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松戸の未来を共につくる

↑「まつどみらい会議」「みらいフェスタ」開催の様子 （※P3～5 に報告記事）
創造的で楽しい会議を！
皆さんは「会議」と聞いてどんなイメージをもちますか？もちろん、会議の目的や議題、参
加人数、組織の性質などによって違うでしょうが、どちらかというとカタい、真面目な場だと
いうイメージをもつ人が多いのではないでしょうか。会議の時に、人前で発言するのは苦手だ
という人も少なくないと思います。
さて、このニュースレターでも紹介している事業「まつどみらい会議」ですが、ある意味、
普通の会議ではありません。議長はおらず、参加者が複数のグループに分かれて同時に話し合
う、といったスタイルとし、ふせん紙を用いるなど、参加者が発言（発意）をしやすいような
工夫もしています。
この説明だけではイメージがわかないかもしれませんが、結論を出すのでなく、アイデアを
出し合うことを主なねらいとする会議でよく用いられるこうした手法を、「ワークショップ」
と呼ぶこともあります。ただ、テーマや参加者構成などによっては、プログラムや運営のアレ
ンジをしないと、期待した成果が出ないこともあります。市民活動団体でワークショップの企
画を考えているといった方は、どうぞサポートセンターまでご相談ください。
1

◇事業報告①

地域活動マネジメント講座・第 3 弾 [経営力向上編]

～国内最大サイト「READYFOR」から学ぶ～

クラウドファンディングのはじめ方
「地域で活動していて資金不足で困っている」「やってみたい事や実現したい夢があるけどはじめ方が
分からない」といった課題に対して、新たな資金調達手段として注目を集めている「クラウドファンディ
ング」について学び、実際に取り組めるようになることを目的として開催しました。

■開催概要
○日時：2 月 21 日（日）13 時半～15 時半
○会場：まつど市民活動サポートセンター 大会議室
○講師：大久保 彩乃 氏（READYFOR 株式会社
マーケティング・広報室 広報マネージャー）
○参加者：30 名
4 年間で 20 億円の支援金を集めている国内最大
の WEB サイト「READYFOR」の広報担当の方に来て
いただき、基本的なクラウドファンディングの知識
から共感を得るページづくりのコツまで教えていた
だきました。後半には個人ワークもあり、自分自身
がチャレンジしたいプロジェクトについてタイトル
と目標額を考え、他の参加者に見てもらう事で客観
的な視点の大切さに気付くことができました。参加
者からは質問が活発に出され、新たな知識を積極的
に吸収しようとする姿勢が見られました。

・購入型といわれる仕組みの場合、支援金に応じて
「リターン」というお礼品を返すことになる。リ
ターンの物品をどのような内容にするか、費用も
含めて工夫が必要。
・目標額は、「プロジェクト実施に必要最小限の資
金」＋「リターンにかかる費用」＋「手数料（全体
の数割）」を考慮して設定する。
・広報ページを作るときには「ポジティブな未来・
支援を受ける人の顔が想像できること」を意識し、
具体性のあるページにする。

■講座の内容（キーワードまとめ）

■参加者の声

・クラウドファンディングとは、インターネットを
通じて不特定多数の人から支援金を募ること。プ
ロジェクト単位の支援であり、団体自体の支援で
はない。

［アンケートの評価］
＊講座の内容は期待通りだったか？＝平均 4.55
＊事業力向上に役立ちそうか？＝平均 4.2
（※5 点満点）

・READYFOR の場合は、設定期間内に目標額に達し
た場合のみ資金を受け取ることができる「All or
Nothing」式。目標額や掲載期間は自分自身で決め
ることができる。

［講座で印象に残ったこと］
・グループでやった WS が良かったです。クラウド
ファンディングをやるやらないに関わらず自分
の団体に対して疑問や意見を言ってもらうこと
がとても大事だと思いました。
・実際にどんな段階を経て実現されるのか、テレビ
やネット等の情報だけではわかりにくかったの
で、具体的なクラウドファンディングの進め方が
わかった。
・全て楽しく実施してみようかなと思える内容で
した。実際には厳しいかもしれないがチャレンジ
の夢が広がりました。日本もこの仕組みがどんど
ん広がる事を期待します。
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◇事業報告②

「みらいフェスタ 2016」
松戸市内で社会貢献活動をしている NPO・市民活動団体などの様々な活動を知ってもらいたい――
松戸駅前地域という往来に出て、市民活動を体感してもらう「みらいフェスタ」を、2016 年 3 月 26 日
に開催しました。今年の会場は「松戸駅西口デッキ」
「伊勢丹前広場」「西口公園」の 3 ヶ所で、会場
ごとの特色を生かして、各団体が自らの会場を選んで出展しました。
各会場ではスタンプラリーには多くの子どもた
ちが参加。さらには全会場を回るとエントリーでき
るクロージング抽選会には、100 人近くの子どもた
ちが集うなど、まさに 1 日おもいっきり松戸を楽し
み、市民活動にちょっと触れることができるイベン
トとして、盛況に開催することができました。皆様
ご協力ありがとうございました。

【松戸駅西口デッキ】
松戸市のまさに玄関口である松戸駅、その西口は最
も多くの人達が通りすがる空間です。ステージでは
「こどもは、みらい。」を象徴する子どもたちのダン
スパフォーマンスの発表をはじめ、各団体の成果発表
の場として賑わいました。常設ブースでは、子どもた
ちにメガネやギプスを付ける「高齢者疑似体験」や、
松戸に様々な国から働きに来ている人たちに気づく
「どこの国のことば？」クイズ、ハンカチに描いた被
災者への思いがはためく中、子どもをはじめ、家族で
もどの世代でも楽しめるプログラムで溢れました。

【伊勢丹前広場】
「みらいフェスタ」の伊勢丹前広場は、子育て中の
保護者や小さい子どもが楽しんで過ごせる空間に。育
児中の母親に向けてキャンドル作りをするワークシ
ョップや、アクセサリー販売、またマッサージを受け
られるブースも当事者から出展。子どもたち向けに
も、ブルーシートの上に積み木・カプラのオブジェが
立ち並んだり、エコトンボやスライムづくり、またけ
ん玉・蔦の輪投げが出来たりと、子どもも親も楽しめ
る空間が広がりました。

☆「Let’s 体験!!」参加学生によるブース出展報告
西口公園の「Let’s 体験‼参加者による出展ブース」
では「駄菓子の販売」と「子ども向けの販売員体験」
を行いました！この企画内容は、「親子の大切な思い
出共有の場を提供したい」
「子どもたちにも Let's 体験
‼を味わってもらいたい」という学生の思いの元、企画
をしました。当日は、各会場で素敵なダンスを披露し
てくれていた「marble choco」さんの子どもたちが実
際に販売員として私たちのブースのお手伝い体験に
参加してくれました。子どもたちが元気に「ジュース
いかがですかー！」と呼び込みをしてくれたおかげも
あり、飲み物はすべて完売！少しどきどきとした表情
を見せながらも一生懸命お手伝いをする姿や、子ども
たちの頑張る姿を写真に収めるお母さんたちの笑顔
は、西口公園全体を癒してくれました。
また、一緒にブースにて配布していた文集を手に取
ってくれたり、
「Let's 体験‼」について尋ねられる場面
もあったりと、参加学生一同、
「やってよかった」と強
く実感した一日でした。今後は今回の反省点も活かし
つつ、更なる学生らしいボランティア広報の形を探し
ていきたいと思います。

【西口公園】
ダイエー前の日当たりのいい会場では、右（枠囲み）
の学生企画の他にも、飲食・物販が多く、楽しく＆お
いしく過ごせるマルシェに。ブースでは、おじいちゃ
んたちと五目並べや将棋で勝負したり、晴れ間には望
遠鏡で太陽観察やロケット模型づくりで宇宙に触れ
たりと、ステージからコーラスや楽器の音が流れる
中、食＆ものづくり体験できる会場となりました。
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◇事業報告③

「まつどみらい会議」
3 月 5 日（土）、当センターにおいて、NPO・企業・行政関係者・市民など約 200 人にご参加いただき、
「まつどみらい会議」を開催しました。松戸のさまざまなテーマ・課題について関心の近い人たちがつな
がり、語り合い、それぞれの力を合わせて未来につながる一歩を生み出すことをねらいとしたもので、午
前中にゲストトークや市民団体の活動紹介などを、午後からは「みらい会議」と銘打ったグループでの話
し合いを行いました。以下、主なプログラムの開催の様子をご報告します。
しているとのこと。「やったことがない企画なので、
身の丈に合った目標を設定し、それを一つずつクリア
しながら実験的に行っている」と萩野さんは控えめに
語りますが、自然を活かした演出やパフォーマンスの
質へのこだわりなど、ブランディングはしっかり行っ
ており、企業や大学とも協働しています。また、公共
空間はこれまで“守る資源”として堅持な管理が行わ
れることが多かったが、これからは“使う資産”とし
て多様な主体で運用していくことが不可欠で、そうす
ることで公共空間は“そこにしかないもの”に生まれ
変わる、とスマートに語る萩野さん。これからも松戸
に新しい風を吹き込んでくれそうな予感を漂わせて
いました。

◇ゲストトーク
『活動がグッと広がる協働の面白さ』をテーマに、
（特非）クリエイティブまつど工房・代表理事の榎本
孝芳さんと、一般社団法人 STUDIO MOC・代表理事の
萩野正和さんからの事例紹介と、お二人を交えてのデ
ィスカッション・質疑応答を行いました。
榎本さんは、松戸青年会議所と松戸市が取り交わし
た「まちづくり協働宣言」を実践すべく、江戸川の河
川敷に花畑をつくる活動を 1995 年にスタート。その
後、常盤平の活性化イベント「トキサイ」を主催した
り、畑での婚活イベント「畑婚」を仕掛けるなど、行
政や商店街等と協働でまちづくりに取り組んでいま
す。誰に頼まれたわけでなく、自発的に動いている（資
金も集めている！）という榎本さん。「まちづくりは
楽しくなければ続かない」
、
「人を巻き込むにはゆるや
かさがポイント」と言います。例えば“食”を楽しむ
要素を取り入れたり、通りすがりの人でも参加できる
工夫もしているそうです。また、汗をかいて動いてい
る人に光を当てることが重要で、そこからみんなで力
を合わせようという機運が高まる、という話には、参
加者の皆さんは頷きながら聞いていました。協働は難
しいと感じるかもしれないが、「まずはやってみて」
とエールを送る榎本さんの言葉には、長年活動を続け
る実践者ならではの実感がこもっていました。

ディスカッションでは、お二人とも「活動をしてい
て今でもよく壁にぶつかる」と口を揃えました。それ
でもあきらめないこと、真摯に取り組むことを意識し
ているとのこと。広報面では、複数のツールを使って
地道に PR したり、他の企画との違いを明確にするな
どの工夫をしているそうですが、取り組みが継続して
いることは本気度が伝わり、安心感を与えるので、と
にかく続けることが大切だと、これもお二人とも口を
揃えていました。協働には困難が伴うこともあります
が、それでも協働で取り組んだからこそ、他にはない
成果が生み出されているのだろう、と感じたゲストト
ークでした。

萩野さんは、市営の公園「21 世紀の森と広場」の活
用策について市から相談を受け、
「ドコでもシアター」
という屋外コンサートを提案、2012 年から市と協働
で実施しています。「新しくつくらないで新しく見
（魅）せる」というコンセプトで、公園内の様々な場
所を会場にしたり、夜間にも開催するなどの仕掛けを

＝「まつどみらい会議」プログラム＝
(１) 10:00～10:10 開会挨拶、趣旨説明
(２) 10:10～11:10 ゲストトーク
：事例紹介、ディスカッション、質疑応答
(３) 11:10～12:20 活動紹介タイム
：活動紹介ポスターの展示、1 団体 2 分ずつの PR
(４) 12:20～13:15 おしゃべりタイム、休憩
：自由に団体と会話、飲食の販売、音楽演奏
（飲食販売は「介護・認知症の家族と歩む会・松戸」、
音楽演奏は「松戸シニアアンサンブル“アモーレ”」
と「千葉県生涯大学校合唱部」の協力で実施。
）

(５) 13:15～16:30 みらい会議
：参加者が関心のあるテーマを選び、グループに
分かれての話し合い。最後に全体発表と投票。
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◇みらい会議
参加者が関心のあるテーマを選び、数人から十人程
度ずつのグループに分かれて、
「理想の未来像の共有」
「実現のためのアイデア出し」
「はじめの一歩の計画」
などの題目で話し合うプログラムです。最後に話し合
った内容を全体発表し、参加者による“応援投票”を
行いました。
■グループづくり～セッション 1：「理想の未来像の
共有、実現のためのアイデア・企画出し」

という流れで進められました。話し合いの過程でいく
つかのグループはさらに小グループに分かれて、最終
的には 14 のグループができ、話し合った内容の最終
発表が行われました。最後に参加者は、応援したい・
実現してほしいと思った取り組みを 2 つ選び、コメン
トを添えて投票、集計結果を発表しました。なお、得
票が多かった上位 3 グループの企画（以下）について
は、当センターの支援プロジェクトとして位置づけ、
実現に向けて支援・協力をしていきます。他の企画に
ついても、要望に応じてサポートをしていきます。

初めにテーマ発表（参加団体の事前打合せで準備し
たものと、当日持ち込みのものと合わせて 13）があ
り、参加者は話し合いたいものを一つ選びました。3
人以上集まった場合はグループ成立とし、以下の 11
のグループ（テーマ）が決定しました。
話し合いの前半（セッション 1）は、
「①テーマに関
した理想の未来像を出し合う」→「②未来像を実現す
るためのアイデア・企画を出し合う」→「③実際に取
り組んでみたいアイデア・企画を一つ選ぶ」という流
れで進められ、ここまでで中間発表を行いました。

[１位] 子どもから高齢者までの
多世代交流の場づくり「こども食堂」
＊いろいろな地域で開催し、将来的には各小学校
区に 1 つ子ども食堂のコミュニティをつくる。
＊馬橋や東松戸で近日中に開催する。
＊「まつど子ども食堂ネットワーク」が協賛。

■セッション 2：
「企画についての話し合い、はじめの
一歩の計画」～最終発表、投票
後半（セッション 2）は、
「①選んだアイデア・企画
に対して提供できることや知っている情報などの書
き出し」→「②取り組みの“はじめの一歩”を考える」

[２位] マーケティングプラットホーム
～空き家を活用した地域のプラットホーム化～
＊学校区単位くらいに地域の拠点を設ける。
＊複数の団体でシェア。保育施設なども歓迎。
＊空き家をリノベーションして活用する。

１．子どもが笑顔でいられる地域づくり
２．資源循環のまちづくり
３．音楽を通じたまちづくり
４．マーケティング プラットホーム
５．子どもから高齢者までの多世代交流の場づくり
「こども食堂」
６．子どももおとなも生きやすい社会づくり
７．高齢者がいつまでも安心して暮らせる地域づくり
８．話題はいろいろ～「話」ができる場づくり～
９．若者が元気に主体的にまちづくりをする！
10．幅の広い年齢の人たちのワクワクするような
体験を通じた交流の場
11．健常者と障がい者が共に楽しめる場をつくろう！

[３位] 健常者と障がい者が
共に楽しめる場をつくろう！
＊誰でも使える、障がい者と交流できる場所に。
＊障がい者による出前講座、普通学校での体験、
スポーツや音楽を一緒に楽しむイベントを開催。

《まつどみらい会議・みらいフェスタ総括》
「知る人ぞ知る世界」となりがちな市民活動の間口
を広げ、誰もが気軽に自然に関われるようにするため
に、みらい会議とみらいフェスタという異なるアプロ
ーチで今年度事業を実施しました。
いずれも多くの改善点を残したものの、大きな方針
としては間違えていなかったという実感を得ていま
す。みらい会議では密度の濃いコミュニケーションの
場を作ることで、これからの新しい動きが生まれ、みら
いフェスタでは普段市民活動に関わりのない多くの
方々との接点を作ることが出来ました。また次年度に
向けてより良い企画にしていきたいと思います。
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◇お役立ち情報コーナー
このコーナーでは、NPO や市民活動団体に対する助成事業、表彰などの募集情報、
その他活動に役立つ情報をご案内します。（情報は 3 月 31 日時点のものです。
）

１．現在募集中の助成金情報
分野・名称・募集助成団体

概要・対象事業など

募集期間・金額・問合せ先

【子どもの健全育成】
キリン・子ども「力」応援事業
［（公財）キリン福祉財団］

・子どもたちが主体となって実施する、子ど
もの健全育成につながる活動。
・18 歳以下のメンバーが中心の 4 人以上の
グループ。新たに結成するグループも可。

・2016 年 4 月 28 日締切
・上限 15 万円（総額 500 万円）
TEL：03-6837-7013

【復興支援、緑化】
花と緑の復興活動支援事業
［（公財）国際花と緑の博覧会
記念協会］

・被災 6 県の仮設住宅周辺や公共空間におけ
る、花やみどりを活用した復興支援活動。
・被災 6 県に所在する団体で、復興活動を行
っている又は行おうとしている団体。

・2016 年 4 月 30 日締切
・上限 50 万円
TEL：06-6915-4516

【復興支援、文化・芸術】
東日本大震災 芸術･文化による
復興支援ファンド「GBFund」
［（公社）企業メセナ協議会］

・被災者を応援する目的の芸術・文化活動、 ・2016 年 5 月 9 日締切
被災地の文化資源を再生する活動。
・原則 50 万円
・企業メセナ協議会の「メセナフレンズ」に
TEL：03-5439-4520
登録が必要。（ホームページより登録可）

【スポーツ・健康】
第 4 回 スポーツ振興賞
［（公社）スポーツ健康産業
団体連合会 他］

・スポーツを通じて健康づくりをし、産業振
興・地域振興に貢献している団体を表彰。
・企業の応募も可。
・
「市民参加」などの評価の基準あり。

・2016 年 5 月 16 日締切
・大賞：副賞 20 万円 他
TEL：03-6434-9510

【地域福祉】
地域福祉チャレンジ活動助成
［（公財）日本生命財団］

・地域包括ケアシステムの展開につながる活
動（認知症の人の支援、医療・介護・福祉の
連携など）で、他の団体・機関、住民組織等
と協働で取り組む活動。
・法人格の有無は問わない。

・2016 年 5 月 31 日締切
・上限 400 万円（2 年）
TEL：06-6204-4013

【障害者福祉】
平成 28 年度 助成金
［（社福）木下財団］

・障害児者の作業所、グループホーム等の増
改築や補修、備品等の調達資金の助成
・作業活動の場が週 3 日以上開設されている
こと。

・2016 年 5 月 31 日締切
・上限 30 万円（総額 800 万円）
TEL：03-6222-8927

２．松戸市の市民活動関連情報
☆「協働事業提案制度」事業提案募集
協働事業提案制度とは、市民活動団体等の発想を活かし、事業の企画から実施までを市と協力して行うモ
デル事業を創出する制度です。多様化する地域課題の解決を目指した、公益性の高い事業が対象です。この
たび下記の要領で、平成 29 年度に実施する協働事業の提案を募集します。市民提案と行政指定の 2 部門が
あります。詳しくは募集要項（以下の HP からダウンロード可、またサポセンでも配布）をご覧ください。
・募集期間：平成 28 年 6 月 1 日～6 月 30 日（※応募書類の提出は持参に限ります。）
・必ず事前（5 月 2 日～31 日）に市との相談会を済ませる必要があります。（※1 週間前までに要申込。
）
・採択された団体には、最大 50 万円の負担金が交付されます。（※対象経費の最低 10％は自己負担。）
◇問合せ・応募先：松戸市市民部市民自治課

TEL：047-366-7062

http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/shiminkatsudou/kyoudou_machidukuri/teianseido/kyoudou_29.html
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◇影山コーディネーターの「市民活動学習塾」【４時間目】

コミュニティマネジメント
皆さんこんにちは！コーディネーターの影山です。
今回はコミュニティマネジメントをテーマに話して
いきたいと思います。

マネジメントとは色々な解釈がありますが、私は
「組織の目的を能率的に達成するために、組織の維
持・発展を図ること」この表現が市民活動を行ってい
く上では一番マッチしているように思います。先日
NPO 法人 CR ファクトリーが行ったコミュニティフォ
ーラム 2016 というイベントにて、同法人が長年研究
されてきた組織マネジメントの手法をまとめたノウ
ハウ・コレクション vol.2 が発刊されました。この冊
子には、市民活動団体が円滑に組織運営をしていくた
めには、①理念共有・浸透、②関係性づくり、③メン
タリング（個別支援）をバランスよく行っていくこと
が重要であるという見解を示されています。詳しい内
容は是非同冊子をご覧いただきたいのですが、まさに
“同じ理念を共有し、メンバー間の相互関係を図り、
関わる個々人の組織へのコミットメント（愛着）を図
る”ことは前述したコミュニティの促進させていく上
でとても重要な事でしょう。組織の運営で悩まれてい
る方は是非これらの観点からアプローチをかけてみ
てはいかがでしょうか？

皆さんは「コミュニティ」という言葉を聞いたとき
に何を思い浮かべますか？家族・仲間・地域、様々な
回答があると思います。辞書を引いてみると「同士・
同志の集団」
、
「共同体」など同じ思いを持つ組織（仲
間）を指しています。ちなみに私たちの住む松戸市は
コミュニティの定義を「自分たちの住んでいる地域の
人たちが、あたたかい心と心のふれあいで、お互いに
理解しあい、連帯意識をもって、快適でやすらぎとう
るおいのある地域社会を創っていこうとする場」とし
ており、人の集団ではなく“場”に重きを置いていま
す。このようにとらえ方は千差万別ですが、共通して
いることは“お互いに理解しあっている”という事。
そういった意味では前述した、家族や仲間や地域もそ
こに関わる人達が同じ思いを共有していれば、すべか
らくコミュニティと呼ぶことが出来るでしょう。今回
はそんな数あるコミュニティの中から、所属するメン
バーが同じ理想や課題解決に向けて活動している“市
民活動”に焦点を当てつつ、その組織が円滑に運営さ
れていくための手法「マネジメント」について少し記
載していきます。

☆参考文献： ※センターの情報コーナーで閲覧できます。
「NPO の組織マネジメント ノウハウコレクション vol.2
～強くあたたかい組織をつくるリーダーのための指南書～」
（NPO 法人 CR ファクトリー）

◇サポセンスタッフのコラム

松戸の「子ども食堂事情」
近頃、「子ども食堂」という単語を耳にする機会が
増えた。子ども食堂が広がったのは、2014 年秋、豊
島区の NPO が運営する場で、不登校の子どもが学習
支援とその場での食事を通じて元気を得た様子が、
NHK の番組で映し出されたことが発端と記憶してい
る。その放映から様々な草の根の地域の活動がつなが
り、首都圏を中心とした子ども食堂ネットワークが生
まれ、
「子ども食堂サミット」を今年の 1 月 11 日に
豊島区で開催したことから一気に言葉とともにネッ
トワークが広がった。

者を集めた。他にも、既に活動をしている新松戸の「さ
っちゃん食堂（ぽっく 2 号掲載）」をはじめ、小金原
や野菊野団地、馬橋でも子ども食堂立ち上げの動きが
ある。また「手伝いたい」
「フードバンク（家庭で眠っ
ている食材など集めて必要な所へ提供する）を立ち上
げたい」といった相談者も。「子ども食堂」というネ
ーミングでは対象は子どもだけ？と思われがちだが、
立ち上げに関わる人々が異口同音に語るのは、あらゆ
る世代の人が集まって一つの大きな家族のように食
事ができる空間、高齢者や子どもたちが、孤食を解消
して楽しく過ごせる場、ということ。地域ごとに自分
たちにあった「子ども食堂（=食を通じたあたたかな
コミュニティ）」が松戸にたくさん生まれることをお
手伝いしていきたい。

自分自身の「バランス感」を大切に！

ここ松戸でも例外ではなく、そのサミット前後でつ
ながった人たちで立ち上がった「まつど子ども食堂ネ
ットワーク」は、当センター主催のみらい会議で飛び
込み PR。あらゆる世代の人が食でつながる「子ども
食堂」への賛同者や協力者を増やして様々な地域で子
ども食堂が生まれることを支援する活動で、一番賛同

（副センター長
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山崎 恵）

◇サポートセンターからのお知らせ
センターの主催事業や講座・イベントのお知らせ、施設利用に関するご案内などのトピックスをお伝えし
ます。なお、場所について記載がないものは「まつど市民活動サポートセンター」内にて開催します。

■ 主催事業・イベント情報

●ＮＰＯ・市民活動よろず相談室
毎月 1～2 回、市民活動に関する専門的なテーマを設
定して、無料の個別相談を実施しています。予約制です
ので、お申し込みの上お越しください。

●協働事業サポート講座

「“協働事業”を通じた
行政への提案力向上セミナー」

＊4 月 23 日(土) 14 時～16 時
「支援者・参加者が増える Facebook 活用講座」
（※定員 15 名。講義と個別相談。PC 持ち込み可）

行政との協働を着実に広げている講師がここでしか
聞けない提案力のノウハウを話します。受講生は講座
とは別に申請に関する個別相談を受けられます。

＊4 月 29 日(金・祝) 14 時～16 時
「NPO 法人を作る前に考えておきたい 3 つのこと」
（※定員 10 名。講義後の個別相談は 2 枠）

日時 5 月 12 日(木)、5 月 31 日(火)、6 月 12 日(火)
いずれも 18:30～20:30
会場 当センター

参加費 無料

＊5 月 12 日(木) 13～16 時
「初心者向け パソコン無料相談」
（※定員 9 名。13 時,14 時,15 時～、1 人 50 分）

定員 15 名

●まちづくりキーパーソン養成講座

＊5 月 26 日(木) 13～20 時
「はじめての助成金～探すことから申請まで～」
（※定員 5 名。1 人 50 分）

初回オープン講座「まちと人がつながる場をつくる」
日時 5/22（日）スタート…全 6 回
いずれも（日）13:30～16:30
会場 当センター 参加費 無料 定員 20 名

■ NEWS＆トピックス
●無線 LAN のサービスを開始しました

●ボランティア体験講座「Let's 体験!!」関連情報

センター内で、無線 LAN によるインターネット接続
ができるようになりました。ご利用いただけるのは、セ
ンターの届出団体の方です。ご希望の方は受付にお申
し出ください。利用名簿にご記入いただいた後、ID とパ
スワードをご案内いたします。

中高生～20 代を対象としたボランティア体験講座。
昨年約 300 人が参加した Let’s 体験!!が今年も始まりま
す。参加者受付は 6 月 15 日からスタート、詳細はホー
ムページやチラシなどで告知していきます。

ニュースレター

ぽっく
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発行日：2016 年 3 月 31 日（※年 4 回発行）
発行元：まつど市民活動サポートセンター
（指定管理者 まつど NPO 協議会）

〒271-0094 松戸市上矢切 299-1（総合福祉会館内）
TEL：047-365-5522 FAX：047-365-5636
E-mail：hai_saposen@matsudo-sc.com
URL：http://www.matsudo-sc.com/
facebook：https://www.facebook.com/matsudo.sc

◇開館時間
月曜～土曜：9:00～21:00、日曜：9:00～17:00
◇休館日：第 1・第 3 水曜、年末年始（12/29～1/3）

《編集後記》おかげさまで、指定管理の 1 年目を無事に終えることができました。が、利用者の皆さまとゆっくりお話をすることができ
なかったように思います。今年度は、団体さん主催の講座などにも積極的に参加したいです。／どうやら今シーズンから、花粉症にか
かってしまったようです。耐えられないというほどではないのですが、悪化しないか、今から来シーズンのことが心配です･･･。[は]
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