12月 報告会
＋修了式

妊娠・出産・育児を経験するなかで得た経験を地域の繋がりに生かしてみませんか？

《土》

先輩ママのお話＋交流会（お土産付）

6/30 ママと一緒にまちあるき

《金》

バリアフリー体験＋商店街散策（試食付）

7/7 市民団体との交流会

《金》

希望日を調整して3日間
インターンシップ（4時間/日）

7/21 比良里山クラブ＋北比良グループ

《金》

参加料：3000円（3日間）

農業・自然体験＋里山三段弁当

8月

オーガニックマーケットしが実行委員会
＋瀬田東文化振興会
調整中

詳しくはチラシをご覧いただくか、
市民活動センターまでお問い合わせ下さい。

自然体験＋火おこし体験＋バームクーヘンづくり

インターン先とマッチング

（てくてくコース受講生）

TEL：077-527-8661

インターンシップ先のご紹介
《オーガニックマーケット
しが実行委員会》

《まちかどプロジェクト》

福島の子ども達を受け入れている
「びわこ

《比良里山クラブ》

障害のある人もそうでない人も一緒に暮ら

南比良の里山で保全活動や子どもたちの

《ホスの会》

《NPO法人あめんど》

会員は60名（うち在日コリアン1世、２世が

《瀬田東文化振興会》

様々な角度から子ども・若者の成長を支援

子どもから大人までみんなで集まって陶器

☆1・2・3キャンプ」開催のための事業として

す街を目指して、演劇や人権啓発講師の派遣、

環境学習をしながら、薬や化学肥料に頼らな

55名）
。1世を2世が支え、互いに伝統料理づく

することを目的に特別支援教室・相談、子ども

づくりや古代米づくり、古代食の試食、遠近巡

2012年3月から毎月第3日曜日に大津市三井

保育園交流、バザー出店などを通じて地域の

い赤シソを栽培し、美味しくて身体にいいジュ

りや踊りを学び、交流が民族的アイデンティテ

の居場所づくり、子育て支援、若者就労支援な

りなどを体験しながら、古代の遺跡を市民の力

寺の境内でオーガニックマーケットを開催して

人達とネットワークを広げています。

ースを商品化しています。

ィの継承に繋がっています。

どを行っています。

で復元しています

います。

センターからの
お知らせ❷

作業ルームにカラー印刷機「オルフィス」導入！
◆家庭用プリンターのように操作が簡単。
◆家庭用プリンターで印刷するよりも安い！
カラー片面１枚２０円、両面４０円（用紙代込）

フルカラー印刷が
簡単！安い！きれい！

（白黒印刷もできます。白黒片面５円、両面１０円）
◆粒子が細かいため、印刷の仕上がりが綺麗。
※ただし、USBデータからの印刷のみ可能。
（紙原稿不可）

大ロッカー増設！
ロッカー&メールボックス使用団体

募集中！

市民活動センターを活動拠点にしている市民活動団体やボランティア団体、
サークル活動の方々に便利のいいロッカーやメールボックス。
今年度より、
さらに大ロッカーが増設され、
ますます便利になりました。
◆ロッカー：
（大）3840円/年間
（小）2640円/年間

◆メールボックス：無料（営利団体不可）
◆利用期間：2017年4月1日〜2018年3月31日

