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三鷹市市民協働センター
平成１７年

第11号

８ 月
主催:企画運営委員会
Idea workshop for collaboration center project in next year.

ご都合の良い
日をお選び
ください。

来年度の協働センター事業の、

アイデアワークショップ
開催します。

第1回
９月１日(木)

場所
協働センター
会議室

午後７時
～９時

第２回
９月２日(金)

定員
各日20人

午前10時
～12時

（先着順）

第３回

申し込み

９月３日(土)
午後２時
～４時
目

当日までに電話・
メール・FAXにて

次

アイデアワークショップ開催のお知らせ

１

手作り絵本サークル「ZUGOI（ズゴイ）」

２

キャッチコピー塾を開催しました

３

協働センター工事のお知らせ

４

8月イベント情報

４

展示ホールのご案内

４

市民協働センターの平成１８年度事業のアイデアを
出し合うワークショップを開催します。
参加対象者は、「市民活動」・「協働センター」に興味のある方。
「市民活動支援」と「仲間作りのため」の、イベント・講座・セミ
ナーなどのアイディアを自由に出し合う、
楽しいワークショップです。
出していただいたアイデアは、企画運営委員会で
検討したうえで、平成18年度予算に計上する予定です。

１

手づくり絵本
サークル

市民活動団体の紹介

The story of civil activity.

（ズゴイ）

完成した絵本を見てスゴイ！スゴイ！って言うから、『ズゴイ』（スゴイの複数形）なんです。

協働センター1階の絵本展の様子。仕掛け絵本に夢中でした。

★はじまりは手作り絵本の講座だった
ZUGOI（ズゴイ）は絵本を手づくりしているお母さんたちの
グループです。2003年の3月から西社会教育会館の「手作
り絵本講座」の参加者が、一緒に集まって絵本を作っていこ
うということで立ち上げたサークルです。

★手づくり絵本のチカラ
代表の狩野さんは、自分の子どもを主人公にした絵本を
作りました。子どももとても喜び、大切にその本を扱ってくれ
るそうです。また、子どもと共同作業で素適な本をつくったお
母さんもいます。絵本は言葉を学ぶだけでなく、お母さんと
子どもの絆をさらに深めるチカラもあるようです。

◆ママの手づくり絵本展開催中
～９月８日（木）まで
ZUGOIの皆さんが作った絵本を9月8日（木）まで当セ
ンターで展示しています。絵が動いたり飛び出したりする
楽しい仕掛け絵本や、カラフルでかわいいイラスト、楽しい
物語、実話などが描かれており、思わず見入ってしまうス
テキな作品ばかり。9月8日（木）まで協働センター1階で
展示中です。

ZUGOI

代表：狩野千明

（左から）岡崎さん、代表の狩野さん、
狩野さんの息子の里騎（りき）くん

★達成感が自信に
子育て中のお母さんはずっと子どもに付
きっきりで忙しいのですが、絵本づくりのため
に睡眠時間を削るなどして時間をつくり、つ
いに1つの作品を完成させたときの喜びはひ
としお。普段の生活の中の自信にもつながり
ました。

★みんなで作る
現在メンバーは10人。月に2回、協働セン
ターで楽しく話し合いや絵本製作をしていま
す。童話やポスターなどのコンクールへの応
募もしています。１年に１冊絵本を作ることを
目指しています。「１人で作るよりみんなで
作ったほうが楽しい。」と笑顔で話してくれま
した。

お問い合わせ：三鷹市市民協働センターまで
２

イベント報告

市民活動の
ための

The report of the Catch copy seminar.

★マネしよう。
まずはマネから学びましょう。

★受け取る人の身になって創ろう。
★１メッセージ・１ビジュアル。
チラシやポスターで多くのことを伝えるのは難しい。

キャッチコピーのコツ
★動物やキャラクターにしゃべらせる。
製作者が言いにくいこともずばっといえる。

★ポジティブな言い方を探す。
疲れた人にも読んでもらうには明るく楽しいものにしよう。
説教されていい気分になる人はいません。

★数字を挙げれば説得力が増す
くしゃみ3回ルル３錠など。

★役に立つ知識、情報を教える
「へ～」と思わせるような情報だと読んでもらえる。
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普段は聞けない広告業界の裏話に、参加者も興味津々。

27

講師の先生 畑泰彦氏

元電通クリエーティブ局勤務
会員 ・ 専門学校講師
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日（
水）の両日、協働センターにてキャッチコピー塾を開催し

一方的なメッセージは伝わりません。読む人の身になって。

１３

日（
水）・ 月

どんな天才でも、資料をたくさん集めてる。

７月

★資料を集めよう。

ました。初日の参加者は 人。
や武蔵野三鷹ケーブルテレビ局が取材に訪れ
ました。受講 者からは「大 変面 白かった」
、「シンプルに伝える大 切 さがわかった」
、「市
民活動におけるヒント多大！」
などの感想が聞かれました。

キャッチコピーの作り方

協力:三鷹ネットワーク大学

８月

The plan of remodel work..

協働センター
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August.

是非ご参加ください

◆工事期間（
予 定）
◆
平成 年 月中旬～
平成 年２月中旬

※ 月 日（月）
～ 月 日（月）の 週 間
（
日 曜 日 と夜 間 ５時 以 降 を除 き）
会 議 室 とミー
ティングルームの貸し出しが中止になります。

ご迷 惑 をおかけします が、ご理 解 とご協 力 をお
願い致します。

11

◆工事内容◆
市民活動のための「
水回り付きオー
プンスペース」の整備工事。

工事のお知らせ

Even

ts
協働
セン
イベ ター
ン
セミナ ト・
ー情
報

★24日（水）午後７時～午後９時
『第4回みたか市民活動・NPOフォーラ

ム実行委員会』

17

11月20日（日）を中心に前後3日間、市民活
動の内容展示と紹介、及び交流を行います。
一緒に内容や運営方法を考えましょう。
・場所:三鷹市市民協働センター２階 第１会議
室
･主催:ファースト・ステップみたか
･連絡先:０４２２‐４７‐９６１９（本山）

11

18

★27日（土）午後１時～午後４時
『NGO交流会『市民が考える国際協力』
・場所:三鷹市市民協働センター２階 第１会議
室
・参加費:無料 ・定員:80人
・申し込み:(財)三鷹国際交流協会（MISHOP）へ
お電話を。（℡:０４４２ｰ４３ｰ７８１２）

Exhibition plan.

三鷹市市民協働センター

展示ホールのご案内
【１階】
★ママの手づくり絵本展
◆展示期間：９月８日まで
【２階】
★三鷹市の歴史「石像物」の写真展
★甲州街道絵巻物
◆展示期間：7月1日（金）～９月末まで

Editor’s note.

編集後記：ZUGOI（ズゴイ）さんが作った絵本はど
れも思わず「すごい！」と叫んでしまうほどのでき
ばえです。仕掛け絵本も子どもたちに大人気で、恐
竜の口がパクパクする仕掛け、サルのしっぽが飛び
出す仕掛けなど、とても楽しい。自分のお母さんが
作った絵本をもらった子どもはどれほど嬉しいだろ
うと思いました。是非見に来てください。

発行日：平成１７年８月１日
発 行：三鷹市市民協働センター
（三鷹市生活環境部コミュニティ文化室）

〒181－0013 東京都三鷹市下連雀4－17－23
TEL 0422－46－0048 FAX 0422－46－0148
Eメール：kyoudou@collabo-mitaka.jp
ホームページ：http://www.collabo-mitaka.jp
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