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足利市民活動センター 
 
開館時間 ： 平日 午前１０時～午後７時 
 
〒３２６－００５１ 
栃木県足利市大橋町１丁目２００６－３ 
TEL ０２８４（４４）７３１１ 

FAX ０２８４（４４）７３１２ 
mail info@shimin-act.jp 

HP  http://www.shimin-act.jp 



 
 
 「プロボノ」という言葉を聞くようになった。ラテン語の「pro-bono-publico」は「公共善・公益

のために」を意味する。はじめは、弁護士などの法律分野の専門家が、その専門知識を社会

貢献に役立てることであったが、今では、多様な分野の専門家が、職業上持っているスキル

や知識や経験を生かして、社会に貢献するボランタリーな活動全般を指すようになった。 

 足利においても「プロボノ」を標榜するＮＰＯ法人が現れてきた。時代の匂いを感じる。 

 ボランティアたちの多彩な声を集約するファシリテーターは、人の心に灯を点けることと、小

さな声・低い声のつぶやきを集めることが肝要である。その「つぶやき」を集める「ツィッター」

という、１４０字程度のコミュニケーション・ツールが、小商いなどでの顧客の囲い込みに成功

している。足利でも成功事例が出ている。 

 アメリカ発の言葉ＮＰＯは、「Ｎｏｎ－Ｐｒｏｆｉｔ－Ｏｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎ」ということではあるが、私は当

初から「Ｎｅｗ-Professional-Organization」ではないのかと、感じていた。非営利を言う時には

同時に、そのＮＰＯの使命（mission）を言わなければいけない。かつて「プロ」は生業を意味し

ていた。だが、新しい「プロ」は、社会貢献をも視野に入れていなければならない。新しい公共

ということをも・・。 

 百年以上も前に、渡良瀬の川辺を歩きながら、民衆思想家・田中正造は「公益ヲ知ラヌモノ、

経済ヲ知ラヌ」と喝破している。いやしくも、ゼニ儲けをしようとする者は、公益ということを知

らなければならない、というのである。ＣＳＲとか、社会貢献とか・・は、ともかくとして、地域の

みなさんに活かされてこその会社・企業であるとの認識は、マックス・ウェーバー以来の資本

主義の精神に根づいていたはずである。                                （Ｍ生 ） 

 
 
 

                        ドリームワールド新井稚佳子（中２） 

 今年もプラザ演劇祭で公演をさせていただきました。たくさんのご支援があり、

この公演を大成功させることができました。そしてたくさんの人達に観ていただく

事ができて本当に嬉しく思います。アンケートでは１７６名もの方達からメッセー

ジを頂きました。 

「物語の展開が良く、楽しめました。キャストの個性が光っていて、脚本の良さ

を感じました。足利の歴史、戦争、キーワードがあふれ出て年代を超えたストー

リーに感動しました。次回作も楽しみにしています。」「とても感動しました。足

利の夏の定番にしたら良いと思います。子どもから大人までの出演者が上手にコ

ラボレートしてとても素敵でした。何より子ども達にこの町の希望があると思い

ました。」などの感想をいただき、とっても嬉しかったです。公演を終えて、心か

らありがとうの気持ちでいっぱいです。これからもドリームワールドは成長してい

くので、温かい目で見守っていてください。 

＊プロボノと公益＊ 

＊夢のつばさユニット「手紙」の公演を終えて＊ 



＊コミュニケーションで足利を元気に！＊  
 
                            尾内繁夫  

私は 7 月に登記が完了した NPO 法人「コミュニケーション・ラボ」で副理事長 

をしております尾内繁夫と申します。 

わたしたちが目指すのは、コミュニケーション技能を通して広く市民の対人関係 

をこころよいものにすることです。 

コミュニケーションは人間社会のもっとも大事な基盤ですが、残念ながら学校でも家庭でも、

コミュニケーションについてきちんと学ぶ機会も仕組みもありません。 

このことから、きちんと伝えられない、正確に判断できない、極端な受け止め方をしてしまうな

どの、話し下手、聞き下手、言葉の行き違いなどのコミュニケーション不全が生じてしまいま

す。 

これらはやがて、いじめや引きこもり、DV や幼児虐待などの社会問題につながってしまって

いるようとも言えるのです。 

わたしたちには持って生まれた個性や気質があり、これらを変えることは容易ではないので

すが、コミュニケーションスキル(技能)に関しては、大人になってからでも学習し、身につける

ことが可能です。 

そこでコミュニケーション・ラボでは、セミナーや講座を通して、一般の方にもわかりやすくか

み砕いて、カウンセリングやコーチングで体系化されたコミュニケーションスキルを伝えたいと

考えます。 

また市民の社会参加をサポートするために傾聴ボランティア養成講座、話し方講座、不登校

などの子どもの悩み相談、カウンセリング相談などを実施いたします。 

また、足利を拠点に広く両毛地域に活動の輪を広げたいと考えております。 

どうぞこれからもよろしくお願いします。 

 
 
 

シュタイナー教育の考えに基き、小学生を対象に、こどもの心に働きかけることを目的として

水彩を楽しんでいます。 

単に絵画の技法としてうまくなるのではなく、絵を描くことでこどもたちの内面を育てていく体

験を目指しています。 

色彩に親しむことは、こどもの心を穏やかで調和的にする作用があります。 

そのため、ここでは、こどもの成長の段階に合わせ、生き生きとした色彩やフォルムを深く体

験できるように導きます。 

たえず答えを求められ、忙しいこどもたちですが、このひと時を深い呼吸とともに過ごし、色や

形に対する感受性の扉を開くことで内的にも力づけられるように…と願って作られた会です。 

画用紙にむかっている時、こどもたちはその世界に入りこみ、とてもいい表情をみせてくれま

す。 

どうぞ、体験においでください。 
 
  ぬらした画用紙の上に、太い１本の筆を使い色をおいて 

いく。すると、こどもの内面を映し出すかのように画用紙の上 

に生き生きと絵の具が動き、形が生まれてくる。その過程は、 

上手下手ではない、体験の世界であり表現の世界…。 

＊足利オイリュとみぃの会＊ 

４年「さかな」 ２年「青と黄色」 

６年「ひまわり」 



 
 

★ 「大豆生田市長とみんな de トーク」報告 ★ 
    １０月６日（水）に、足利市民活動センターで行われた、市長とボランティア・ＮＰＯ活動

を実践している市民３５名とのフラットな対話の場は、まさに、市民と行政の協働の大切

さを確認する場となりました。行政だけのセーフティーネットからは抜け落ちてしまう、小

さな声・弱い立場の人たちを、できるだけ同じ目の高さで、より細かい 

網の目でサポートするのが、まさにボランティア・ＮＰＯ活動である 

ことも認識されました。子育て・災害・ＩＴ・まちづくり支援など、多様 

で多彩な分野からの参加者と、市長との対話の場の今後の必要 

性も双方から提案され、和やかな雰囲気の中で散会となりました。 

市長はじめ、参加者のみなさんのご協力に感謝いたします。 

実りのある集いでした。 （Ｒ） 
   

☆ ＮＰＯ法人の登記手続きについて  
 日 時 ： 平成 ２２年 １２月 １日（水）  午後 ２時 ～ ３時 
 会 場 ： 足利市民活動センター （大橋町・☎４４－７３１１） 
 講 師 ： 鈴木昭宏さん（宇都宮地方法務局法人登記部門） 
 参 加 費 ： 無料  
 
☆ 足利市国際交流協会主催 「ファミリークリスマス２０１０」 
 日 時 ： 平成 ２２年 １２月 １２日（日）  午後 ３時 ００分 ～ ５時 ３０分 
 会 場 ： 足利市民プラザ小ホール  
☆みんなのしゃべり場 ～ Ｐａｒｔ．６ ～  
  日 時 ： 平成 ２３年 １月 ２５日（火）  午後 ７時 ～ ９時 
 ※詳しい内容については、センター内にあるチラシまたはホームページをご覧ください。 
   

 
  

☆みんなの広場 ～ １１月・１２月のご案内 ～ 
＊ボリビア展（１１月１日～１１日） 
＊絵画展－川島直人の世界－（１１月１５日～２５日） 
＊ハングル書展（１１月２９日～１２月９日） 
＊木村半兵衛展（１２月１３日～２７日） 

 
☆相談室＆講座のご案内 

＊相談室 ＝ 毎月第２・第４水曜 午後２時～４時 ※詳しくは、別紙参照 

＊講  座 ＝ 毎月１回 午後７時～９時 ※詳しくは、別紙参照 
 

 

＊ センターからのご案内 ＊ 

インフォメーション   

興国文庫に新しい本が仲間入りしました。環境・子ども・デザインなどさまざまな

分野があるので、ぜひご利用ください。皆さんの活動の一助になれば嬉しいです。

また、ご希望図書があれば事務局まで！ 次回購入の参考にします。 （ボンクラ） 

編集後記 



日付 相談テーマ 相談員

11/10(水) 国際協力について 金子　裕美さん
（元青年海外協力隊）

11/24(水) ＮＰＯのつくり方教えます 鈴木　光尚さん
（ＮＰＯ法人足利の風理事長）

12/8(水) 環境家計簿のつけ方 足利友の会の皆さん

12/22(水) 障がい者について 高橋　良男さん
（ＮＰＯ法人ナチュラル理事）

日付

〒３２６－００５１　　栃木県足利市大橋町１－２００６－３　　（☎　０２８４－４４－７３１１）

講座名

講師：小林有見子さん（とちぎ協働デザインリーグ研究員）

講師：吉田正之さん(アートディレクター）
講師：鈴木光尚さん（ＮＰＯ法人足利ＮＰＯフォーラム代表理事）

11/18(木)

12/16(木)

お問い合わせ・連絡先

“　講座・相談室のご案内　”

時間　午後２時～午後４時

会場　足利市民活動センター ２階　ワーキングルーム

会場　足利市民活動センター ２階　会議室 

時間　午後７時～午後９時

【 相談室 】

【 講座 】

協働のまちづくり②～さまざまな協働のカタチ～

協働のまちづくり③～市民主導のまちづくりデザイン～



期間 企画展名 出展者
11/1(月)

～11/11(木)

11/15(月)
～11/25(木)

11/29(月)
～12/9(木）

12/13(月)
～12/27(月)

展示会場 

展示時間 

休館日 土 ・ 日 ・ 祝

川島 直人さん

ハングル書展 田中 祐雲さん

木村半兵衛展 小林 信雄さん
（元木村半兵衛顕彰会会長）

足利市民活動センター ３階 みんなの広場
（足利市大橋町１丁目２００６－３  ☎０２８４－４４－７３１１）

午前１０時～午後７時

“ 企 画 展 の ご 案 内 ”

ボリビア展 金子 裕美さん

絵画展
－川島直人の世界ー




