
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
            

                                         

大和市民活動センターは、2014 年 11 月 1 日で 10 年目を迎えます。 

2004 年→2014 年 
この「10年の歩み」を毎月「あの手この手」に折り込んでお届けします。 

 

発行・大和市民活動センター 第 6 号 2014 年 9 月 1 日発行 

＜活動団体交流まつり （カッコーフェスタ）＞ 

大和市民活動センターは、あらゆる分野の市民活動を推進・

応援・共育する施設として、日常業務の他に、それぞれの目

的を持った「登録団体交流会」「このゆびとまれっ！」「共育

（ともいく）セミナー」、そして今回特集の「活動団体交流まつ

り」 （カッコーフェスタ）などを行なっています。 

 

「活動団体交流まつり」 （カッコーフェスタ）は 

多くの皆さんに市民活動を知ってもらい、登録団体の活動を

アピールする場として、また参加団体がこの機会を介して交

流し合い、つながりや活動の輪を広げるなどの目的をもって

行われています。 

 

毎年、11 月に行われる「大和市産業フェア」と同時開催し

て、広く市民活動ＰＲを行なっています。今年は第 9 回「カッ

コーフェスタ‘１４」として、11月 8日（土） と 9日（日）を予定

しています。 

 

特に今回は 参加型セミナー“ワークショップ”の充実を目指

しています。1日5時間（1時間/団体）、それぞれの時間割を

有効に企画していきます。 昨年は「打ち合わせ会」途中の

発足で、十分な準備期間が有りませんでしたが、今年は企

画内容をまとめ、広く PRを行う予定です。 

 

第 2回目からは「カッコちゃん」の 

マスコットマークが大活躍。 

      ～ 活かそう 広がりのわ ～ 

     「カッコーフェスタ」など“出会い”のいくつか♪ 
 
・パン工房「麦のかおり」のパン、「いきいきフォーラム」 

 ＯＫバジさん講演のお茶菓子に。 毎年「カッコちゃん」 

デザインのパンも大好評です。 
 

・「デイサービス・ハッピー鶴間」が「いきいきフォーラム」   

 の紅茶を利用者へ提供しました。 
 

・「おりがみサークル」作品が「チームピース チャレンジャ 

ー」経由で、バングラディシュ交流会で展示されました。 
 

・「タオル帽子」が「なんでもプラス地域ネット」の協力で  

 講習会を開催しました。 
 

・商工会議所「トラック協会」が「チームピースチャレンジャ 

ー」のコーヒー販売に一役。 
 

・「柏木学園詩吟書道部」作品が「カットスタジオみどり」 

 展示されて、二条通りでも話題になりました。 
 

・「命の水を詩画に」肢体不自由の金子寿さん、この作品  

 発表から、色々な展示会などへ更につながりました。 
 

・「南京玉すだれ」お弟子さんとの共演を見て、一緒に練習 

希望の女性が手を挙げました。 
 

・「ＦＭやまと」ジョニーさんが立ち寄り、参加団体の紹介や 

 ～やまとっこ☆みつけた～ＰＲなど生中継を行いました。 
 

・「おりがみサークル」が「しらかし華の会」を“紫陽花” 

 で飾り、作り方・体験コーナーにつながる好評ぶりでした。 
 

・「バルーンアート」「おりがみサークル」が「ピコピコ」 

 のイベントに一緒の参加となりました。 
 

・「いきいきフォーラム」経由で「おりがみサークル」の 

 作品がネパールに送られました。 
 

・「しらかし華の会」被災地訪問に「バルーンアート」が   

 活動協力をしてくれました。 
 

     あらたな“出会い”、今年も期待しています！ 

 

スタンプマークの「カッコちゃん」 

スタンプラリーのゴム判にも変身。 これも第 4 回から「吊り看板」の飾
りアイデアで、会場はお祭り気分！ 

スタンプラリーのゴム判にも変身。 
第 4回ではバザーや出店販売の袋に 

「カッコちゃん」マークが登場。 

大和市民活動センターの館内、駐車場は多くの
人でにぎわいます。「市民活動」のいくつかを 

自分の目を通して感じてください。 



 

 

 

 

 

 

   

  

＜ワークショップ団体  申込受付中＞ 
   （1時間/団体 ： 会議室を開放します。独自の企画で 

               団体の活動紹介やＰＲができます。） 
 

昨年度から始まった 全員参加型のセミナー： 活動Ｐ

Ｒ・お話、そしてパフォーマンスなど、各自団体で企画

する時間です。 会議室開放の 1 時間（入れ替りを考

慮して正味 50 分）を皆さんのアイデアで、楽しく為に

なる場所にして下さい。 
 
 ☆参加希望団体は大和市民活動センターまで 

お申し込みください。（申込用紙を持参、または FAX で） 

 ＜活動団体交流まつり （カッコーフェスタ）＞ 
 
 市民活動団体の活動を たくさんの皆さんに知ってもらう 
       “市民活動のおまつり” ～ 活かそう 広がりのわ ～ です。 

大和市民活動センターの大きな行事の１つとして＜カッコ

ーフェスタ＞は毎年続いています。 

「市民活動団体交流まつり」の“活”と“交”から「カッコー」

の呼び名が付けられ、そして “鳥のカッコウ” がマスコット 

マークに描かれました。 平成 18 年（2006 年）に立ちあげ

て、今年で 9回目ということになります。 

市民活動センターの棚には写真集などを含めて、11 冊の

記録ファイルが並んでいます。いくつかの項目を並べてみ

ました。 

 

 ＜参加人数＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜団体出店数＞ 

 

 

 

 

＜“カッコちゃん” アラカルト？＞ 

当初、“カッコちゃん”のマスコット・アイデアが出ました。でも

本来の「カッコウ」はクチバシの鋭い、厳しい目つき… 一応

カッコーは描いてみたものの、残念ながら飛び立てません

でした。 

 

 

また第 2 回カッコーフェスタ「打ち合わせ会」では、「市民活

動の内容はバラエティーに富んでいるのに、何故カッコちゃ

んは１つなんだ？」 の意見が出ました。何と１１匹のお仲間

が求められ、イラスト係は大あわて！ カラー・白黒合わせ

て 22 枚が次の会で検討されました。 でも結局、「マスコッ

ト・マークは 1つが常識でしょう…」ということになりました。 
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第１回 第２回 第３回 第４回 第５回 第６回 第７回 第８回

2日目

1日目

　　第１回   第２回 　第３回 　第４回 　第５回 　第６回 　第７回 　第８回
　　1日目 13 18 23 16 16 15 19 16
　　2日目 18 19 20 16 17 18 19 17
延べ店数 31 37 43 32 33 33 38 33

＜こんな企画が実行されました＞ 

 

◆「ＦＭやまと」コーナー 

◆「盛り上げ隊」結成 

 

 

 

 

◆マスコットマーク「カッコちゃん」作成 

◆「クイズラリー」 

 

 ◆「書道吟」「一匹チュー劇場」 

 

     ◆統一“おまつり”看板作成 

     ◆景品付き 「スタンプラリー」 

     ◆バザー・展示即売会 

     ◆吊り看板（ラミネートをロ-プ掛け） 

     ◆「やまといきいき健康体操」 

         ◆全自治会ちらし配布（7000 枚） 

 

         ◆「市民活動・協働」案内コーナー 

         ◆バルーンアート講習会 

 

         ◆「ワークショップ」開催 

 

　　第１回   第２回 　第３回 　第４回 　第５回 　第６回 　第７回 　第８回
　　1日目 423 653 1,210 1,400 1,794 1,499 2,160 1,627
　　2日目 657 957 1,225 1,820 1,931 578 1,720 1,198

1,080 1,610 2,435 3,220 3,725 2,077 3,880 2,825

そして今回 

第９回 

 

＊第 6 回目の 2 日目は、雨の為 中断となりました。 

＊昨年第 8 回から「クイズラリー」・景品付き「スタンプラリー」 

 は止め、「ワークショップ」全員参加型セミナーに切り換え切  

 り換えました。 今年も団体企画に期待してください。 

　　第１回   第２回 　第３回 　第４回 　第５回 　第６回 　第７回 　第８回
　　1日目 423 653 1,210 1,400 1,794 1,499 2,160 1,627
　　2日目 657 957 1,225 1,820 1,931 578 1,720 1,198

1,080 1,610 2,435 3,220 3,725 2,077 3,880 2,825


