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　先月 2月 20 日（日）に、「地域でつながるワカモノ×NPO
インターンシッププログラム」の成果発表会が開催されました。
藤沢市市民活動支援施設が主催しているこのプログラムは、高
校生から大学院生までのインターン生（以下、「ワカモノ」）が
地域に根ざして活動しているNPO・市民活動団体にて、団体の
一員となって約 4ヶ月間活動するNPOインターンシッププログ
ラムです。「自ら考え、選ぶことができる力をつけた人材が育つ
こと」を目的に 2014 年から実施し、これまでに約 100 名のワ
カモノ、約 80 団体の参加がありました。
　本プログラムでは、ワカモノはNPO・市民活動団体での活動

に加え、月1回のワカモノ定例会や1泊2日の宿泊研修に参加し、
活動の集大成である成果発表会はワカモノが一から企画運営し
ます。
　企画のはじまりは、年末に行われた宿泊研修内での話し合いの
時間でした。どんな方に、何を伝えて、どんな発表会にしたいか
を和気藹々とアイディア出しをしました。宿泊研修後は電話ミー
ティングや SNSで企画を進めていきました。ワカモノが企画し
ている様子を見ていて、中でも印象的だったのは、対面で話す機
会が殆どないにも関わらず、皆が積極的に全員向けにアンケート
を取りながら詳細を詰めていったことです。　　　　（つづく）

特集 :NPO インターンと主体性

4月25日（月）　　  13：30～15：30

3月27日（月）　まで



地域でつながるワカモノ×NPO インターンシッププログラム

特集 :NPOインターンと主体性

ワカモノ一人一人が「いい発表会を作りたい」という想いを共
有していたから主体的に関わることができたのでは、と感じま
した。
　また、ワカモノ同士で協力し合うだけではなく、ワカモノを
支える人たちがいました。それはワカモノOBOGの有志から構
成されているサポートメンバー（大学生～社会人）の存在です。
サポートメンバーはプログラムの企画から携わり、ワカモノの
相談に乗るなど、ワカモノがインターンでの活動に安心して取
り組めるようサポートしています。成果発表会についても、こ
まめに連絡をとり、企画や発表内容の相談に乗っていました。
サポートメンバー以外にも、学校関係者や藤沢にお住いの方、
市民活動団体の方など、プログラムを応援してくださっている
方から「今年の成果発表会も楽しみにしています」といった応
援メッセージが来ていました。
　そして迎えた発表会当日。当日は、宿泊研修で使用した古民
家「ごんばち」を発信拠点に、オンラインにて配信しました。
当日の配信や司会などもワカモノが主体となって行い、会場に
いる皆からは、緊張しながらも楽しみと不安が混じったような
ドキドキソワソワした空気が感じられました。ワカモノ一人ひ
とりの発表では、それぞれが個性あふれるスライドで活動の様

子やインターンを通して学んだこと、これからの目標などを語
りました。配信が終了し、誰からともなく拍手が起こり発表会
の終了を称え合っており、会場にいる全員の想いが一つになっ
ている素敵な瞬間でした。
　発表会後の振り返りでは、ワカモノから「インターンの活動
は 1人だったけど、1人だけじゃない。チームワークが感じら
れた」、「サポートメンバーなど、事前から当日まで様々な方に
支えてもらった」「NPOでインターンしたことで、色々な人と
関われてよかった」といった意見が出てきました。
　ワカモノからこういった言葉が出てきたのは、ワカモノ自身
が主体的にインターン活動や成果発表会の企画などに取り組ん
だからこそ、活動先の団体やサポートメンバー、会場を貸して
くださった「ごんばち」など多様な組織・人が関わっているこ
とを実感できたのではないでしょうか。

　今までのプログラムの様子や、今後の情報は SNS で発信して
います。サポートメンバーが主体となって運営していますので、
ぜひご覧ください。（Instagram ID：wakamono_npo）

（取材と記事作成：大塚、西尾）

開始：2014年度

事業紹介ページ：
http://f-npon.jp/project/wakamono

【Instagram】二次元バーコードよりご覧ください
ID：wakamono_npo

　高校生から大学院生の学生を対象に、神
奈川県内のNPO・市民活動団体にて、イン
ターン生(ワカモノ)として活動するNPOイン
ターンシッププログラム。「自ら考え、選ぶこと
ができる力をつけた人材が育つこと」を目的
に2014年度から始まり、延べ約100名のワカ
モノ、約80団体が参加した。8年目となる2021
年度は10月下旬から2月末までの約4ヶ月間
活動し、高校生5名、大学生3名の計8名が参
加した。
プログラムの運営には、ワカモノOBOGから
構成されるサポートメンバーが関わってお

り、ワカモノ向けの定例会の企画や、ワカモノ
の活動相談、成果発表会の企画サポートなど
幅広く行う。また、プログラムの1年の様子を
まとめた活動報告書の制作にもサポートメン
バーや有志のワカモノが参加し、毎年個性豊
かな冊子が出来上がっている。



推進センターで雑誌のような 2 色刷り

ウクライナへの支援

vol.153

　推進センターには、2色刷りができる印刷
機があります。色は黒の他に、赤（ブライ
トレッド）、青（ブルー）、緑（ティールグリー
ン）が使えます。ただ、原稿からの製版の
場合、基本的には 2種類の原稿を準備して
いただいています。1枚の原稿から読み取り
をすることは不可能ではありませんが、色
の濃淡の調整や推奨ペンの使用などの必要
があり、意図した色分けが難しい機能とな
ります。
　綺麗に 2色刷りをしたい場合におすすめ
しているのが、データからの製版です。推
進センターでも最近のチラシ印刷はほぼこ
の機能を使っています。

・ドライバのダウンロード
　設置している印刷機「RISO ME635」のド
ライバを RISO 公式サイトからダウンロード
します。ファイルを実行すると、「プリン
ター」扱いでパソコンに登録されます。

・製版用ファイルの作成
　製版したいファイルを開いて印刷を実行
する際、プリンターとして「RISO MX 6x5
(USB)」を選択します。プリンターの設定画
面（プロパティー）を開き、色の設定をし
ます。OKボタンを押して印刷を実行すると、
ファイルが作られます。
※初回はパソコンにUSB メモリを挿した状
態で、設定画面から「詳細設定」を開く必
要があります。

・印刷
　推進センターのカウンターでデータでの 2
色印刷をすることと、使用する色をお伝え
ください。本体の差込口にUSB メモリを挿
したら、パネル上で製版するデータを選ん
で製版が可能になります。

　RISO 公式サイトからは、チェック用のソ
フトウェアもダウンロードできます。2色印

刷の仕上がり例については、郵送で本紙を
お受取りの場合は同封しているチラシから
ご覧いただけます。センターの貸出パソコ
ンにもドライバをインストールしています
ので、ファイルをお持ちになってセンター
で印刷用データを作成することもできます。
（せ）

　ウクライナで起こっていることに心を痛めている方々の
支援が多く報じられています。何かできることはないかとお
考えの方も多いのではないでしょうか。思いつくのは「寄
附」。ではその寄附を想いの通りに使っていただくにはどう
したらよいでしょうか。
　大きな災害の時と同じように、寄附を届ける先と届け先
の動きを確認する必要があります。日本赤十字社の「ウクラ
イナ人道危機救援金」では、「各国の赤十字組織が実施す
るウクライナでの人道危機対応、避難した人たちを受け入
れる周辺国とその他の国々における救援活動の支援のた
め」としています。
　このように、寄附を受け取る団体の多くはホームページ
などで、寄附の使い道を確認できます。ただし情勢は刻々
と変化しますので、自分の望ましい状態を見極め、行動す
ることが大切です。避難者への支援、とどまっている方への
支援、防衛のための支援など、考えや想いが多様だという
ことを受け止めつつ、納得のできる行動を起こすことが大
切です。
　寄附の文化が根付いていないと言われ続けている日本
の国内でも、身近なところで動き出しています。ふるさと納
税を通じたり、お買い物を通じたりと様々な動きが始まりま
した。逗子市内で無料でアイスクリームを提供し、寄附を募
る活動を実施する店舗もありました。また、ウクライナに寄
り添いたいとの気持ちを行動で表そうと、寄附とは別な形
での支援も始まってきました。どのような想いをどの方法

でどこに届けるのか、自分なりに判断し、無理のない行動
に移すことをお勧めします。（て）

寄附を人道的支援のために受け付けている機関の例
・日本赤十字社「ウクライナ人道危機救援金」
https://www.jrc.or.jp/contribution/2022/0302_024032.html
・国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）
避難を強いられる家族の人道支援に充当
https://www.japanforunhcr.org/campaign/ukraine
・認定NPO法人国境なき医師団（MSF）
最も大きな被害を受けた地域に援助を届ける活動
https://www.msf.or.jp/
・公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン「ウクライナ危機　緊急
子ども支援」
子どもたちとその家族の命を守るための支援を提供
https://www.savechildren.or.jp/lp/ukrainecrisis/

※新しい情報をインターネット上で収集する場合、特にSNSの情報には

気を付ける必要があります。混乱する中では、デマやフェイクニュースが

含まれる可能性があるからです。確認方法として、1.他の情報と比べてみ

る　2.情報の発信元を確かめる　3.その情報はいつ頃書かれたものか

確かめる　4.一次情報を確かめるの4つの方法があります。目にした情報

をうのみにせず、正確性が判断できない場合には安易に情報を投稿・拡

散しないことが大切です。（総務省HPより抜粋）

https://www.soumu.go.jp/use_the_internet_wisely/special/fakenews/
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※ビル名が変更になりました

■2022 年度　ロッカー利用団体 2 次募集
市民活動推進センター及び市民活動プラザむつあいでは、2022 年 4 月 1
日 (金 )からロッカーを利用する団体の2次募集をしています。（ご利用は、
月単位、最長 1 年（2023 年 3 月末まで）です）

推進センターの大サイズのロッカーは 1 次申込で定数に達しました。小
サイズのお申込については、順次受付けています。

1 団体で 2 個目のご利用をご希望される場合は、4 月 1 日（金）より先
着順にて承ります。

詳細は 2 次元バーコードのリンク先をご覧下さい。

また、現在ロッカーを使用されている団体は令和 3 年 3 月 31 日（木）
までにロッカー内の整理をして下さいますようよろしくお願い致します。

■一時保管場所の整理について
市民活動推進センター入口の一時保管場所について、年度の切り替えに
合わせて整理・清掃をします。2022 年 3 月 28 日（月）までに現在置い
てあるお荷物の回収をお願いいたします。年度の切替をまたいでお荷物
を置く必要がある場合、スタッフまでご相談ください。

※「一時保管場所のルール」に記載されている通り、長期間放置されてい
るお荷物については、着払いで申込住所にお送りします。
※保管申込なしで放置されているお荷物については、廃棄いたします。

■IT サポート講座「団体で LINE グループを使おう！」
身近な連絡手段として活用されている LINE は団体活動でも活躍していま
す。LINE のグループ機能を使って活動を円滑に進めましょう！
グループトークのやりとりをするため 1 団体 2 人以上の参加を推奨しま
す。
　日時：2022 年 4 月 25 日日 ( 月 ) 　13:30 ～ 15:30
　会場：市民活動推進センター 会議室 A
　料金：1000 円（資料代含む）
　内容：LINE でできること
　　　　友だちへの追加方法
　　　　グループの作成や体験 等
　対象：NPO・市民活動・地域活動に関わっている方
　定員：10 名　※先着順
　持物：LINE アプリインストール済のスマートフォン
　　　　（インストール等事前サポート有、詳しくはお問合せください）
　問合・申込：市民活動推進センター

■VOLUNTEERS Vol.26、配布中！
ボランティア情報誌「VOLUNTEERS」の最新号を発行しました！
本紙を郵送している皆さまには先月同封いたしました他、市民活動推
進センターおよび市民活動プラザむつあい、協力店舗内、市内公民館
等に配架しています。
団体内でまとまった冊数を希望する場合や、事務所・店舗等に配架し
て頂ける場合は、推進センターまでお問い合わせください。

冊子のデータはウェブサイト上でも公開しています。

■ロッカー利用団体 2 次募集

■ロッカー利用申込（2 個目）

■IT サポート講座「団体で LINE グループを使おう！」

3月7日（月）　より　　

4月1日（金）　より　　

4月25日（月）　　  13：30～15：30

■一時保管場所の整理 3月27日（月）　まで
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