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三鷹市市民協働センター

平成１８年
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強くないと働け
ない？

わくわくする
仕事って
なーに？

やりたいことが
見えない？
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ung people

働く意味が
わからない？

パネルディスカッション：若者たちは今

「はたらく」って、けっこうステキなことじゃない！

２月２５日 土
目

「はたらくことの意味や、やりがい、働くこ
とってどんなこと？」について考えます。

開場：午後1時30分

パネルディスカッション：午後2時～4時
交流会（参加費無料）：午後4時～5時

次

パネルディスカッション：若者は今
『面白い仕事ってな～に？』のお知らせ

１

『メディア活用のコツ』・講演会『子どもを犯罪
から守るために』のお知らせ

２

『キャッチコピー塾実用編』のお知らせ

３

パネリスト・コーディネーターの紹介
2月イベント・展示情報

４

【場所】三鷹市市民協働センター
【対象】面白い仕事ってな～に？と思っている自称若者
【定員】130人
【申込】当日会場においで下さい。
＊詳しくは4面をご覧下さい。

１

How to be played up the civil activity by the media.

市民活動こそ

新聞・テレビにじゃんじゃん出よう
第１回 平成18年

第２回 平成18年

無料のメディアを上手
に使って年間２億円の
寄付金を集める日本民際交
流センターの実例を基に、
メディアを最大限に活用した
戦略をお話いただき
ます。

【講師の先生】
日本民際交流センター
広報ファンドレイジングマネージャー

高橋厚子さん

1月30日（月）
午後7時～午後9時

２月４日（土）
午後１時30分
～午後3時30分

※同じ内容を2回行いますのでどちらか一日をお選びください。

◆先着60人
◆事前にお電話、FAX、Eメール等でお申込ください。
◆場所：三鷹市市民協働センター 第1会議室
◆お問い合わせ：三鷹市市民協働センターまで

The lecture “For protecting the children against the crime” will hold.

日時 第1回＝平成18年2月2日（木）
午後2時～午後4時

第2回＝平成18年2月15日（水）
午後7時～午後9時
☆同じ内容の講演会を2回開催します☆

問い合わせ先
三鷹市市民協働センター

主催 三鷹市
講師 小宮信夫さん

対象者 どなたでも（130人）
申込

三鷹市「地域安全マップ」アドバイザー
三鷹市防犯カメラに関する専門家会議委員
著書『犯罪は「この場所」で起きる』他

当日直接会場へ
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Catch copy seminar part 2 will hold.
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キャッチコピーとは、目を引くための言葉。
ポスターやチラシなどに効果的に入れる事によって、意図が伝わり、読んでもらえるようになり
ます。日ごろイベントや講座などでチラシをつくる機会が多い市民活動実践者の皆さんに、意図が伝わり
ちゃんと読んでもらえるキャッチコピーの作り方、及びその活用法を教えていただきます。

３月16日（木）
PM７時～９時
３月18日（土）
PM１時30分～３時30分
※同じ内容を行いますので都合のよ
い日をお選びください。

講

師

元電通クリエーティブ局勤務
専門学校講師

畑 泰彦 氏
定員：60人（先着順）
対象：市民活動実践者および希望者

前回のキャッチコピー塾の様子
〈前回（昨年7月）のキャッチコピー塾参加者の声〉
・おもしろかったのひと言！
・とても無料とは思えない内容で、大変有意義な時間を
過ごすことができた。
・市民活動にこそ、キャッチコピーのスキルが必要！
・分かりやすかった。
・煮詰まっていたので、明るい兆しが見えた。
・実用編を開いて欲しい。など。
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パネルディスカッション『面白い仕事ってな～に？』

（1面のつづき）

パネリスト・コーディネーターの紹介
The panelists and coordinator.

ト
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ネ
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生き生きと、明るく、あたたかく、そして美しく、強くを求
めて生きています。自分の好きなことを発見し、わくわ
くする仕事をGETするために、うんと動いてみよう！

仕事って、自分を認めてもらえるということ。人に
感謝されるということ。そして、何よりも自立すると
いうこと。独立自尊の潔さ。

島野浩二さん
（NPO 夢 育 支 援 ネ ット ワ ーク 理 事 長・武蔵 野 三 鷹
ケーブルテレビ役員）子どもの笑顔が見たくて、親同
士がスクラムを組んで学校の授業に参加。

花岡尚人さん
（NPO法人GOODWILL理事長・花岡児童総
合研究所所長）幼児、児童、障がい者、
若者達と共に生きて40年。

「やりがい」という物は、リスクを受け止める覚悟や責
任を負ってはじめて感じられる喜びだと思っていま
す。何事もやってみることで、半歩先が見えてくるも
の。是非「やりがい」のある仕事を見つけてください。

もしあなたがヨワッチくても、どよ～んとしていても、くよ
くよしがちでも、「やりたいこと」なんて見えていなくて
も、「はたらく」って結構ステキなことなんだって、そん
な気分をわかちあいたいなぁ、って、思っています。

みながわちかこさん
（音楽家・(有) シェパードムーン主宰）全国で年間40～
50回の公演を行っている作曲、編曲家兼ピアニスト。
公演の企画やプロデュースも手がけている。

藤井智さん
（NPO文化学習協同ネットワーク）
若者の埋もれていた可能性をひきだす
立役者。

仕事をする上で、楽な方を選ぶことは簡単です。けれど
も難しさ、厳しさ、大変さの先にあるもの、達成感や醍醐
味を掴み取って欲しい。そのためには何事も面白がる感
性や技術が必要なのではと思います。

コーディネーター
柿本美樹枝さん
（MKデザインスタジオ一級建築士）パートナーと２人
で建築事務所を営む。１歳の娘を持つ母でもある。

Events and Exhibition plan.

2月イベント・展示のお知らせ

三鷹市市民協働センター

◆「世界一大きな布絵本づくりに挑戦しませんか？」
2月4日（土）11時～12時（説明会）
2月19日（日）14時～16時（製作）
2月26日（日）14時～16時（製作）
【主催・お問い合わせ】
子育てヘルパー遊☆きっず倶楽部 090-3043－0250
Email: you-kids-club@ay5.mopera.ne.jp

◆「木の葉から知る自然環境のお話」
2月26日（日）14時～16時
【主催・お問い合わせ】
住みよい環境をつくる三鷹市民連絡会
0422－46－0535（伊東氏宅）

◆映画「日本国憲法」試写会のお知らせ
2月19日（日）14時より
【主催・お問い合わせ】
三鷹９条の会 0422－46－5702（神田氏宅）
◆･◆･◆･◆･◆･◆･◆･◆･◆･◆･◆･◆･◆･◆･◆･◆･◆

展示予定

★『キャラキッズ」パネル展★
子どもたちが作ったオリジナルのキャラクターがかわいい！

展示期間： ２月３日（金）～１７日（金）午後５時まで

発行日：平成１８年２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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