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まつど
魅力

　今回の市民活動特集号では、地域で活躍
したい人が受講する『まつど地域活躍塾』を
修了した人にスポットをあて、現在の活動や
活躍塾の魅力についてインタビューしました。

まつどを元気に！

　松戸をより暮らしやすい街にするために、町会・自治会、
NPO、ボランティア団体など、地域で団体活動をしたい人
のための塾です。
　1年を通して、ゲストの講演を聞いたり、関心のある分野
で実地体験をしたり、塾生同士のワークショップを行います。
　「何か」を始めたい人や、実現したいことをカタチにしたい
人など、これまで多くの人が受講しています。

まつど地域活躍塾とは

　オンライン配信（前期
課程）での第4期受講生
を募集中！
　5月26日㈫14時30分から、
どなたでも視聴可能なYouTube
での講演会も配信します。ぜひ
ご覧ください！詳細は4面で。 
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　「市民が主役の魅力あるまつど」をテーマに、さま
ざまな角度から街の魅力をお伝えする市民活動特集
です。今回はまつど地域活躍塾修了生の現在の活動
などを紹介します。

広報まつど　市民活動特集
特集に関するお問い合わせ＝市民自治課☎366－7318

　現在は、緊急事態宣言発令中により、市民の皆さんには
外出自粛をお願いしています。
　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、地域活動も実施
しづらい状況が続いています。活動される場合は、市の方針
に基づき人との接触を伴う行動は控えていただきますよう
ご配慮ください。



―まつど地域活躍塾（以下「活躍塾」）に入塾した
きっかけは
森田さん：妻に勧められてしぶしぶ申し込みをしました（笑）。私自身は活
躍塾に全く興味がありませんでした。退職前は、会社と家を往復するだ
けの生活を送っていて、地域で行われている活動には参加した経験が
無く、イメージすら持っていませんでした。

吉道さん：会社を先に退職された方に「退職後は思っている以上に暇だ
ぞ」と言われたことが大きかったです。いざ退職して、これからの長い人
生をどのように過ごそうか…と考えていた時に、活躍塾のポスターを見
かけて参加を決めました。

―活躍塾で印象に残っていることは
森田さん：市内で子ども食堂を運営している方の講義が、とても印象的
でした。自分の身近で活動が行われていて、それを必要としている人た
ちがたくさんいることを知ることができました。ひとつ知ると興味も広
がって、テレビや新聞で子ども食堂が取り上げられていると自然と目が
いくようになりましたし、全く読んだことがなかった広報まつども細かく
見るようになりました。

田原さん：実地体験がとても良かったです。話を聞いただけでは分から
なかったことも実際に体験することでやる気も出ますし、活動のイメー
ジが湧きました。

平野さん：市役所の職員が登壇する講義もあり、それぞれの機関が行っ
ていることを知ることができたのも良かったですね。 ―受講して良かったことは

吉道さん：今後どのような活動をしていくかを考える講義があったので
すが、自分の未来を一度立ち止まってイメージする良い機会になりまし
た。退職後も前向きに生活していけるきっかけになりました。

平野さん：私は人とのつながりを作れたことが良かったです。活動をする
中で知り合った方が、偶然違う期の活躍塾の修了生だったこともあった
りして。活躍塾を通してたくさんの人と仲良くなれました。

―参加を検討している方へのメッセージ
森田さん：「誰か」のために行う活動って、すごくやりがいがあります。働
いている時は退職後に旅行やスポーツなど、好きなことをやろうと思っ
ていましたが、どれも半年もやれば飽きてしまって。相手がいる活動だ
と、もっと自分を高めたいと思いますし、やる気が出ます。

田原さん：少しでも興味を持ったらぜひ気軽に参加してみて欲しいです。
参加する前と後だと、同じ事柄でも見方が変わります。松戸の魅力的な
部分をさらに知ることができて、毎日が楽しくなりますよ。
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「誰か」「誰か」のためだとのためだとやる気やる気がが出ます！出ます！

左から、田原さん、森田さん、吉道さん、平野さん

日本語を丁寧
に教えます

日本語を丁寧
に教えます

カルタで楽しく学習カルタで楽しく学習
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質問にもしっかり答えます
質問にもしっかり答えます

外国人の子どもたちに勉強
を教えています
　「ＮＰＯ外国人の子どものための勉強会」に所属し
て、松戸市に暮らす外国人の子どもたちのために、
読み書きなどの学習の場を提供しています。利用者
の多さから、今年度は新松戸に3つ目の教室を設立
予定で、その準備にも取り組んでいます。

修了後はどんな活動を修了後はどんな活動を
していますか？していますか？



―入塾したきっかけは
　活躍塾の受講前から、「おやこDE広
場旭町」でスタッフとして活動していま
したが、いろいろな人と出会ってもっ
と知識を深めたいと思っていました。
　また、自分が暮らしている地域の人
たちと、もっとつながりを持ちたいと
思ったことも大きかったです。地元の
ことを思って活動している人の話を聞
いて、ゆくゆくは自宅の周辺で、みん
なで支え合う地域づくりをしていきた
いと考え、受講を決めました。

―特に印象に残っていることは
　実地体験で行った多世代食堂が印象的でした。子どもから高齢者ま
で集まることができる食堂で、子どもたちと遊ぶ時間もあります。

　食堂を運営している代表の方は、周りの人を巻き込んでみんなで活
動をしていて、その姿がとても勉強になりました。一人だけに負担がか
かって、うまくいかないこともある中で、長く続ける秘訣がこのようなと
ころにあるんだなと思いました。

―参加を検討している方へメッセージ
　講義の内容は多岐にわたるので、面白い話をたくさん聞くことができ
ます。たくさんの方と知り合いになり、いろいろな話ができたことで、子
育てコーディネーターとしての自分自身の引き出しが増えたと感じてい
ます。新しい自分に出会える機会になるし、なんとなくでも興味がある
方は、やりたいことがきっと見つかりますよ。

―入塾したきっかけは
　高齢の方から、ペットの世話が大変になったと相談を受けて、一時的
にお世話をしたことがありました。同時期にたまたま町会で班長をやっ
ていたこともあり「もっと誰かの役に立つ活動をしてみたい」となんとな
く思っていたときに活躍塾の募集を見かけたので申し込みをしました。

―どんなことを学びましたか
　受講前は「ペットに関わる活動をしたいな」となんとなく考えていたの
ですが、具体的に何をして、どんな人たちと関わりを持てばいいのか分
からない部分がありました。
　しかし、活躍塾に参加してみるといろいろな人と関係をつくることが
でき、教えてもらえることも多く、頭の中で考えていたものを具体的に形
にしていくことができるようになりました。

―印象に残っていることは
　実地体験でいくつかの活動に参加したことです。活動されている方と
直接話をしてみると、地域をみんなで盛り上げていこうという気持ちが伝
わってきました。なにより皆さんが楽しむ姿がとても印象的でした。

―参加を検討している方へメッセージ
　松戸市は都心への交通の便が良いので、働きに出て、寝るためだけ
に帰ってきている人も多いのかなと思います。地域のことを知らなくて
も今まで通りに生活していくことはできますが、私は活躍塾に入って多
くの経験ができたことで、毎日がとても楽しくなりました。
　小さなことでも始めてみたいと思っている人にはとても良いきっかけ
になるのではないでしょうか。

やりたいことやりたいことをを形にできます形にできます
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自分自分のの引き出し引き出しがが増えました増えました

絵本の読み聞かせ絵本の読み聞かせ
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英語でリトミ
ック

英語でリトミ
ック

子育てコーディネーターとして活躍中
　おやこＤ

で

Ｅ広場（※）で、子育てコーディネーターとして活動してい
ます。気軽に遊びに来られる広場づくりや、子育て中の保護者の相
談を受けたりしています。
※概ね0～3歳の子どもとその保護者が気軽に集える広場。市が

委託事業として運営。

どんな活動をしていますか？どんな活動をしていますか？

ミニ夏まつり輪投げミニ夏まつり輪投げ

高齢者とペットの支援をしていきたい
　動物愛護ボランティアとして活動しながら、高齢者がペットを飼
う際の心配事を解消するため「宿りのまち」という団体を立ち上げま
した。ペットの適正飼育のための資格を取り、ペットに関わるいろい
ろな人との関係づくりを進めています。

どんな活動をしていますか？どんな活動をしていますか？

ボランティア
として

ボランティア
として

活動中活動中

オンライン配信（前期過程）での第4期受講生を募集中！
5月26日㈫14時30分から、YouTubeでの講演会も配信します。詳細は4面へ。
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学習内容
●市内で活躍する人の活動についての講義
●市内の町会・自治会・NPOなどでの実地体験
●街の課題の構造や解決策を考えるワークショップ
※前期課程から実地体験の受講も可能ですが、受講料の払い戻しはで
きません。
受講期間6月25日㈭～2021(令和3)年2月18日㈭
会場新松戸市民活動支援コーナー他
対象地域で活動する意思のある市内在住・在勤・在学の18歳以上
定員40人（書類選考あり）
受講料5,000円
※オンライン受講のため、インターネットを利用できるパソコンと通信環
境が必要です。

6月15日㈪〔必着〕までに、 郵送またはEメールで申込書とレポート 
「まつど地域活躍塾で学び、実践したいこと」(400字以内)を〒271－0094 
上矢切299の1 まつど市民活動サポートセンター hai_saposen@
matsudo-sc.comへ
※申込書は同センターで配布または市ホームページからダウンロードで

きます。
まつど市民活動サポートセンター☎365－5522 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
前期課程はオンライン配信で開催します 

状況により、実地体験以降の課程もオンライン配信を行う場合があります。

まつど地域活躍塾
第4期生を募集します！

講義日程

　近年注目されている「幸福学」について学術的に研究している前野マ
ドカ氏に、第2の人生を自分らしく充実して暮らすためのヒントを伺いま
す。自分とまわりの地域も豊かにする生き方について
ゲストとのパネルディスカッションも行います。

講師慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメ
ント研究科付属 SDM研究所・前野マドカ氏
ゲストNPO外国人の子どものための勉強会・森田貴
彦氏、松戸ビール＆タップルーム・渡邊友紀子氏
視聴方法市民活動サポートセンターのホームページで

まつど地域活躍塾2020公開講演会
幸せのメカニズム

～人生100年時代をハッピーに過ごす秘訣～

5月26日㈫14時30分～
Youtubeによる配信

申込不要

同センター
ホームページ

日時 テーマ ゲストまたは内容

前期
（必修）

6/25㈭ 13：30～16：30 オリエンテーション「活躍塾先輩から聞く！地域活動のリアルトーク」 ● まつど地域活躍塾 OBOG

7/  9㈭ 14：00～16：30 講義「まちのみんなで子どもを育てる実践事例」 ● まつど子ども食堂の会代表・高橋亮氏
● NPO さんま代表・石川靜枝氏

7/30㈭ 14：00～16：30 講義「全ての人が“心のよりどころ”を持てるまちへ」 ● コミュニティ五番街
● そらいろ House ふらここ・齋藤世津子氏

8/13㈭ 14：00～16：30 講義「私の想いを実現する！持続的な事業づくり」 ● NPOMamaCan 理事長・山田美和氏
● さくら広場代表・二村たかえ氏

8/27㈭ 14：00～16：30 講義「地縁パワーだからできる新しい地域のつながりづくり」 ● 小金原地区会　● 河原塚みんなのダイナー
● 市民自治課職員

9月中旬予定 OBOG合同研修会　講演会「これからの松戸を考える～地域で共に生きる社会とは？～」 未定

実地
体験

9/13㈰ 14：00～16：30 オリエンテーション & マッチングの会 関心のある体験先を選んで、受け入れ団体
との交流

9月～12月 実地体験　活動期間 ＊実地体験のみの一般募集もあり
11月末～12月 個別相談会 期間中にコーディネーターとの面談
12/  6㈰ ふりかえりの会 体験してきた活動を参加者で共有

後期
（選択）

12/24㈭ 14：00～16：30
ワークショップ「地域の課題とアプローチの深堀」〔全 2 回〕

2021(R3)/1/14㈭ 14：00～16：30
　　　　　 1/28㈭ 14：00～16：30

ワークショップ「自分軸をブラッシュアップする」〔全 2 回〕
　　　　　 2/  4㈭ 14：00～16：30

共通 　　　　　 2/18㈭ 14：00～16：00 修了式　※前期・後期の塾生共通で修了証の授与。

YouTubeでどなたでも視聴できます

前野マドカ氏
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