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本講座のプログラムは2009年9月30日㈬から2010年3月6日㈯まで行われた

構想開始からプログラム立案までを含めると、ほぼ1年間の事業である。

主催を京都市ごみ減量推進会議、京エコロジーセンター、3R検定実行委員会とした。

事務局を京都市ごみ減量推進会議、京エコロジーセンターに置いた。

プログラムリスト

3R活動ガイダンスと
プレゼンテーションテーマの発見

各グループ毎のミーティングワーク

プレゼンテーションリハーサルの実施

3Rリーダーによる
一般公開プレゼンテーション見本市

地域デビューの実践

ふりかえりワーク

企画講座

オリエンテーションデー 2009年  9月30日㈬

 10月  7日㈬

 随時

 10月27日㈫

 11月  4日㈬

 12月  2日㈬・  5日㈯

 12月  2日㈬

2010年  1月12日㈫・20日㈬
   2月2日㈬

2009年11月18日㈬

 12月  8日㈬

2010年  1月26日㈫

   3月  5日㈮

   3月  6日㈯

一澤信三郎帆布を訪ねて
「一澤信三郎帆布工場見学会と座談会」
泰家の町家を訪ねて
「町家暮らしは3R」
仕事を楽しくする方法
「上田信行さんのプレイフルワークショップ」

合格者ミーティング記念イベント①

合格者記念イベント②



3Rリーダーデビュー＆スキルアップ講座 《活動報告書》2009-2010

02

はじめに

　Reduce Reuse Recycleの「Re」は再生を意味する接頭辞である。

　ものごとを再構築する、新しい制度に組み替える、別の視点でものを

見直す、価値観を再創造する意味を包括している。例えばRecycleとは、

再使用が可能になるように従来の制度を改め、新しい仕組みや制度をつ

くることである。砕いて、溶かして、新しい製品をつくることのみを表して

いるものではない。このように言葉を吟味していくと、今までと違った考

え方やアイデアが沸いてくるものである。

　3R活動とは、ある意味こうした創造的行為であり、知識を豊かにし知

恵や工夫を駆使して、ムリ、ムダを省くと同時に、今まで気づかなかった

新しいライフスタイルを生み出したり、社会に正しい価値観を定着させ

たり、といった理に叶った仕組みを生活行動の中に誕生させていく行為

である。また、3Rは概念にとどまらず、実践的なアプローチをしていくこ

とに、その特長が求められる。

　しかし、今日の社会はとても複雑で単純なひとつの知識だけでは問題

の解とはなっていかず、ひとつの問題が解決したかのように見えても、ま

たひとつの新しい問題が生まれてくる。

　従って、3Rリーダーは、知識の丸飲みではなく、ひとつの知識に関連し

ている他の知識へ関心を寄せ、ひとつの問題が何故、私たちの社会や生

活に影響を及ぼしているのかを俯瞰的に見つめていく姿勢を養わなけ

ればならない。勿論、そこには各々のリーダーの個性がある訳で、より自

らの個性を発揮して自分の強みを発見し、あらゆる活動をしていけばよ

いのは当然のことであろう。

　しかしながら、注意すべきは①価値観はひとつではないということ。多

様な価値観を認め合うことによってものごとは成長するということ。②

知識だけではコトは進まないと論ずる前に知識の豊かさの発見に前向

きになることは大切なことである、ということに気づかなければならな

い。そして更に必要なことは、③コミュニケーション能力を高めること

で、より豊かな人間関係が結ばれていくということにも留意しなければ

ならない。

　お互いの言葉や気持ちのスムーズなキャッチボールこそ、信頼感を高

めていくのだから、説得と納得を混同してはならない。人は説得させられ

ても、心の中では納得はしていない訳で、その限りに於いては環境活動

の普及はおぼつかない。すなわち、環境教育の分野でも言われる

「Faith̶信頼」が大切になる。
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3Rリーダーデビュー＆スキルアップ講座に向けて

　講座のプログラム立案は2009年4月から始まった。

　そこで初めに目的を明確にした。それは3Rリーダーを如何にして新し

い社会（循環型社会といってもよいし、持続可能な社会といってもよい。

要は人々が歓びあい環境的にも文化的にも豊かな社会を実現すること）

の担い手の一端として活躍できる人材に成り得るかであった。これが狙

いである。

　目的実現のためのいくつかの目標も語り合った。

それは

①より深く、幅の広い知識に向けて限りある時間ではあるが

　興味を抱いていただけるようにすること。

②コミュニケーション能力を磨いていくための方策について

　講座の中で語り合い、学ぶこと。

③講座に出席する仲間たちが互いの関心事を紹介し合い、

　チームをつくりながらテーマに取り組む体験をすること。

④そこからネットワークを形成し、

　講座が終了してもつながりが広がっていくこと。

⑤地域に出て、具体的にプレゼンテーションをする

　という経験をすること。

⑥本当の問題に目を向け、自ら課題発見と、解決への取り組みを

　立案する段階に近づくための広い意味でのマーケティング講座を展開すること。

⑦ものづくりの現場、暮らしの現場、学びの現場で活躍する

　講師との出会い、語り合いを通して、より豊かな教養と

　重要な体験を得て知識のふところを広げていくこと。

以上の事柄を目標とした。
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3Rリーダーデビュー＆スキルアップ講座の企画①

　講座の企画は2009年4月から講座開始の9月30日の直前

まで繰り返され、幾度ととなく企画書は変更され、検討が重ね

られた。

　初めは企画立案者や事務局の間での検討であったが、講師

が選定された段階からは講師も企画立案グループに参加し、

講座のテーマ、内容、場所の演出、道具立て等について対話

がなされた。

　尚、本企画では京都大学環境保全センター助教・3R検定実

行委員会委員長 浅利美鈴が総合プロデュースを、3R検定実

行委員・みんなのヴィジョン創造研究所 大橋正明がコーディ

ネーターを担当した。また、プロデューサー補として財団法人

日本環境衛生センター・3R検定実行委員　村岡良介が参加

した。（事務局は京都市ごみ減量推進会議・京エコロジーセン

ターが担当し円滑に進められた。）

　講座は2つのカテゴリーで進めるものとした。

　それは、①3Rリーダーデビュープログラム　と　②拡大教

養講座　である。

①3Rリーダーデビュープログラム

　主に講師として、マザーアース・エデュケーション代表 松木

正 及びスタッフ2名（ファシリテーター）を中心に展開した。
（以後も敬称略）
※松木正はネイティブアメリカン　ラコタ族の教えを学び、環境教育を展開す
る一方、人間関係トレーニング、心理カウンセラー、マーケティングや企画の立
案といった幅広い分野で活躍する、問題解決プログラムのプロフェッショナルで
ある。
　

　まず、参加者を2グループにし、チームビルディングという

手法を考案。ここでプレゼンテーションテーマを決め、ワーク

ショップ、企画会議を重ねながら、プレゼンテーションの全内

容を構築してもらうことにした。そこで、京都市ごみ減量推進

会議に地域で活動する団体を2団体選出してもらい（但し、こ

の2団体を決定選出するまでには多くの努力が成されたこと

を付記しておく。）実際の地域デビューを3Rリーダーが果た

せるように計画を進めた。

　また、2010年1月～2月にかけて3回連続の企画実践講座

を開催した。ここでもワークショップ形式が主となり、企画を

つくっていくプロセスを参加者が体験をしながら進めていく

ものとした。最後には、自らが企画したことをチラシに表現す

るという形式をとる方向で進めた。

②拡大教養講座

　拡大教養講座は、3Rリーダーに対し、より幅の広い知識へ

と興味を誘う目的で、ものづくり、暮らしの工夫、学びの最前

線で働き、活躍している人にスポットライトを当てた。

　具体的には一澤信三郎帆布の一澤夫妻、泰家住宅の泰め

ぐみ、同志社女子大学現代社会学部現代子ども学科教授　

上田信行の3氏を選出した。

　彼らとは幾度となく打ち合わせを重ね、参加者のイメージ

を伝え、これからの地域社会で活躍していく参加者に伝える

べきこと、共感しあいたいことを語り合った。
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3Rリーダーデビュー＆スキルアップ講座の企画②

3者とも大変多忙ではあったが、快く引き受けてくれた。

　一澤信三郎とは、ものづくりへの姿勢、近年失われている

売り手と買い手の信頼関係、長持ちの秘訣、そのための修理

の手ほどきなどをメッセージすることでまとまった。また、普

段は見られない工場を拝見できることとなった。

　泰めぐみとは、町家暮らしの中に今も息づいている消費の

みに頼らない充実した暮らし、それは現代社会の中で何故消

えていったのか、回復の手立ては何かについて語り合った。当

日の彼女の素晴らしいプレゼンテーションは圧巻であった。

　上田信行との出会いも素晴らしかった。彼は誰もがワクワ

クするような学びの現場をつくりたいという考えのもと、「プ

レイフル」という言語を編み出し、協働の中から新しい学びが

生まれていくワークショップを展開している。今回も“環境の

中から生まれる私の大切な言葉”をテーマにプレイフルワー

クショップを行うことで意見がまとまった。参加者は自ら生み

出す工夫やアイデアで3R活動への大いなるきっかけをつか

むことができると思われる。

　さて、拡大教養講座の終盤では合格者ミーティングが行われる。

　第二回検定合格者を迎えて繰り広げられるイベントで、3月5日㈮には座談会「天・地・人 ～地球

の見方と来るべき私たちの世界～」と題し、国際高等研究所所長・京都大学前総長 尾池和夫氏、京

都市地球環境政策監 大島仁氏を迎え、語り合うこととした。

　また、午後の部として「計算講座」と題し、エコロジカル・フットプリントやCO2削減等の計算の具体

について聞く。（京都府立大学生命環境科学研究科准教授 山川肇氏、京都大学環境保全センター

准教授 平井康広氏を講師とした。）

　3月6日㈯は、当初は先輩3Rリーダーからプレゼンテーションを実際に行ってもらう予定でいた

が、既に何回もプレゼンテーションを行っている経緯もあり以下に変更した。

　実行委員会代表　挨拶 石川県立大学 教授 高月　紘

　総評（質疑） 京都大学環境保全センター　教授 酒井伸一

　合格者デビュープログラムやリーダー活動紹介 3R検定実行委員  大橋正明

　合格者意見交換会（ワークショップ形式）
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資料① 準備段階で作成された企画書

資料② 当初配布された講座案内チラシ
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オリエンテーションデー
2009年9月30日

　初めに8分間のスライドショーを行った。スライドショーは

効果的である。見知らぬ人が集まる環境での緊張を和らげ、

なおかつ3R社会のイメージを身近なものにしていくには、と

てもよい方法である。堅い講座のイメージを払拭し、参加者

を期待感へと導くことができる。ウエルカムトークをリラック

スした環境で迎えることもできる。

　私たちはここでネームプレート（各人が名札をつくる）づく

りを実施。実名を書くのではなく、愛称やあだ名等を記入して

もらうことで参加者間の関係を親しみのあるものにしていく

ことに成功した。これは講座が進むに従ってより効果を増して

いった。各人がお互いに愛称で呼び合うことでコミュニケー

ションをスムーズにしていった。

　さて、ここで各参加者にアンケートを試みた。内容として①

検定受検の動機②不安に思うこと③もっと知りたいこと④そ

して自分はこんなことができる　ということを記入してもらっ

た。これを4象限に割った図の中に記入。

　この記入用紙をもとにデートゲームを行う。参加者が他の

参加者の用紙に自分とデーとしてもらう曜日を予約していく

手法である。一斉にヨーイドンで我先にと相手の予約をとり

あう楽しいゲームである。予約を終えたらペアで5分間話し合

うというもの。（相手がどんなニーズでここへ来たか、これか

らどんな3R活動に取り組みたいかというニーズがわかってい

く。）

　これらの「うちとけ」を最初に果たしてくれたのがサークル

ボールである。ボール一個で輪になって相手の名前を呼びな

がら互いにキャッチボールする。キャッチの失敗、キャッチの

成功を例にとり、松木正は心のつながりや思いやりの大切さ

を解説していく。人間関係をつくる第一歩がここから始まる。

①スライドショーとウエルカムトーク
②ネームプレートづくり
③デートゲームの実施
④サークルポールの実施

構成

輪になって順送りにキャッチボール。最後の人まで無事投げ

終えることができるかにチャレンジする。うまくキャッチでき

ない人がでて大変であったが、より協力する、助け合う気持ち

が大きくなっていく、そして最後は心がひとつにまとまって大

成功する。
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2009年10月7日

3R活動ガイダンスとプレゼンテーションテーマの発見

①ガイダンス
浅利美鈴のオリエンテーション。3Rの最新情報を交えて、いく

つかの知識の紹介が行われて、改めてこれらの知識を高めて

いく意義が確認される。クイズ形式で模擬検定試験のような

雰囲気を醸し出す。

②テーマの発見
同じような目標をもったメンバーというのはおおよそデート

ゲームで理解できている。そこで2チーム（1チーム4～6名）

に分かれ、チームの中で話し合ってもらった。テーブルの上

いっぱいに広げられた模造紙、ここではサポーターとして講

師やファシリテーター、コーディネーターも参加する。ファシ

リテーターは話し合いの中から生まれたキーワードを記入し

てテーブルの上にリアルタイムで投げていく。いよいよチー

ムが動き出す瞬間である。ここでチーム名が決定。

A　捨てたもんじゃないチーム（捨てもんチーム）
B　きれいなごみの作り方教えますチーム（きれいなごみチーム）

プレゼンテーション実施へ

捨てもんチーム きれいなごみチーム

各グループ毎のミーティングワーク　日時は随時設定された
2チームは以下の展開でコンテンツを作成していく

コンセプトレベル

計画レベル

デザインレベル

ごみはどうして生まれるのか
私たちの社会背景を見つめ直そう。
食と暮らしから地産地消を考えよう。

テーマを
「私たちの買い方・食べ方・捨てない方」
～身近な食生活の現場から～に決定。

昭和30年代のちゃぶ台を囲むシーン、
八百屋で買い物するシーンを実演しながら
映像と組み合わせてシナリオをつくった。

生活の中の工夫、ごみの出し方にもいろいろある。
ひとつひとつの資源の見直しが
ごみのスリム化を生む。

テーマを
「メタボなごみからスリムなごみに」
に決定。

ゴミ出しをするステーションでの会話を表現。
各々が持って来たごみを見て、スリムさんが
まさにごみのスリム化を現場で実施する設定。

A B
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2009年10月27日

2009年11月4日を経て

2009年12月2日・5日
2回のリハーサルを重ね、地域の人々へのプレゼンテーションを実施することができた。

地域団体として応えてくれたのは

①柊野地域女性会ごみ減量推進会議

②春日野学区地域ごみ減量推進会議　

であった。①を捨てもんチームが、②をきれいなごみチームが担当した。

プレゼンテーションリハーサル
一般公開プレゼンテーション見本市
地域デビューの実践へ

捨
て
も
ん
チ
ー
ム

A

き
れ
い
な
ご
み
チ
ー
ム

B
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2010年1月12日・20日・2月2日

企画実践講座①

　マザーアース・エデュケーション 松木正、ファシリテーター

大島一、立野美香、ファーマーズ プランナー＆デザイナー 河

原純代、及びコーディネーター大橋正明が加わって企画実践

講座が3回連続で開催された。

ステップ①「学び方を学ぶ」

　Do（やってみる）→Look（みてみる）→Think（かんがえる）

→Grow（わかる）の理論に、体験することの大切さ、そこから

「何故？」の疑問、興味、関心を心の中に沸き立たせる術、そし

て何が起こっているのかを分析する能力を働かせながら、あ

る種の本当の欲求を発見していくプロセスが入念に語られ

た。

ステップ②マーケティング的発想の重要性

　企画者がやりたいと思うことと現状に何故ギャップが生ま

れるのか。それは何故「思い」は「カタチ」にならないのか、そこ

にマーケティング分析が重要であること、すなわち単なる思

いではなく、説得力のあるコンテンツづくりには社会背景や

時代毎の価値観のしっかりとした分析が必要であり、自分の

思いではなく社会の思いへと変えていくスキルを身につけよ

うという講義が展開された。

　ここでは「企画」という字はどのような思いで形成されてき

たという解説もされた。基本から学んでいく講座に参加者は

大いに関心を寄せた。

　同様のことは「コンセプト」という概念についての説明にお

いても成されていった。目的（ねらい）をしっかりとターゲット

として設定し、目標（成果）を何にしていくのか、そこへたどり

着くプロセスはどのようにアプローチされていくのかを実践

的に学んでいった。
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2010年1月12日・20日・2月2日

企画実践講座②

ステップ②環境をテーマに「チラシ」づくり

　いきなり企画書づくりはやはり当該参加者には難しかった

ため、チラシという一枚に思いを込めて企画書に込められる

内容をそこに映し出してみようという視点でチラシづくりの

プロセスを実践した。

　ここでも松木正から戦略シートが配られ、そこに参加者自

身が考え方やアイデアを落とし込んでいくというワークショッ

プを展開。テーマを見つける、コンセプトを考える、5Ｗ1Ｈを

形にする、セールスポイントをつくるなどを体験。最後に講師

の河原純代からチラシの実際がデモンストレーションされた。
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2009年11月18日

拡大教養講座①
一澤信三郎帆布「工場見学と座談会」

　さまざまな世代、あらゆる職業の人々から信三郎帆布は求

められる。

　しかし、特別なことはしない。ひたすら道具として、どのよう

にしておけば生活の道具として役に立つか、長持ちするか、信

三郎の世界には気負いはない。

　一澤信三郎は快く工場の内部を見せてくれた。そこにはひ

たすら理に叶ったものづくりの姿勢が一貫して流れていた。

丁寧なミシンがけ、古くなって破損が目立ってきた顧客の製

品のために準備された端切れや金具、よく研ぎ澄まされたハ

サミ、木槌、生き生きと仕事に打ち込む職人たち、ペアでひと

つのものをつくりあげるシステム、どれをとっても手仕事の輝

きがある。

　信三郎は当時つくられていた牛乳ビンを入れるためにつ

くったバッグや集金袋などを見せてくれた。

　作り手と顧客は対面しながら互いに濃密な情報を交換しあ

うことが大切。町は今のように消費一辺倒の町であってはな

らない。ものづくりの仕事の風景、トントン、カチカチと仕事の

音が聞こえる町があってこそ、子どもたちは成長していくと力

説する。

　今の商品はなんでも一体成型。これをどうやって修理して

いくのか、そこが見えない。ものは生命がある。生命があるも

のはいつか壊れる。その時、修理を重ねながら寿命を延ばし

てあげる。そういう心意気、心持ちが消えているとも語ってく

れた。

　最後にはオリジナルのストラップや手ぬぐいも参加者にプ

レゼントしてくれた。全てはこの日のために準備されたもので

ある。
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2009年12月8日

拡大教養講座②
泰家の町家を訪ねて「町家暮らしは3Ｒ」

　泰めぐみがスライドショーを展開してくれた。町家暮らしの

1年をスライドとして紹介。高度成長期時代に失われていた

暮らし。しかし、ここには今も充実した暮らしが続いているこ

と、生活の中の行事、庭先の雑草を楽しむ生き方、ものを大切

にする暮らし、季節を呼び込む住まい方、手づくりの料理を楽

しむということ、地域社会とのおつきあいのありよう、子ども

たちにとって大切な教育が、暮らしの中にはいっぱいあるとい

うこと、京都という町は自転車や徒歩にとても適しているとい

うことを彼女の実生活から語りかけてくれた。

　まさに3Ｒを実感する一日となった。

　生活が空洞化している現代人にとって創造的で充実した暮

らし方をどのようにして取り返すか、そのヒントが思いっきり

詰まっている泰めぐみの町家ぐらし。そんな感想を参加者全

員が共有した一日であった。

　「もう、お腹いっぱい、胸いっぱい」の参加者の感想がそれを

裏付けていた。
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2010年1月26日

拡大教養講座③
上田信行の「プレイフルワークショップ」

　「何かに真剣に没頭して夢中になることを『プレイフル＝

playful』と呼んでいます。世の中を明るく変えていくには、こ

のプレイフルというエンジンがすごく大事だと思うのです。」

上田信行（同志社女子大学現代社会学部現代こども学科教

授・ネオミュージアム館長）は、そう語ってくれた。

京都市ごみ減量推進会議では、上田信行をお迎えして、プレ

イフルなワークショップを行った。

　「みなさん、ようこそカフェ・ド・エコへ」

こんなことばから、プレイフルワークショップは始まる。

①オリエンテーション

はじめに対話（ダイアログ）とは何だろう。知り合った人たちと

豊かに対話することの意味や意義などが語りかけられる。参

加した人々とキャッチボールするかのように。

②カットアップス（cutups）開始

みんなで好きな雑誌からことばを探し、気に入ったものを手

やハサミで切りとる。そして、テーブルに敷き詰められたロー

ル紙の上で、1テーブルあたり3～4人ぐらいで、コラージュを

つくっていく。（バラバラのものを組み合わせ、一つの世界を

つくっていくこと）切りとったことばに自分のオリジナルのこと

ばを書き加えていく。そして語りあう。

上田信行は最後に、ワークショップの始めから撮っていた多く

の写真をパソコンに取り込み、最後に「今日一日をふりかえっ

てみましょう」ということで、スライドショーをみせてくれた。

ビートルズの「ロング・アンド・ワインディングロード」の音楽に

のせて。リアルタイムで自分たちがやったことを見ることがで

きる。これは何より素敵なふりかえりであった。

『学び』とは、何かを教えてもらうことではなくて、人と人の相

互作用の中で新しいものを発見し、仲間と力を合わせて向上

できる、すごく楽しいこと。私にはそのように思えるのです。

上田信行
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2010年3月5日・6日

拡大教養講座④
合格者ミーティング

3月5日　記念イベント

●座談会

「天・地・人 ～地球の見方と来るべき私たちの世界～」
出演者 国際高等研究所所長・京都大学前総長 尾池和夫

 京都市地球環境政策監 大島　仁

（聞き手 3Ｒ検定実行委員長・京都大学環境保全センター助教　浅利美鈴）

●リレー講座

「計算講座の開催」
①ごみ会計はどうなってる?家庭のおサイフを計算する

 京都府立大学生命環境科学研究科准教授 山川　肇

②地球を計算する（ライフサイクルやエコロジカル・フットプリント、CO2削減など）

 京都大学環境保全センター准教授 平井康広

3月6日　記念イベント

　午前中は石川県立大学教授・3Ｒ検定実行委員会代表　高月 紘からの挨拶と

京都大学環境保全センター教授　酒井伸一から総評が行われた。

　午後は、3Ｒ講座のビデオショーの紹介やニュースレターの紹介のあと、出席者全員と

ワークショップ。ここでもデートゲームを開き、全員が交流し意見を出し合った。このことは

参加者にとって大変新鮮であったとの意見を後にいただくこととなり、早くも3Ｒ活動へのつ

ながりが生まれた有意義な一日となった。
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3Rリーダーデビュー＆スキルアップ講座を終えて
参加者の感想①

京都市環境政策局
森川　善孝
　３Ｒ検定を受験したのは、仕事上必要になったからだ。
　３Ｒ検定（リーダーのたまご）に受かってからはそれを活かし
て地域の人たちにと思っていたけど、じゃ～どう言うふうに伝
えたらいいのか？
　その時、３Ｒリーダーデビュー講座のことを知り今後に役に
立つのではと（たまごやけど）申し込みをした。
　想像していたのは、決められたプログラムに沿って淡々と
進めるよくある教養講座のようなものだと思っていたのに、
それとは違いかなり（受講したことを後悔するくらい）内容は
濃い～いものだった。
　２チームに分かれて各テーマを決めそれをプレゼンテー
ションするのだがどうしたら自分たちの伝えたいメッセージを
送れるのか、講師、スタッフのアドバイスを受けながら、芝居と
映像で見せる作品ができた。チームみんなで苦労して完成し
たものなので、発表したときの気持ちは最近では味わったこ
とが無いほど緊張したしちょっと感動した。それから地域の団
体へのプレゼン。そして、子供向けのイベントでプレゼンテー
ションこの時は始まってしばらく観客ゼロという背筋の凍りつ
くような・・・いい経験ができた。
　その後も拡大講座や企画講座、それぞれの講座の内容は
ちょっと変わったでも面白い他では聞けない話で退屈する事
がなかった。スタッフ、参加者みんな不思議で楽しい人ばかり
で出会えて本当に良かった。先日プログラムの最終日を向か
えた時は、え！これで終わり？と思うぐらいあっけなく寂しい思
いがあった。しかしこれは終わりではなく３Ｒリーダーとしての
新しいスタートになる。これからチームの一人一人が地域に
帰って活躍するのは間違いない？と思う。

The Re-Greate Works’
兵庫県　中村　惠子
　晴れ女の私には珍しく土砂降りの雨の中、朝6時に家を出
て京エコロジーセンターに出かける。着いたのは9時半前で
部屋は暗くて何方も来られていない様子。どのような方たち
が参加されているのか、とても興味津々だった。
　最初にお声をかけてくださったのが事務局をされている高
橋さん（かっちゃん）そしてニュースレター編集長の大橋さん
（オーハ）、そうこうするうちに参加者の方々も到着されている
のだが誰が参加者？講師？始まるまで何の集まりかと思うほど
年齢層も風貌もまちまち、これは結構面白そうだし、なんだか
難しそう…講座も興味深いが私はなぜか参加されている人
たちに目が向いてしまう。
　松木先生（松木っちゃん）の講座では「参加者は一つのチー
ムなのだ」ということ。枕ことばつきで読んでほしい名前を各
自名札に書き込む。その後、名札にかかれた名前を呼びなが
らキャッチボールで場を和ませ、デートゲーム？で初対面の人
と話すチャンスをいただく。
　今まで経験したアイスブレイクとはちょっと違った方法で進
行し、2つのチームに分かれた。
　私が参加したグループは省エネルギー・省資源を考え暮ら
しを見直そうという人たちの集まりであるが今一つ話は進ま
ず1回目は終了。次回はあまり乗り気がしないけれど…などと
思いつつ、いやいや、人は見かけによらぬもの、今一度期待を
かけてもよいではないかと。
　2回目のもまた雨、気は重いが新しい参加者3名が加わり、
さらに具体的にプレゼンテーションができるように話し合う
が、なんだか歯抜け状態のグループになってしまっていた。
　3回目は私事の都合で欠席、MLを傍観するのがやっとの状
態だったが、なんだか気になる語句がチラホラ（なんでこんな
にも上から目線なのか？人をのせない言葉が多いのか？）見当
たるが欠席では…「ちょっと違うだろう～！」と内心思いつつも
4回目の集まりには何とか駆けつけた。
　でも会ってみて話し出すとすーっと仲間に入れてもらえる
この感触は何なんだろうと。そうなんだ！皆それぞれ意見も体
験も違っても環境に配慮して暮らそうと考えている人たちな
んだという共通項が、とても心地の良い場をつくってくださっ
ているのだと感じた4回目だった。結構「きれいなごみ」を考え
る「捨てたもんじゃない！」メンバーなのかも。
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ふろしき研究会所属
福岡県　髙倉　裕子
　いざ出陣！　昨年の９月から毎月せっせと福岡から京都へと
足を運ぶ私。我ながら、よく毎月足を運ぶなと感心する。　銭
が飛ぶ～。　OLにとっては懐が痛い。

　この３R講座を受ける前は、きっと堅苦しく、難しい環境の話
を聞かされながら、ペンを片手に必死に先生の話すことを
ノートに取るんだろうなと思っていた。
　でもいざ、講座が始まると、堅苦しい雰囲気も難しい環境
の話もなかった。この講座は自らが参加し、自らが考え、自ら
が体験する講座であった。

　講座の参加者が２チームになり、京都市民に向けてプレゼ
ンテーションを行った。　チーム全員が考え、作り出したプレ
ゼンである。このプレゼンを作り上げるまでのチームのみん
なの頑張りには、正直驚いたし、感動した。
　そして、刺激を受けた。　正にみんなが一丸となって作りあ
げたプレゼンテーションであった。
　でも、福岡在住の私は、プレゼンの打合せや練習や準備に
満足に参加出来なかったので、その点はちょっと心苦しかった
のだが・・・。
　でも、このプレゼンに参加出来たことは、本当に良い経験に
なったと思っているし、何よりみんなで作り上げたことに喜び
を感じた。

　
　
　そして、今年になって、今度は個人での企画書作りを勉強し
ている。　考えてみれば、企画書は何度か作ってはいるもの
の、しっかりと作り方を学んだことがなかった。
　企画とは、おもいをかたちにするもの。　ここからどう展開
していくのか？　正に今、体験学習中である。
　今後、企画書作りは、大変重要なものになりそうだ。　今、
しっかり学んでおかなければ！

　この講座も残りわずかとなり、もうせっせと福岡から足を運
ばなくてもいいのかと思うとちょっと寂しい気持ちになる。　
　最初の頃は、足取り重く、京都へ向かっていた私だったが、
いつしか、足取りは軽くなっていった。
　この講座に参加しなければ知り合えなかった方達とも、もう
すぐお別れかと思うと、こちらも寂しい気持ちになる。　また
機会があれば、何かを一緒に出来たらいいなと思う。

　この講座は、毎回興味深く、決して退屈することなく学んで
いけた。環境問題を頭ではなく、心と体で考える講座のようで
あった。

　この講座を受けて良かっただけでは意味がない。　それを
今後どう活かしていくのか？　それが大切だと思う。
私は、これからの自分に期待したい！

3Rリーダーデビュー＆スキルアップ講座を終えて
参加者の感想②

報　告

みんなのヴィジョン創造研究所　大橋 正明


