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■IT サポート講座「ステップアップ！ワード講座」
第 1 回では文字列の配置を、第 2 回ではイラスト、図形、表などを用い
たレイアウト方法を学びます。市販のテキストで、基礎から学ぶ講座です。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、定員を減らして実施します

　日時：①2020 年 9 月 7 日（月）13：30 ～ 16：00
　　　   ②2020 年 9 月 14 日（月）13：30 ～ 16：00
　内容：ワードの文字列配置、イラスト等を用いたレイアウト方法
　料金：2 回で 2,500 円（テキスト代含む）
　対象：NPO・市民活動・地域活動に関わっている方でワードを習得し
　　　　たい方　※パソコンで文字入力ができる方
　定員：5 名
　問合・申込：市民活動推進センター

■市民活動プラザむつあい 休館日変更のおしらせ
8 月 10 日（月）は祝日（山の日）のため、市民活動プラザむつあいは開
館いたします。振替として 11 日（火）が休館となります。プラザむつ
あいをご利用の皆様はご注意ください。
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　まだまだコロナ禍、収束が見えない中、活動を継続していくに

あたり苦労する点も多いのではないかと感じています。実際に推

進センターやプラザむつあいでも、今までどおりの活動では難し

い、新しい仕組みや動き方を模索したい、といった相談も増えて

きています。

　そんな中、様々なメディアなどで「配信」という言葉が多く見

られる様になってきました。

　インターネット環境さえあれば自宅でも楽しむことができるも

のとして注目を集めています。リモートワークに対応するために、

インターネット環境を整えたという声もあり、今の状況下におい

て、主催者として、これまで実施してきたイベントの代わりに「配

信」という手段をとってイベントや講座などの実施を検討する機

会も増えてきているのではないでしょうか。今回は、2020応援団

藤沢ビッグウェーブが開催したオンライン配信イベント「～ビッ

クウェーブ再集結！～1年前オンラインまつり（2020年 7月 23

日（木・祝）実施）」にて、「配信」を担当した（N）湘南市民メディ

アネットワーク（以下、SCMN）さんにお話しをうかがってきました。

（つづく）

■市民活動プラザむつあいの休館日変更 8月10日（月・祝）　→　8月11日（火）

■プラザdeカフェ「バナナ農家のくらしを知る」 8月18日（火）　　　   　10：00～12：00

■ITサポート講座「ステップアップ！ワード講座」 9月7日（月）・14日（月）　13：30～16：00

■藤沢市最新 NPO 法人情報
設立認証及び定款変更認証中の法人、新規設立法人をご紹介します。
【定款変更認証申請】
・特定非営利活動法人　就学就労支援・福祉農園芸 Harmony　縦覧期限：R2/8/21

■プラザ de カフェ「バナナ農家のくらしを知る」
バナナは、日常気軽に食べているものですが、その生産している国のこ
とは知らない人も多いです。今回は海外支援をしている NPO 法人にご協
力いただき、生産地（フィリピン ネグロス島）とビデオ通話でつなぎます。
　日時：2020 年 8 月 18 日（火）10：00 ～ 12：00
　内容：現地で植栽している方の暮らしなどについてお話を伺います
　料金：無料
　対象：海外支援活動に興味のある方、参加したい方、知りたい方
　定員：10 名（来館分）　※別途 Zoom での参加も歓迎
　問合・申込：市民活動プラザむつあい

■プラザ de カフェ「スマホについて詳しくなろう」
人とのつながりが難しくなっている今だからこそ、もっとスマホに詳し
くなりませんか？知っていると便利に利用できる事を体験します。
　日時：2020 年 9 月 8 日（火）10：00 ～ 12：00
　内容：各自のスマホで、様々な場面を想定して利用方法を考えます
　料金：無料
　対象：ご興味のある方誰でも
　定員：10 名
　問合・申込：市民活動プラザむつあい

■市民活動情報コーナー（8 月募集）について
公民館へのチラシ配架枠に若干の空きがございます。配架をご希望され
る場合は、推進センターまでお問合せください。

■プラザdeカフェ「スマホについて詳しくなろう」 9月8日（火）　　　　      10：00～12：00



「イベント参加をオンラインで受け付ける方法」

わたしにできるコト
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　市民活動団体の皆様も世情柄、オンラ
インの活動をする機会が増えていること
かと思います。今回は、オンラインでの
有料イベントの実施について、推進セン

ターの講座で使用した「Peatix」という
ウェブサービスを例としてご説明します。
　Peatix についてはご存知の方もいらっ
しゃるかと思います。推進センターでも
すでに 2度ほどオンラインの配信講座の
受付に利用しています。実施の方法とし
ては、Peatix でお申込みいただいた参加
者に事前に動画のURL をお送りして、配
信期間の間動画を公開するという形でし
た。メールと振込を組み合わせてもオン
ラインイベントは実施できますが、
Peatix のような仕組みを使用すると、「参
加者が決済方法を選べる」、「自動で参加
者リストがつくられる」などのメリット
があります。
　実際に使うまでのステップとしては、
①アカウント登録をする
②グループ ( イベント主催者 ) 登録をする
③イベントページを作る
というように 3段階あります。入力内容

も簡潔で、自団体のHPやイベントチラ
シ等を開きながら進めると簡単にイベン
トページまで作ることができます。
　こうしたウェブサービスは月額利用で
ない場合、決済ごとの手数料がかかる場
合が多く、Peatix も例外ではありません。
ただ、今までかかわりのない地域からの
お申し込みなど、新たなつながりをつく
るきっかけにもなるかもしれません。
　実際のオンラインイベントについては、
Zoomでのリアルタイム配信や、
Youtube の限定公開が主流となっていま
す。そうしたイベント自体の作りこみに
ついても推進センター・プラザむつあい
でご相談承ります。（せ）

※Peatixへのアクセスはコチラから→

　SCMN は、主に湘南地域を拠点とし、映像制作ワークショッ
プや動画を活用したプロモーションの支援、記録映像や映画
の撮影など、「映像」を切り口に様々な活動を展開しているそ
うです。特に近年は、学生を対象にした映像制作の講座やワー
クショップを中心に活動していて、映像を通して変化を見せ
る若者たちの姿に、とても刺激を受けているとのこと。代表
である中野さんからそういったお話しをうかがっているなか
で、活動にあたり大事にされている点がいくつか見えてきま
した。

　　■映像（撮影、制作）をツールとして捉えている
　　■根底にあるのはコミュニケーション
　　■ファインダーを通して視野を拡げる

　映像制作や映像配信というと、見慣れない機械や複雑に見
える配線のために何かしら難しい専門的な用語や知識が必要
な活動なのかなと先入観が働いてしまいがちです。ですが、
今回お話しをうかがってそうではないこと、自分の取り組め
る範囲から手をつけることで、見えてくる世界が変わってく
るのだということがわかりました。
　いつも通りにできるのであれば、特に必要のなかったかも
しれないオンラインでの「配信」。今回の取材を経て感じたこ
とは、配信ならでは、との箇所が多いということ。
例）  ■接続がきれないための工夫
　　■参加者からのコメントのあり、なし
　　■マイクの位置、画面の構図、出演者の配置
　　■出演者や被写体を照らす照明
　　■場面の切り替え方法
　　■上記のことを踏まえた会場レイアウトと進行表

　「配信」を請け負う SCMN として、それらを意識しながら、
オンラインならではの双方向性を活かした提案などを通して、
主催者と共に創り上げる関係性を大事にしているそうです。
ついつい代替手段として使ってしまいそうな「配信」ですが、
まだまだ様々な可能性を秘めている手法なのではないでしょ
うか。
　私たち、推進センターのマネジメント講座でもオンライン
での配信をスタートしています。SCMN もぜひ様々な市民活
動団体と一緒に「配信」に取り組んでいきたいとのこと。配
信について詳しく知りたい、実施してみたいなどありました
ら推進センター、プラザむつあいまでご相談ください。
　夏から秋にかけては毎年イベントや講座などが多く開催さ
れるシーズンです。ぜひ「配信」ならではの企画を検討され
てみてはいかがでしょうか。

（取材 / 記事作成　桜井・佐久間）

特定非営利活動法人
湘南市民メディアネットワーク

代表:中野　晃太
TEL 0466-47-7765
FAX 0466-47-7818
E-mail　info@scmn.info
HP http://scmn.info/

湘南市民メディアネットワークは、湘南地域

を中心に映像制作、ワークショップ、映像祭な

どのイベントを開催するなど、映像・メディア

コンテンツを通じて人と人、人と地域をつな

げることを目的として活動されています。映像

制作、鑑賞をすることで、制作に関わる全ての

人をつなぐコミュニケーションの場を作り、こ

の環境が作品づくりの喜びや達成感を生み

出しています。メイン事業の一つであるワー

クショップは、まさに参加者が主体的に作品

を制作するプログラムとなっています。

今は、配信の仕事をメインとして活動中です。

地域に根差した映像制作のプロとして、この

状況下で配信だからこそできることを一緒に

考えていきます。まずは気軽にご相談を。

　「自粛は戦いだべ。」藤沢駅南口に隣接するフ
ジサワ名店ビルの垂れ幕には非常事態宣言下に
こう書かれていました。6月1日からは「さあ、やる
べ　商売、七転び八起。」となりました。（※8月3日
現在垂れ幕はありません。）
　一方、社会的弱者へのボランティア活動や市民
活動は、世の中全体が自粛の中でも、できるコト
をできるカタチで活動をしていました。「今の状
況だからこそできるコトがあるはず」本紙６月号
で取材を受けていただいたNPO法人の担当者の
コメントです。「誰かのための何か」はハードルが
高いと感じるかもしれませんが、「自分のための
何か」が、「誰かのため」になる可能性もあります。
明日からといわず今日から始めませんか。

・わたしにできるコトのヒント
■社会のできごとを知る。感じる
　今、日本で世界で起こっていることを、多種多様
なメディアを通じて知りましょう。そして感じましょ
う。課題解決に取り組んでいるNPOやNGOの出版
物を読むこともヒントになります。
■メールマガジンやSNS等を読む
　活動組織が発行するメールマガジンやSNSな
どを登録して、リアルタイムの情報を受け取り、状
況を知ることは、今後の活動や生活に役に立ちま
す。
■オンラインイベントに参加する
　ボランティア活動は、対面式の活動が多いイメ
ージですが、状況に合わせオンラインのイベント
やセミナーも開催しています。在宅での活動を推
奨している団体もあります。参加費用が掛からな

かったり、交通費も必要ではないため、遠くの活動
への参加ができますね。
■寄付をする
　クラウドファンディングやふるさと納税など、寄
付に近い仕組みもいろいろとありますが、純粋に
「この活動を応援したい」「時間さえあれば協力し
たい」という気持ちを乗せて、資金をプレゼントし
ませんか。自分なりの達成感を決めておくとチャ
レンジしやすいと思います。
■製品を使う
　クラフト雑貨やバッグ、布製品、石けん、陶器な
ど、国内外で市民活動組織が制作している製品を
使うことは、制作のストーリーや制作者の想いを
感じるチャンスです。フェアトレードに興味のある
方には最適の活動です。自然災害の被災地でも多
くの組織による、復興応援のための製品が制作さ
れています。
■集める
　学校の備品購入のためにベルマークって集め
たことありませんか。同じように、何かを集めて活
動に活かす仕組みを持っている市民活動団体も
数多くあります。毎日の日常生活の中で、例えば、
「使用済み切手」「書き損じはがき」「外国の少額コ
インや紙幣」「使用済み純正インクカートリッジ」
「換金前の少額当選宝くじ」などが代表的です。集
められそうなものありますか。
　気になる活動は、ありましたか？市民活動推
進センターにご連絡ください。皆さんの気持ち
をお繋ぎします。
　「さあ、やるべ　ボランティア、七転び八起。」あ
なたは何から始めますか。（て）


