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今号から、
「鎌ケ谷市市民活動推進センターだより」のタイトルが新しくなりました。新しいタイトル
は「鎌ケ谷クロスフィールド」
、略して『かまクロ』です。
鎌ケ谷クロスフィールドとは…
鎌ケ谷市は４つの鉄道路線が乗り入れ、交差する「人と文化の交流拠点」として日々発展を続けているまちで
あることに加え、自治会、市民公益活動団体、企業、行政など本市の様々な組織が、その垣根を越えて“縁”を
「クロス‐交差‐」するという思いを込めています。

－

貝柄山公園 －

市のほぼ中央に位置し、休日には多くの家族連れでにぎわう貝柄山公園。
公園に隣接する下総小金中野牧跡は、平成１９年２月に「国史跡」に指定されました。現在、史跡の周
知や保全に、市民が積極的に取り組んでおり、とっこめ桜まつりや清掃活動など、活発な活動が行われて
います。

◆鎌ケ谷市市民活動推進センターのタイトルが新しくなりました！！
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貝柄山公園（写真紹介）
・・・・P1

◆新プロジェクトマネージャーを紹介します！・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P2・P3
◆開催決定！！かまがや市民活動フェスタ 2015「この指とまれ～出会い、にぎわい、気づきあい～」
・・・P3
◆「かまがや地域づくりコーディネーター養成講座 2014」

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P4

◆今年もやります！「かまがや地域づくりコーディネーター養成講座 2015」お知らせ・・・・・・・・P5
◆ちば県民活動 PR 月間２０１５賛同行事の募集
大募集！
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第４１回鎌ケ谷市民まつりボランティアサポーター
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しかし、ボランティアを通して本当に多くの方から励ましの言葉や物資を頂き、中には授業に行くまで
の休み時間に活動を手伝ってくれる学生たちもいて、本当に胸を打たれました。私にとっては人生の転
機といってもいい経験でした。その後、この体験を是非日本の学生や若者たちと分かち合えればと思い、
団体を立ち上げたり、活動をしてきました。

今年度５月、鎌ケ谷市市民活動推進センターに若くてフレッシュなプロジェクトマネージャー
が着任しました。そのプロフィールをご紹介します！
皆さん、初めまして！
5 月より鎌ケ谷市市民活動推進センターのプロジェクトマ
ネージャーに着任いたしました 影山貴大と申します。こ
れから、利用者や団体の皆さんと一緒に鎌ケ谷市を盛り上
げていきたいと思っていますので、宜しくお願い致します。
かげやま

新プロジェクトマネージャー

たかひろ

影山 貴大

そうだったのですね。影山ＰＭ（プロジェクトマネージャーの略）の背景が大分見えた気がします。
では最後に、影山ＰＭが当センターで行っていきたいことはなんですか？
ズバリそれは、“縁”づくりと“人”づくりです！現在、少子高齢化等により、社会情勢は目まぐるし
く変化していきます。その中で、地域課題や社会問題に柔軟に対応していくには、一人や一団体の力で
はなく、様々な人や団体が協力して問題に取り組んでいくまさに“協働”がキーワードになってきます。
しかし、それを為すためには、さまざまな人と繋がり“縁”を創ること、そしてその“縁”を創りやす
いようサポートするコーディネーターの存在が必要不可欠であると考えています。当センターの事業を
通し、地域や社会を担っていく人材の育成や、団体同士の縁づくりなどに力を入れていきたいと思いま
す。色々話してしまいましたが、もう一つ大事なのは“楽しむ”ことです！問題を問題として捉えるの
ではなく、これから伸ばしていくことができる地域や社会の“可能性”なのだと捉え、楽しく、ポジテ
ィブに取り組んでいく。それが、地域や、ひいては日本や世界を元気にしていくポイントだと思ってい
ます。センターには、原則火曜日と金曜日の出勤予定ですが、地域で活動している方々の活動先にも積
極的に伺いたいと考えています！皆さんと一緒に、様々な取り組みにチャレンジしていくことを楽しみ
にしています！

ご年齢やお住まいはどちらですか？
年齢は 26 歳です。
住んでいるのは松戸市です。鎌ケ谷市のすぐ隣で
すので、通勤がとても楽で助かります（笑）
今まで、何か市民活動に関わる活動をなさってたのですか？
実は市民活動の世界に足を踏み入れたのは約 2 年前になります。それまでは、ボランティアや市民活動と
は全く無縁の生活でした。2 年前に任意団体を立ち上げ、様々な団体の補助としてボランティアを行う中
で地域の課題や問題を目にするようになり、その後は松戸市のまつど市民活動サポートセンターでコーデ
ィネーターとしても市民活動に関わっていくようになりました。
市民活動に関わるようになったきっかけは、なんだったのですか？
きっかけはやはり東日本大震災ですね。震災が起きた時、私はアメリカの大学に在学していたのですが、
自分の国で何かとんでもないことが起きていると知り、今までにない焦燥感にかられました。何かしなけ
れば！そう思い立ち、勢いのまま学校に掛け合い支援物資と寄付を募る許可をいただき、活動を始めたこ
とが、今思えば人生で初めてボランティアを経験した時でした。
その経験が、日本で活動するきっかけになったのですね？
はい、その通りです。ただ私が支援物資等を集めるボランティアをしたとき、ボランティアをしようと
思って行動していたわけではなかったんです。それまでは、これをやったらこれが得られるとか費用対
効果を念頭に動いていた気がします。それが、その時にはとにかく自分ができることをしなければと思
い、考えるより先に体が動いていて、物資をある程度集めて被災地へ送り、ひと段落ついたとき初めて、
「ああ、これってボランティアをしていたんだな」と思いました。
きっとその時は必死だったのでしょうね。ちなみに、その時に自分なりに何か得たものはありましたか？
はい、それは人との“縁”です。一番衝撃を受けたのはボランティアをすることによって様々
な方との“縁”が爆発的に増えたことです。それまでは勉強に集中していて、友達も少なくは
ありませんでしたが、決して多くもありませんでした。
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平成２７年１１月２８日（土）
午前１０時３０分～午後４時
市民活動推進センター、きらり鎌ケ谷市民会館ロビーなど
内容は、現在、実行委員さんと企画中です！
決まり次第、随時お知らせします！！

実行委員氏名（五十音順・敬称略）：大友 薫、鈴木 恵美子、財部 かよ、
次田 俊秀、西本 則子、門馬 千衣

かまがや地域づくり
コーディネーター養成講座 2015

地域づくりコーディネーターとは？

昨年度好評を得た「地域づくりコーディネーター養成講座」を、今年度も開催します！

地域課題の解決に向け、立場の異なる市民や市民活動団体などが力を合わ

今年度の講座は、全５回の連続講座とし、実力派の講師陣からコーディネーターとして必要なスキルを学びます。

せて取り組めるよう、橋渡しをする人材です。

協働の推進・市民活動・地域貢献に興味、関心のある方ならどなたでも参加可能ですので、昨年度参加しなかっ

前号では、第１回、第２回を振り返り、これまでに学んだことを再確認し

た方も大歓迎です！詳しい内容や募集期間は、広報かまがや、市ホームページ、市民活動推進センターホームペー

ました。

ジなどで案内しますのでお楽しみに！

今号では、最終回である第３回で実施した内容を振り返ってみましょう。

皆様のご参加をお待ちしています！！

講座スケジュール
☆第３回

テーマ

「地域づくりをコーディネートするための「伝える力」」
もり

講師

ＮＰＯ法人エコ・コミュニケーションセンター 森
平成２７年２月７日（土）

りょう

テーマ

良 さん

まなびぃプラザ

講

師

報や人の想いなどを「伝える」術を学びました。

現在、全国で問題となっている少子高齢化を例に挙げながら、コーディネータ
ーの意義や役割について学びます。

容

テーマ
師

実施日

制限時間の中で、伝えたいことを簡潔に話すことは、簡単なようで難
しいものですが、参加された方々は、前回までの講座で学んだスキル

内

容

を駆使して取り組んでいました。

テーマ
この後、参加者全員で輪になり、自分の活動や今

講

後の展望などを伝え合いました。
次にグループを作り、伝え合ったお互いの活動を
マッチングさせた後、発表を行いました。
参加された方々は、自身の活動を他の活動と連携
させることでより良い内容となることを実感していました。

小さな力も

名に、修了証を授与しました。

師

感しました。
ご参加いただきました皆様、本当にありがとうござい
ました！

～地域の縁を繋げてプロジェクトを起こす～
一般社団法人コレカラ・サポート

代表理事

千葉晃一氏

平成２７年１１月１５日（日）
立場の違う組織や地域等を繋ぐことによりプロジェクトを成功させた事例を
通して、コーディネーターの必要性や効果、繋がるための手法等を学びます。
伝家の宝刀 ファシリテーションを会得しよう！Part１

～ファシリテーションを用いた会議を体験！～
特定非営利活動法人国際ファシリテーション協会

専務理事

椿景子氏

平成２７年１２月６日（日）

内

コーディネーターに必要なスキルであるファシリテーションについて、その手
法を用いた会議を体験します。

容

集まれば大きく！

テーマ
師

伝家の宝刀 ファシリテーションを会得しよう！Part２

～ファシリテーションのスキルを学ぼう～
特定非営利活動法人国際ファシリテーション協会

専務理事

椿景子氏

実施日

平成２７年１２月２０日（日）

内

STEP3 に引き続き、コーディネーターに必要なスキルであるファシリテーシ
ョンを座学形式で学びます。

容

全３回の講座で、述べ５２名もの方にご参加いただき、
本市の市民活動に興味のある方は着実に増えていると実

いろんな“縁”を繋げて創る可能性

実施日

講
第３回の講座終了後、３回すべてに参加された方１３

影山貴大

内

講

「伝える力」を培うため、参加者同士でインタビューを行いました。

鎌ケ谷市プロジェクトマネージャー
平成２７年１０月２５日（日）

存在か？を考えるとともに、コーディネーターに必要な、基礎的なスキルなどについて学習しました。
最終回である第３回では、前回のテーマである「知る力」で得た情

～コーディネーターという名の“英雄”を今！～

実施日
第１回の「会議の仕方と場づくり」では、
「本当の意味での民主的な会議やミーティングの方法」を学び、第２
回の「地域づくりをコーディネートするための「知る力」
」では、地域に求められるコーディネーターとはどんな

少子高齢化から学ぶ 地域活性化の今とこれから

テーマ
講

師

今こそ“覚悟”を決めるとき！

～コーディネーターに必要な最後のエッセンス～
鎌ケ谷市プロジェクトマネージャー

影山貴大

実施日

平成２８年１月１７日（日）

内

これまでの講座の総括に加え、コーディネーターとなるにあたっての心構え等
を学びます。

容

【千葉県からのお知らせ】
「ちば県民活動ＰＲ月間２０１５賛同行事」の募集
千葉県では、より多くの県民に県民活動（ＮＰＯ・ボランティア等による社会貢献活動）のことを知って
いただき、活動への参加につなげていくために、「ちば県民活動ＰＲ月間」と「ＮＰＯの日」を設け、集中的
に広報することとしています。その一環として、市町村やＮＰＯ法人などにご協力いただきながら広報をする
期間を「ちば県民活動ＰＲ月間賛同行事期間」とし、ＰＲ月間を含む平成２７年１１月～平成２８年１月に市
民活動団体等が実施する啓発イベント等を、「ちば県民活動ＰＲ月間賛同行事」として募集し、ＰＲグッズの
提供を行います。募集に関する詳しい内容は、千葉県のホームページをご覧ください。
http://www.pref.chiba.lg.jp/kkbunka/npo/gekkan/sandogyoji2015boshu.html
QR コードはこちら→

■開催日時 平成 27 年 10 月 10 日（土） １０：００～１７：００
■開催場所 鎌ケ谷市役所駐車場、新鎌ケ谷駅南口交通広場、新鎌通り
■当日実施イベント（予定） 相馬野馬追騎馬武者行列（相馬野馬追執行
委員会）
「ご当地マスコットキャラクターによるイベント」
「ＫＡＭＡ－１グランプリ」その他ステージ公演、フリーバザール等
【昨年度参加者の声】
ボランティアを通して、様々な年代の人と
触れ合う機会ができいい経験ができたと思います。
これからも参加していきたいと思います。

待ってるた～ん!!

当センターからのお知らせ
当センターにあるミーティングテーブルは、登録団体となることで予約が可能となります。
他にも、登録団体は当センターホームページでイベントや会員募集などの情報発信もできます。
ぜひ、当センターに登録していただき、足を運んでみてください。
登録の手続きはこちらから→http://www.collabo-kamagaya.jp/public-activity/
QR コードはこちら→

鎌ケ谷市市民活動推進センター (〒273-0101 鎌ケ谷市富岡1-1-3 ショッピングプラザ鎌ケ谷
T E L / 047-401-0891 F A X / 047-401-0892
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