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開催しました

まずやってみる！イベント主催
“きほんのき”講座
（水）

6/23

多くご相談をお受けする 「何か始めた
い」 という声から、 催しを主催するため
に必要な企画づくりから開催までの流れ
を学べる講座を行っています。
8 名の参加者がまちスポ大津スタッフ
からの座学を聞き、 個人ワークに取り組
みました。 「今日から早速実践したい」
との声もいただきました。
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tumugu フェス
＠まちづくりスポット大津

7/29
（木）

CH 北山ヘアカット研修会と共催で、 ヘ
アアレンジやカット等の美容師さんのお仕
事体験や暑中見舞いづくり、 アクセサリー
づくり等子ども対象の企画を実施しました。
当日は 81 名の参加があり、 参加者か
らは、 「ヘアカットは初めての体験で、 うま
く切れるかドキドキしたけど楽しかった」 と
いう声がありました。

8/18
（水）

まちのほっとけないを良質なおせっかいで応援するまちスポ大津のフリーペーパー

Vol.3
2021 年 9 月

どうする？活動資金
―資金獲得“きほんのき”

お金の悩みは活動につきものです。 今
回は、 資金獲得の代表的な手法 「助成
金」 と 「寄 付」 に つ い て、 活 用 す る た
めの基礎知識をお伝えしました。
助 成 金 の 要 項 を 読 み 解 く 実 践 の 他、
寄付について目からウロコの考え方を解
説しました。 特典の 「わかばサロン」 の
無料利用もご活用いただきました。
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発行 ： 特定非営利活動法人まちづくりスポット大津
住所 ： 滋賀県大津市二本松１番１号ブランチ大津京内
https://machispo-otsu.net

あつまれ !!

ブランチキッズ 探検隊 vol.2
2021 年 8 月 23 日（月）に「あつまれ !! ブランチキッ
ズ vol.2」を予定しておりましたが、新型コロナウイル
ス感染症第 5 波の拡大を受けて、

延期

NEW!
Welcome!
autumn

参加募集中

を決断しました。

10/4
（月）

ココだけ押さえて！
会計“きほんのき”講座

ビジネスモデルキャンバス
作成講座

10/29
（金）

活動をするには、会計は必須業務です。
会計の考え方や日々の処理、 疑問を解
決する講座です。 どこから手を付けて良
いかわからない会計初心者の方、 ぜひご
参加ください！

11/27
（土）

まちづくりスポット大津 2 周年企画

〇〇からはじまるまちづくり

まちスポ大津も早や開館 2 年です！大津
で 「まちづくり ・ 居場所つくり ・ 社会福祉」
e 西田久美子さん
田久美子さん ・
に関わる manma cafe
NPO 法人 BRAH=art.
t. 岩原勇気さんをお
岩原
原勇気さんをお
お
になる
る仕掛けについ
い
迎えして、 まちが元気になる仕掛けについ
てお話を伺います！
ビジネスモデルキャンバスというワークを
順序だてて教わり、 体験します。 個人事業
主や NPO が持っている資源や、 どんな人 ・
団体と連携を図るとよいのかを効率的に
「見える化」 できるフレームワークです。 思
いや事業を A3 一枚に描いてみませんか？

“あつまれ !! ブランチキッズ探検隊” は、 地域の子ども達
がブランチ大津京内のお店で、 そのお店の仕事やバックヤード
を見学したり、 お店が提供する体験プログラムに参加すること
で、 子ども達の好奇心を生み出し、 お店の方とコミュニケーショ
ンをとることで、 それぞれのお店やブランチ大津京に親しんで
もらう企画です。
前回 3 月 26 日に実施した vol.1 では、石山商店街で、「石
山子どもミュージアム」 を企画された町田弘法さん （子ども
ミュージアムをつくる会） に監修していただきました。 子ども達
にお店に親しんでもらうことが、 地域の中で安心できるお店づ
くり ・ 地域づくりへとつながることを教わり、 それが継続できれ
ばという想いで 8 月 23 日に vol.2 を企画しました。

vol.1 2021.3.26

紙面についてのご感想をお寄せください！

まちづくりスポット大津

特定非営利活動法人

〒520-0021
大津市二本松 1 番 1 号ブランチ大津京内
Facebook

Instagram

公式サイト

会員も募集中！

貸しスペース
ハッシュタグ大津京

今回、 紙面の中にスタッフの似顔絵イラストが登場しました。 似てるかどうか、
実際にまちスポ大津へお越しいただくとわかります。 今、 私たちは 2 周年に向
けて企画づくりの真っ最中。 また紙面でご報告いたします。 お楽しみに。

開催日に向けて準備を進め、 店舗の方と何度も感染防止
策を確認しあい、 いよいよ来週！ と意気込んでいたのですが、
直前になり新型コロナウイルス感染者数が急増するなど感染リ
スクの高まりから、 残念ながら延期となりました。 すでにお支
払いいただいていた参加費のご返金の際、 参加予定だった皆
さんから開催を楽しみにされていた様子が伺え、 次回は開催
できるよう、状況をみて工夫しながら準備したいと思っています。
こんな時だからこそ子ども達に体験の場を広げたい。 企業と
NPO の協働でこの企画ができること、 ブランチ大津京、 各店
舗の皆様にも感謝しています。 次回開催乞うご期待ください！

データでみるブランチキッズ

参加店舗数

まちスポ大津、 情報発信中！こちらもご覧ください。

滋賀県での新型コロナウイルス感染者数

MAIL: info@machispo-otsu.net
https://machispo-otsu.net
TEL ： 077-511-9814
FAX ： 077-548-6758
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店舗

募集記事
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vol.2 2021.8.23 延期

受付開始記事

プログラム
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あつまれ !! ブランチキッズ 探検隊

緊急 座 談 会

急遽延期が決定した 「ブランチキッズ探検隊」。 ニュー
スレターの誌面予定も大幅にくるいました。
この空いた誌面で、 開催できなかった 「ブランチキッズ
探検隊」 への思いを担当者に聞き、 普段は聞けない “ブ
ランチキッズ”の企画に込められた思いや vol.1のその後、
vol2. に関わる人たちの意気込みなどをご紹介すべく、
緊急座談会を開催しました。

まちスポ大津“相談の日”はじめました
まちづくりスポット大津では、
日々の活動や取り
ま
組みに関するさまざまな相談をお受けしてきました。
組み
そんな中、
「こんな内容を相談していいのか、 ドア
そ
を開けるのに数日悩んだ」
と利用者の方の言葉を
を開
聞きました。
もっと相談に来やすくなるにはどうした
聞き
らいいだろう？
スタッフで考えて、 事前予約制の個
らい
別相談会 「わかばサロン」 を始めました。

あとは、 ブランチで働いている人のお
子さん向けの企画とかね。 仕事を知っ
てもらって、 働きやすくなったり、 波及効果
もあると思うんですよね。
も ： 「ブランチファミリーデー」 ですね。 いいですねぇ

ブランチキッズ vol.1 の思い出

ば ： 保護者の方がたくさんアンケートを書いてくださいましたよ。
森本 （以下、 も） ： 子どもたちもたく
さんメッセージをくれていましたよ。 何
枚もメッセージカードを使った子もいて
ね～

まちスポ大津
マネージャー
馬場環

子どもたちの
メッセージカード

も ： 他のスタッフが聞いてるんですけど、 参加者の中に、 マッ
クスバリュで糖度調べを体験して、 糖度計がほしいとご両親に
ねだってプレゼントに買ってもらった子がいるみたいですよ。 将
来、 研究をするような仕事に就きたいと言ってるそうです！！
ば ： 子どもの興味のきっかけになってくれていて嬉しいね

ブランチ大津京
管理事務所
居原田 絵奈さん

まちスポ大津
スタッフ
森本知里

小学校でチラシをもらった子どもが、 「またブランチキッズある
やん 」 「どれに行く～？」 と盛り上がったらしいんですよ。 2
回目ですけど、 この地域の文化みたいに根付いてきた気がし
て嬉しいなぁ～。

ブランチキッズで思わぬ効果？！

も ： コロナ対策で、 小規模にするとか、 複数日の分散開
催にするとか考えないといけないかな～とか。
い ： テナントさんも、 今は延期で仕方ないね、 でも、 また
やろうねと言ってくれてました。 店長が変わったところもある
けれど、 ちゃんと引き継いでくれているし、 「またやりたい
ね」って。 みんなが安心安全にできるようになるまで待って、
温めていけたらよいと思いますよ

も ： 各お店には、 前回から足しげく打ち合わせに通っていたの
で、 顔見知りになってきましたねぇ。

い：「ブランチキッズ探検隊」 は職場体験とはちょっと違うから、
どうお店に伝えるか、 考えたなぁ。
も ： おうちでもない、 学校でもない。 地域のお店の店員さん
がどういう人で、 どんなふうな仕事をしているかを体感してもら
うイベントなんですよね。
ば ： お店側は自分たちのことを PR する企画といえるかも。 お
店の良さとか、こだわりを、手に取ってもらったり、食べ比べたり、
体験の中で知ってもらう。 商品と人に触れ合ってもらえる機会
なんよね。
も ： もともと、 石山商店街で生まれた企画を参考にした 「ブラ
ンチキッズ」 だけど、 ブランチみたいな大きいテナントの多い
施設でやれるのもありがたいですよね！
い ： “ブランチ” のコンセプトが、 「つ
どう、つながる、ひろがる」 だから、
いろんな人が集って、 そこでつ
ながりができて、 さらにひろがっ
ていく、 「まさにブランチ 」 と
いう企画ですよ。
地域の子が来てくれて、 いつか
将来 「小さい時にお母さんここ
でこんなことしたよ」 と言ってもらえ
るのもいいなぁ。

サポートをしてほしい

？ 〇〇を始めたいけど、

何から始めようか･･･

ば ： まちスポ大津にとっても、 少しず
つお店との連携を始めるいいきっかけ
になったよね

まちづくりスポット大津助成金

妄想爆発！やってみたいこんなこと
も ： そりゃできたら 38 店 全店舗参加でやりたいですね！大人
もお店の人との交流ができていいし。 屋外を使ってもいいし。
ば ： 私は、 もっとフランクに、 ブランチキッズデーみたいなもの
が定期的にあるといいなぁ。 お店の一角でやっていて、 のぼり
が上がっていて、 「今日はあそこがやってるやん」 みたいな。
お店のできる範囲でながーく続くようになったらいいなぁ。
い ： 私は、 ブランチキッズ探検隊の構想自体にも子どもが入っ
てくれて、 1 日子どもがずっとやってくれるようなことができたら
いいなぁと思いますね。 写真を撮るのも子ども、 企画をするの
も子ども、 場所だけ私たちは貸すよ、 みたいな
ば ： いいですねぇ。 リーダーみたいに育成プログラムをやって、
定期的に関わってもらったりして！

子どもたちが幸せに生きられる社会づくり

保護者向けにベビー・キッズマッサージ教室の開催と、親子向
けに自分を大切にすることを学ぶ性教育の講座を実施します。

うちの子、ちょっと手がかかるか
も？気質を知り、自己肯定感を育 office 和つむぎ
むことで、キラリと光る才能を伸
ばそう
HSC の気質を理解して孤独感や辛さから脱する
敏感・繊細な感覚のお子様を持つ母親を対象に、子育てに対
する自信をつける為のワークショップの開催と、より詳しく
学びたい方のためにセミナーを開催します。
活動目標

子育て世帯がつながれる！
色々アイディア交換場
活動目標

Momme
SMILE おおつ

子育てママが孤独にならず人生を楽しめる応援

・ 構想をヒアリング
・ 5 年後を目指し対象や
計画の具体化を提案
・ 貸しスペースでのお試し
企画をおススメ

この助成金は 「地域で暮らす人の心地よい
場所をつくる活動」 や 「多様な人の共感 ・
参加を促す活動」 をする団体や個人を応援
する まちスポ大津の助成事業です。

実施期間

2021 年度 交付先決定 !

活動目標

・ 掲載情報を整理
・ 使いやすい編集ツール
の使い方サポート

わかばサロンは毎月第 2 水曜予約受付の他、 随時日程相談中。
1 回 1 時間程度 （500 円） でまちスポ大津のスタッフがご相談に応じます。

“彩りは
はぐくむ”

幸せに生きるための知識と教養
を身につける性教育のシェア会 プチトマト

件

のご相談に応じました。

よせられたご相談
？ チラシづくりの

掲載はここまで。お話はまだまだ続く…

い ： vol.1 は 「まちスポ大津さんが」 とお店に言っても 「まち
スポって何？」 とか 「場所どこやっけ」 って言われてましたけ
ど 、 よくわかってもらえたし、 vol.2 は同じ
立場のように裏方で動いてもらっていて、
テナントさんと繋がりも深まって、 近づ
けているのかなと思いますね。

12

わかば
サロン

ば：トライ＆エラーでやり方を考えて、 いいものにしないとね！

ば ： 日頃の距離が近づいてきて嬉しいよね

ブランチキッズをやる意味って？

2021 年 5 月～ 8 月までで

津

ば ： コロナの感染症拡大の状況が読めないですよね。 休
校で長期休暇の日取りが変わるかもとか考えると、 設定が
難しく思っていて…。 少し間が空くけれど、 vol.1 みたいに
3 月がいいかな、 とか。 まだ考えてますね

居原田 （以下、 い） ： 子どもたちは楽しんでくれているかな？
テナントさんは大丈夫かなとずっと気になってました

まちスポ

大

「延期」について考えていること

馬場 （以下、 ば） ： 盛況で本当によかったけど、 初めてだった
ので、 スタッフは必死！ 春なのに暑くて、 疲れたのが思い出

ば ： 「参加させてよかった！」 って、 運
営側が感じる以上に意義を感じてくだ
さっていて、 嬉しかったね～。

い ： 与えるものじゃなくて、 一緒に作っ
ていくみたいにしたいな。 私たちでは
考え付かないことが生まれてくると
思う

2021.9-2022.1

自画自賛！はじめてのチョーク チョークアート
スタジオバニラ
アート教室
活動目標

表現から自分らしさを見つけ自信を育む

大人と子どもを対象に少人数制のチョークアート教室を開き、
基本を学びながら季節ごとのボードを完成させます。

子育てにおいて自己基準を持つ
ための講座 「笑顔スケール編」 ki-Luck
開催事業
活動目標

子育ての不安を解消し、自信を持って生きられる

小学生の子どもがいる保護者を対象に、子どもの表情を 5 段
階に評価し可視化できるオリジナルの「笑顔スケール」を作
成する講座を開催します。

体操教室事業
活動目標

リープ体操教室

体操を通じた協調性、応援、感謝の気持ちを学ぶ

季節ごとにクラフトワークショップなどのイベントを開催し 幼児・小学生を対象に、長期休暇中の短期教室を催し、運動
ます。初めての方同士でも会話が広げやすいように工夫し、 の機会提供、
体操に触れる機会をつくります。定期教室も行い、
参加者同士がつながる場をつくります。
運動能力向上や、技術習得を目指します。

