
ローボノ⽀援隊
ローボノ⽀援隊（通称 ローボノ）の活動報告

⽂社協(フミコム）https://www.d-fumi.com/member/detail/331



＜活動＞＊会則より抜粋

「ローボノ⽀援隊」(以下ローボノ)の活動内容は次に掲げる。

1 ローボノは、⼦どもたちのクリエイティブ教育を⽀援し、モノ作りに対
する意識を育てる。

2 ローボノは、コミュニケーションデザイン活動を通じて、⼈と⼈との融
和と地域活性化に貢献する。

3 ローボノは、デジタルマーケティング時代のイノベーションを促進し、
まちおこしから地⽅創⽣を⽀援する。

4 ローボノは、国内外で活躍できるアーチストやクリエイターを招聘し、
区⺠の憩いと⽂化のまちに寄与する。

5 ローボノは、地⽅⾃治体および各種団体・NPOなどと連携し、無償でス
キルを提供し区⺠の負託に応える。



＜実績＞
●『⾃分のマークをつくろう︕』
＊2016年⽂京ボランティア・市⺠活動まつり（OAC協⼒）

RYO
FC東海岸 9●茅ヶ崎東海岸小学校

小３のRYO君が好きなサッカーを自分のマークにしました。

最初に名前のRを書きました。

次にサッカーボールを書きました。

名前とサッカーボールをつなげました。

◀RYO君がデザインをしました！

OACのデザイナーが仕上げました。

OACのデザイナーのちょっとしたアドバイスで



●『⽂社協だより・広報紙ワークショップ』
＊2017年⽂社協広報スタッフ（OAC協⼒）



●『効果的なチラシの作り⽅』
＊2017年アカデミー⽂京/ボランティアスタッフほか



●『ティーンズクリエーション展2017』
＊さかえdeつながるアート事務局（OAC協⼒）

OACローボノ支援隊とかながわデザイン機構は、

さかえdeつながるアートよりオファーを頂き、

ティーンズクリエイション展2017・栄区民文化センターリリスで

「自分のマークをつくろう」ワークショップを開催。

自分のイニシャルと夢や好きなものを描いてもらい、

それをリファイン、カードにしました。

3）M：スマフォ 4）M：人生は音楽だ！ 5）S：絵を描くのが好き  

8人とのコラボ

H.A. H.A.

H.A.H.A. H.A.

H.A.H.A. H.A.

7）N： 屋根つきのスクーターが好き 8）U：歴史とバスケが好き 

1）S ：ドラゴンと好きなサッカー 2）A ：バトミントン とカメラが好き8

6）M：  カエルが好き

Y2017A11M26A
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!平成30年2月号（通巻第206号）文京アカデミー　　　　
日  日時　会  会場　内  内容　師  講師　対  対象　定  定員　￥  費用　申  申込　〆  締切　問  問合せ先

アカデミー文京 学習推進係
K03-5803-1119
（平日 9：00～17：00）

文京アカデミーの催し
（生涯学習関連）

申 このページに掲載されている事業の申込先（はがき宛て先）　〒112-0003 文京区春日1-16-21 アカデミー文京 学習推進係

メセナ講演会
「成功する広告の戦略・表現の
ヒミツとヒケツ」受講生募集

広告成果を出すための「チームの作り方・仕事の進め方・広告戦略の
組み立て方・広告表現」のコツを伝授します。成功事例を軸に、会場
の皆さんとの対話方式で講義を進めます。さあ、「成功する広告の戦略・
表現のヒミツとヒケツ」探求の旅にいっしょに出かけましょう。
今回はメセナ講演会として公益社団法人日本広告制作協会と（公財）文
京アカデミーとの協働で開催します。
日  3月5日（月） 14：00～15：30
会  スカイホール（文京シビックセンター26階）
師  佐藤良仁
（公益社団法人日本広告制作協会 理事）

対  文京区内在住、在勤、在学者
（15歳以上、中学生を除く）

定  ７０名（抽選）　 ¥  無料
申  往復はがきに①メセナ講演会②住所③氏名
（ふりがな）④年齢⑤電話番号⑥在勤の方は勤務先名・所在地・電話
番号、在学の方は学校名と、返信用にもあて先を明記し上記へ

※3～6歳の就学前児の無料保育があります。希望者は応募はがきに赤
字で「保育希望」、子どもの氏名（ふりがな）・性別・年齢を記入
※手話通訳あり。詳細はお問い合わせください。
※往復はがき1枚につき1名でお申込みください。
※受講は当選者ご本人に限ります。
＊HPからも申込ができます→http://www.b-academy.jp/
〆  2月22日（木）必着

平成30年 文京アカデミー
生涯学習フェア開催

区内の様々な「生涯学習」をご紹介するイベントを
開催します！　文京シビックセンターにて、区内で活
動するサークルなどが舞台発表や展示紹介を行い
ます。お気軽にお立ち寄りください。

●参加団体、内容は変更になる場合があります。

楽器演奏やダンス、合唱などサークルの練習成果を発表します。
会  文京シビックホール 小ホール（文京シビックセンター2階）

作品の展示・活動紹介・講座紹介などがあります。参加サークルのメンバーに直接話が聞
けるほか、生涯学習に関する相談もできます。
会  ギャラリーシビック・アートサロン
（文京シビックセンター1階）

日  14日（水）・15日（木） 10：30～17：00

活動
紹介

●文京区
生涯学習サークル連絡会
（加入サークルの紹介）

●文京ふるさと
歴史館友の会
（街歩き・講演会）

●文京区高齢者
大学生の会

（史跡めぐり、講演会）

●文京区女性団体
連絡会

（加入団体の紹介）

●かぶこう会
（歌舞伎、文楽の勉強会）

●文京漱石会
（読書会）

★絵本づくり文京 ★SKGスペシャル
ニットグループ

●文京バード
カービングクラブ

●陶芸サークル
あじさい

●フラワーデザイン
はなはじめ

手芸
工芸

★文
ぶん
韻
いん
書道会

書

短歌
・川柳

●講座紹介
（区内大学・

カルチャーセンター）

講座
紹介

★日本画音羽会 ★東京版画会

★成
なる
美
み
会
かい

（油絵）
★塗り絵

アートサークル

★都友会
（絵画）

★千石絵手紙の会

絵

日  14日（水） 10：30～17：30
時間 参加団体 発表内容
10:30～ 白山フラフレンズ フラダンス
10:40～ ケ アロハ フラ オハナＧ フラダンス
11:10～ はなみづき フラダンス
11:25～ 文京ウクレレ仲間 ウクレレ演奏
11:55～ エアロたんぽぽ シニアエアロビクス
12:10～ それいゆ 手話コーラス（歌・体操）
12:25～ 文京奇術会 手品

休憩（12：55～13：15）
13:15～ あさがおの会 合唱
13:35～ 文京シャンソン同好会 合唱（シャンソン）
14:05～ オリーブ オカリナ合奏
14:35～ ＭＪ×８+１（エムジェックスエイトプラスワン） 楽器演奏
15:05～ パセリクラブ 合唱

休憩（15：25～15：45）
15:45～ ｌａｕ lｅ’ａ（ラウレア） フラダンス
16:15～ 太極拳クラブ 弥生会 太極拳
16:45～ あんさんぶる・みゅう 弦楽四重奏
17:15～ kanada塾 詩の朗読とシニアダンス
日  15日（木） 10：30～17：20
時間 参加団体 発表内容
10:30～ 森川サークル フラダンス
10:45～ コープみらい 体操サークル／

コープみらい レクリエーションダンス
リズムダンス／
レクリエーションダンス

11:15～ エアロモンステラ シニアエアロビクス
11:30～ ハイビスカス フラダンス
11:50～ Hula Pualeilani's（フラ プアレイラニズ） フラダンス

休憩（12：10～13：00）
13:00～ 脳トレ合唱団 合唱他
13:30～ 愛唱会 合唱
14:00～ ピアノを楽しみましょう！ ピアノ演奏
14:30～ 詩吟國暠会（しぎんこっこうかい） 詩吟

休憩（15：00～15：20）
15:20～ 琴玲会（きんれいかい） 大正琴演奏
15:50～ ヘルマンハープ同好会“ヘミオラ” バリアフリーハープ演奏
16:20～ 東京バラライカ・アンサンブル音羽グループ バラライカ演奏
16:50～ ウクレレフレンズ東邦 ウクレレ演奏と歌唱

★みずのと会
★文京篆

てん
刻
こく
教室

佐藤良仁氏

展示・サークル紹介舞台発表

●文京川柳会

★芽吹き会
（かな）

●ハート＆
ヘルスサークル

●お花の
すみれの会

●NMC
古流いけばな
クラブ

●文京短歌の会

区民プロデュース講座の企画・提案を募集します
区民の皆さんから企画提案いただいた講座を「区民プロデュース講座」として実施しています。提案者ご本人
が講師でも、お知り合いの方が講師の講座でも結構です。他にはない生涯学習講座の企画をお待ちしています。
日  講座実施時期
 平成30年度後期（10月～12月）
 平成30年度後期Ⅱ（平成31年1月～3月）
対  文京区内在住・在勤・在学者（15歳以上、中学生を除く）、区内で活動してい
るサークル・ＮＰＯ・個人・団体

申  アカデミー文京 生涯学習相談窓口（文京シビックセンター地下１階）へ持参
（郵送不可）
　 【受付日時】3月23日（金）までの水曜日･木曜日･金曜日･土曜日（土曜日は
3/3･10･17のみ）13：30～16：30（但し祝休日を除く）

 ※2/28（水）3/2（金）3/8（木）3/14（水）3/16（金）は13：30～19：00
＊詳細はアカデミー文京・地域アカデミーで配布中の募集要項をご覧ください。
＊募集要項はＨＰからもダウンロードができます→http://www.b-academy.jp/

上記講座企画及び通常の生涯学習相談を行います
区民プロデュース講座を企画するにあたり、「この企画は文京アカデミア講座として実現可能なのか」「企
画書の書き方がわからない」など募集要項を読んでもわかりづらい事があれば、学習相談をご活用くだ
さい。（1 回の相談時間・最長 60 分）
文の京生涯学習司（区認定資格有資格者）がご質問にお答えします。
生涯学習に関する様々な相談も行っています。
会  アカデミー文京 生涯学習相談窓口（文京シビックセンター地下1階）
対  どなたでも　 ¥  無料　申  当日直接窓口へ
※区民プロデュース講座企画の相談は事前予約が可能です。上記、アカデミー文京 学習推進係にご連絡ください。
※締切間際は混み合う可能性があります。
※提出にお越しいただいた際に、相談の予約が入っている場合はお待ちいただくことがあります。

生け花

問  〈舞台発表〉施設管理係 TEL03-5803-1100　〈展示・サークル紹介〉学習推進係 TEL03-5803-1119

どなたでも
入場無料！

2月14日㈬
15日㈭

文京アカデミア講座
今年度受講生の作品展示もあり！

★…ギャラリーシビック
●…アートサロン



@Aw{V|}FGHIJKL
AHI@JKRef&g!LZ[\]#^)

@A~�ÄÅb8KVÇÉÑL
AHI@sKRef&g!L/yz{|}~Ref&Rw�

小学校から高校生まで、
夏休みはアカデミアで
たのしくまなぼう

ぐらぐら揺れるスラックラインの上
をバランスをとって渡ります。また、
こま回し、皿回し、竹とんぼ、竹馬な
どの伝承遊びを通して、力のバラン
スにも気づき、バランス能力を向上
させましょう。

●講　師／貞静学園短期大学専任講師
岩井 幸博

●月　日／7月31日(火)　
●時　間／9：30～11：30
●回　数／ 1回 
●定　員／30名
●対　象／小学1～6年生
●受講料／400円 ●教材費／100円
●会　場／貞静学園短期大学

6 バランスの達人～スラックラインと伝承遊び～

5
お話を考えて、絵にしてみよう。
むずかしそう？きっと、だいじょうぶ。
どんなお話でも、どんな絵でもすて
きな紙しばいになるよ！

●講　師／ エディトリアルデザイナー
 川崎 紀弘 

●月　日／7月30日(月)
●時　間／13：30～15：30
●回　数／1回 
●定　員／20名
●対　象／小学1～4年生
●受講料／500円 ●教材費／1,800円
●会　場／アカデミー文京レクリエーションホール

じぶんでつくる！紙しばい 9

※月日はA・Bのうち、どちらかを明記のう
え、お申込みください。

ボールを転がすスロープとロボット
を自由に組み立て、これをプログラ
ミングで操ることで「何かのきっか
けでボールが転がる」装置を作りま
しょう。創意工夫を楽しみながらプ
ログラミングを学べます。

●講　師／東京大学情報学環中山未来ファクトリー
特任研究員 阪口 紗季

●月　日／A 8月2日(木)
B 8月3日(金)

●時　間／13：00～1７：０0
●回　数／1回 ●定　員／ 各8名
●対　象／小学4～6年生
●受講料／なし ●教材費／ 500円
●会　場／東京大学本郷キャンパス情報学環オープンスタジオ

挑戦！ロボットプログラミング！ 1

2

311
百人一首かるたを使って遊んでみ
ませんか。百人一首の下の句に自
作の歌を組み合わせたり、大学の
かるた部員と一緒にかるた取りをし
ましょう。
跡見学園女子大学図書館には、
３，０００点にのぼる百人一首があり
ます。すごろく、かるたなど「これも
百人一首？」というような珍しいも
のもお見せします。

●講　師／跡見学園女子大学図書館課長
貴堂 直

●月　日／8月7日(火)
●時　間／13：00～14：30
●回　数／１回 ●定　員／１５名
●対　象／小学4～６年生
●受講料／５００円  ●教材費／なし
●会　場／跡見学園女子大学
 文京キャンパス

百人一首を体験しよう！
月のクレーターや土星の輪も見え
る、自分だけの天体望遠鏡を作りま
す。
夏休みに見える星空や、天文現象に
ついても学べます（三脚は教材に含
まれません）。

●講　師／天文学普及プロジェクト「天プラ」代表　　 
　 東京大学特任准教授 高梨 直紘
●月　日／7月31日(火）
●時　間／A10：00～12：00

B13：30～15：30
●回　数／1回 ●定　員／各30名
●対　象／小学1～3年生※1、2年生は保護者同伴
●受講料／500円 ●教材費／ 3,000円
●会　場／アカデミー文京レクリエーションホール

7 自分の天体望遠鏡を作ってみよう！

※時間はA、Bのうち、どちらかを明記の
うえ、お申込みください。

●講　師／こどものアトリエぱぴえ
 キッズインストラクター 鈴木 智子ほか
●月　日／8月7日(火)
●時　間／13：30～15：30
●回　数／ 1回 ●定　員／20名
●対　象／小学1～4年生
●受講料／1,200円 ●教材費／ 800円
●会　場／アカデミー文京　
  レクリエーションホール

12 不思議なはり絵でランプシェード

※食べることはできません。
※作ったものは持ち帰れます。

●講　師／文京学院大学女子高等学校教諭
岩川 暢澄

●月　日／8月4日(土)
●時　間／13：00～14：30
●回　数／1回 
●定　員／30名
●対　象／小学1～3年生
●受講料／なし ●教材費／1,000円
●会　場／文京学院大学女子中学高等学校

10 人工イクラ（アルギン酸ボール）をつくろう！
海草のネバネバ成分と乾燥剤の成
分を使って人工イクラをつくる実験
に挑戦します。絵の具や蛍光色素で
“カラフルなイクラ”や“光るイクラ”
をつくりましょう！保護者の方も一
緒に参加してみませんか？(申込み
は子どものみで可)

8
3大学の先生がお話と実
験·実習であなたを研究者
に「変身」させる今回で8
回目の講座です

●講　師／日本医科大学大学院教授
金田 誠　ほか

●月　日／7月31日(火)
●時　間／13：00～1６：00
●回　数／ 1回 ●定　員／20名
●対　象／小学5～6年生
 中学１～２年生
●受講料／なし ●教材費／1,000円
●会　場／日本医科大学基礎医学大学院棟

君も研究者になってみませんか PartⅧ

8
昨年に引き続き、お話と実験であ
なたを研究者に変身させます。今
回は身近な果物を用いて遺伝子と
DNAについて考えていただきま
す。

●講　師／日本医科大学大学院教授
 岡田 尚巳
●月　日／7月31日(火)
●時　間／13：00～1６：00
●回　数／ 1回 ●定　員／20名
●対　象／小学5～6年生
 中学１～２年生
●受講料／なし ●教材費／1,000円
●会　場／日本医科大学基礎医学大学院棟

君も研究者になってみませんか PartⅧ

2
みなさんは海藻について
どのくらい知っています
か?
目で見て、手でふれて海藻
について学びます。おみや
げに世界にひとつのマイ海
藻カードを作ります。

●講　師／お茶の水女子大学特任講師
里 浩彰

●月　日／7月25日（水）
●時　間／A 13：30～14：30

B 15：00～16：00
●回　数／1回 ●定　員／各10組
●対　象／小学校1年生～6年生と保護者
●受講料／ 1,200円 ●教材費／なし
●会　場／お茶の水女子大学

マイ海藻カードを作ろう!

※時間はA・Bのうち、どちらか
を明記のうえ、お申込みく
ださい。

アートペーパーは水を多めに使っ
て貼ると、まわりにその色がにじん
でくる不思議な紙。
はり絵のような水彩画のようなす
てきな絵を、ランプシェードにして
みましょう。中のLEDライトの色も
変化するので、とてもカラフルです
よ。

小学１～6年生
対象

小学１～中学2年生
対象

4
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●講　師／フリーアナウンサ　 
 須田 哲夫
●日　時／8月4日(土）

13：30～15：00

6 アナウンサー6 アナウンサー

●講　師／元スロバキア大使　 
 高松 明
●日　時／8月3日(金）

13：30～15：00

3 外交官3 外交官

●講　師／弁理士　
 ■■■■■
●日　時／8月3日(金）

10：30～12：00

4 弁理士4 弁理士 ●講　師／気象予報士　
 福田 寛之
●日　時／8月4日(土）

10：30～12：00

5 気象予報士5 気象予報士

●講　師／公認会計士　
 福田 雅
●日　時／8月1日(水）

10：30～12：00

7 公認会計士7 公認会計士

●講　師／元・公益社団法人
 日本広告制作協会
 専務理事
 渡辺 紘崇
●日　時／8月2日(木）

13：30～15：00

8 広告クリエーター8 広告クリエーター

●講　師／順天堂大学保健医療学部
開設準備室特任教授

 高橋 哲也
●日　時／8月2日(木）

10：30～12：00

2 理学療法士2 理学療法士

ハイスクールア  カデミアとは……ハイスクールア  カデミアとは……
今年は中3～高2年生を対象に、将来の進路を
考えるための参考となるような講座を実施し
ます。その職業の具体的な仕事内容やその職
業に就くために、どのような勉強や経験をすれ
ばいいのか等を現職やOBの講師にお話しして
もらいます。この機会に興味がある職業や知ら
なかった仕事について、学んでみませんか。

●対　象／文京区内在住·在学の中学3年生～
 高校2年生
●会　場／アカデミー文京 学習室または
 レクリエーションホール
●定　員／各講座30名（定員を超えた場合、抽選）
●受講料／1講座　500円●講　師／東京大学情報学環教授

 苗村 健
●日　時／8月1日(水）

13：30～15：00

1 研究者1 研究者

●講　師／馬島 由香
●日　時／8月2日（木）

13:30～15：00

9 FP·証券アナリスト9 FP·証券アナリスト

インターネットまたは往復はがき
6月25日（月）必着

申
〆

ハイスクールアカデミア中３～
高２生
対象

x2
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＜ 2018年〜2019年の活動予定 ＞
1 『マイQRコードをつくろう︕CI戦略のポイント。』(仮称）
＊折衝中(CI戦略の⼀環として、⾃分のデザインしたQRコードをプロのデザイナーに仕上げてもらう︕）



2『効果的な広報のすすめ⽅』(仮称）
＊折衝中
⽂京区広報課 https://www.city.bunkyo.lg.jp

3『MITAMIYO!!』みたみよ!!
＊クリエイターチームカラフル協働
https://www.d-fumi.com/member/detail/186

4 『出前講座/⽂京区内・国⽴⼩中学校』
*東京学芸⼤附属⽵早⼩学校、筑波⼤学付属⼩学校、お茶の⽔⼥⼦⼤付属⼩学校ほか
例(⾃分のマークをつくろう︕/思い出ポスターをつくろう︕/住んでる町のCMをつくろう︕など）

５『じぶんで作る︕紙しばい』(仮称）
＊2019年アカデミー⽂京/夏休み⼦どもアカデミア講座

＊他に区外の⼩中学校向け出前講座(授業）を実施予定。
また、各地⽅⾃治体および⺠間イベントに参加予定。

https://www.d-fumi.com/member/detail/186


● 『⾃分のマークをつくろう』
＊ 2019年B-ローボノ⾃主企画（出前講座）/協⼒︓東京学芸⼤学付属⽵早⼩学校

コミュニケーションといえば⾔葉と思いがちですが、⽬からの伝達が８３％です。
皆さん、よく⽿にするビジュアルデザインは、絵や写真、などの視覚的な表現で
伝達することを⽬的としたデザインの総称です。

私たちは、ビジュアライズという⾔葉を⽇常使っています。つまり、可視化を
することなのです。逆に絵を読み解く能⼒も必要となります。絵には、ものを指
し⽰す⽅法が⼆つあり、明⽰と暗⽰とよばれています。明⽰は、絵がずばり描い
ているものを指している場合を云います。例えば、ヒマワリの記号は、ヒマワリ
という夏の花を明⽰しています。もうひとつの⽅法が暗⽰と呼ばれ、それがデザ
インの⼿法でもあります。特定なものを指し⽰さず、⽐喩的に⽰すものをとうし
て、それが何であるかを判らせる。それはさまざまなイメージや⽂脈に適したも
のをあてはめていくのです。それが私たちの得意なビジュアルデザインの組み⽴
てかたであります。ストレートに明⽰するインパクトの強さと、⽐喩法が印象的
でメッセージ性をこめた効果的な場合があります。このイメージを伝えるものが
グラフィックデザインです。

今回の⼦どもワークショップは、⽂字や絵、配⾊などのビジュアルを使⽤し、⾃
分のマークやシンボルを創ろうとするものです。つまり、⾃分をデザインしよう
と云うものです。

ロゴマークは「⾃分の顔」であり「象徴」です。ネット社会になり、⾃分をアイ
コンや画像などで表現することがとても⽇常的になりました。そんなときに、⾃
分でデザインをしたロゴがあれば、楽しくて、より良いコミュニケーションの
きっかけになるはずです。

⼦どもにとって絵は親や他の⼈とのコミュニケーション⼿段なので、親が関⼼を
⽰したり褒めたりすると、絵を⽣き⽣きとかき表現も⾼まります。そして、⼤事
なことは⾃分に伝わるものを作るということです。その制作過程で想像⼒や発想
⼒が⽣まれるのです。

今回は、⼦ども達と⼀緒に⾃分の名前をもとにロゴを創ったり、将来なりたい
夢をことばにして、ことばから絵にする可視化するイメージづくりを⼀緒に考え
シンボルにしていくプロセスを指導します。

ロゴマークには、⽂字だけにするのか、⽂字と絵や図を組み合わせるのか、ま
たは、⽂字と絵を融合させる⼿法もあります。そして、カラーイメージは、⼈に
よって受け取り⽅に多少の違いはありますが、⼼理学的なイメージがありますの
で、やさしく指導していきます。

そこで受講する⼦ども達の年齢制限があります。⼦どもの絵には、発達段階が
あります。もちろん例外もありますが、テーマに対する理解⼒は、写実の黎明期
から写実期に⼊る５〜６年⽣です。この時期になると部分的にも全体的にも客観
的に観察できる⼒がつき、描写する⼒も育ってきます。そして、ものの⽴体感、
明暗、陰影、質感、量感、奥⾏き、遠近といった⽴体表現や空間表現ができ、客
観的であるがままの形を表現しようとします。

また、⾃分の興味のあるものを誇張して描いたり、ダイナミックで⽣き⽣きと
した⽣命⼒のある表現をします。この時期の⼦どもは、⾃⼰中⼼的でありますが、
積極的で旺盛な活動⼒があり、想像⼒を働かせて豊かなものを描いたりします。
空想画も⼤好きですので、おもしろいテーマであると、嬉々として取り組んでく
れるでしょう。

そして、もうひとつのポイントは、ロゴマークには⽋かせない⽂字です。ロー
マ字をマスターしている５年⽣以上（１０歳）以上となります。⾃分の名前を
ローマ字で書ける⼦が条件になります。但し、ローマ字には拘りません。漢字、
カナ、ひらがな、なんでもOKですが、⼀般的なのはローマ字です。

なお、⼦ども達の作品には、基本的に⼿を加えません。⼦ども達の素描き
を尊重します。私たちは、ビジュアルデザインの⼿法をアドバイスします。
君はすごいと⼿放しでほめられた⼦どもは⼤きな⾃信を⼈⽣に対してもつこ
とができます。それが⼤切なシニアの仕事です。短時間ではなにもできませ
んが、⼦どもたちにどんな社会を⽤意するか、私たちには責任があります。
その⼀旦を担いたいのです。

作品をリファインして後⽇、主催者にお渡しします。

“⾃分のマークをつくろう”⼦どもワークショップ
講師：グラフィックデザイナー ⼭本 勲

＜実績＞





ローボノ⽀援隊 会則 2018年2⽉1⽇実施
2019年6⽉17⽇改定
2023年3⽉1⽇改定

<名称＞
この会の呼称は、「ローボノ⽀援隊」（英名＝Low Bono Suport Party）とする。

＜事務局＞
事務局はヒロ広告事務所（所沢市有楽町2-10-203）内に置く。

＜委員構成＞
この会は、広告・デザイン業界で⻑年活躍し、⼀線を退いたが専⾨的なスキルを有するシニアたちと、この会の主旨に賛同した
有資格者との集まりで構成され、関東圏を中⼼として活動する。以下７名の委員の提唱により発⾜、委員も⼀会員として参加す
る。
⾅⽥宗太郎、⾦光秀⾏、河中俊樹、佐藤良仁、鈴⽊清⽂、⼭本昌邦、渡辺紘崇(代表)

＜名称の由来＞
「ローボノ」はラテン語のプロボノ（Pro Bono Publico=公共善のため）という⾔葉に由来する。その定義は、社会的・公共的
な⽬的のために⾃らの職業を通じて培ったスキルや知識を提供するボランティア活動とある。
「ローボノ」は造語。ローはローギアの「ロー」であり、速度は遅いが回転率が増⼤されるので、登坂⼒や牽引⼒は⼤きいを意
味している。

＜⽬的＞
「ローボノ」＝そのエネルギーは、これからの時代に相応しい⼒の⼀部になれる筈。シニアの私たちがこれまで培ってきたクリ
エイティブ・ワークの経験、知恵、⼈脈、技術などを年代を問わず、あらゆる層の⽅たちと同じ志を共有しつつ、次世代を担う
⼈達のために役⽴てることにある。また、シニアたちのライフワークやライフスタイルを共に共有し、話し合いの場（サロン）
にしていきたいと考えている。

＜活動＞
「ローボノ⽀援隊」（以下、ローボノ）の活動内容は次に掲げる。
1) ローボノは、⼦どもたちのクリエイティブ教育を⽀援し、モノ作りに対する意識を育てる。
2) ローボノは、コミュニケーションデザイン活動を通じて、⼈と⼈との融和と地域活性化に貢献する。
3) ローボノは、デジタルマーケティング時代のイノベーションを促進し、まちおこしから地⽅創⽣を⽀援する。
4) ローボノは、国内外で活躍できるアーチストやクリエイターを招聘し、区⺠の憩いと⽂化のまちに寄与する。
5) ローボノは、地⽅⾃治体および各種団体・NPOなどと連携し、無償でスキルを提供し区⺠の負託に応える。



＜会員＞
１）会員（以下、クルー）は、登録制で⼊退会は⾃由。会費は無料。
２）ボランティア精神に富んだ男⼥・年齢を問わず誰でも⼊会可能。
３）⼊会に相応しいスキルをお持ちの⽅は尚、歓迎。
４）クルーは、活動に参加する場合は原則的に⾃費が基本。
５）クルーは、活動の参加・不参加は⾃由。

＜集会＞
クルー同⼠の親睦と意⾒交換の場として、不定期に集会（MT）を開くことができる。また、将来的には定期的に委員会の設置
もできる。

＜情報の開⽰＞
集会で審議された重要な情報は、クルーが情報として共有することができる。また、特別な理由があれば⾮クルーにも開⽰する
ことができる。

<総会について＞
当会の総会は原則的に毎年5⽉に開催予定とし、出席数が満たない場合は⽂書またはメールにて報告とする。

＜寄付について＞
当会は常に寄付を募っています。尚、当会を通して講演や制作を受けた場合は、原則的に受注額の１０％（諸経費を除く）を会
に寄付する。また、すべての寄付⾦は会の運営費に充てるものとする。

＜その他＞
上記の主旨以外に起こる諸問題に関しては、集会にて検討し善処する。尚、この趣旨については、状況に応じて⽂案を追加・変
更することもある。

＜附則＞
この⽂案は2018年2⽉1⽇より開⽰する。




