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６６６６．．．．検討内容検討内容検討内容検討内容（（（（１１１１////６６６６））））【Ａ【Ａ【Ａ【Ａチームチームチームチーム】】】】（（（（1/21/21/21/2））））    

実施内容実施内容実施内容実施内容    検討項目検討項目検討項目検討項目    例例例例えばえばえばえば    検討結果検討結果検討結果検討結果とととと提案内容提案内容提案内容提案内容    

１１１１．．．．参加者募集参加者募集参加者募集参加者募集    ★★★★（（（（1111））））参加者集参加者集参加者集参加者集めのためめのためめのためめのため

のアイデアをのアイデアをのアイデアをのアイデアを検討検討検討検討しししし、、、、提案提案提案提案

するするするする    

・・・・「「「「募集募集募集募集チラシチラシチラシチラシ」」」」にメンバーのにメンバーのにメンバーのにメンバーの「「「「招待状招待状招待状招待状」」」」をををを添添添添えてえてえてえて

発信発信発信発信するするするする、、、、手渡手渡手渡手渡しするしするしするしする    

等等等等    

    

    

    

２２２２．．．．会場準備会場準備会場準備会場準備    ★★★★★★★★★★★★（（（（1111））））会場全体会場全体会場全体会場全体のののの雰雰雰雰

囲気囲気囲気囲気づくりをづくりをづくりをづくりを検討検討検討検討しししし、、、、提案提案提案提案

するするするする    

・・・・飲飲飲飲みみみみ物物物物、、、、おおおお菓子菓子菓子菓子をををを用意用意用意用意するするするする    

・・・・ＢＧＭＢＧＭＢＧＭＢＧＭをををを流流流流すすすす    

・お・お・お・お花花花花をををを飾飾飾飾るるるる    

・テーブルにホッとする・テーブルにホッとする・テーブルにホッとする・テーブルにホッとする小物小物小物小物をををを置置置置くくくく                    等等等等    

    

    

    

    

★★★★★★★★（（（（2222））））交流交流交流交流やややや啓発啓発啓発啓発のたのたのたのた

めのめのめのめの展示展示展示展示をををを検討検討検討検討しししし、、、、提案提案提案提案すすすす

るるるる    

・あんねっとの・あんねっとの・あんねっとの・あんねっとの活動状況活動状況活動状況活動状況をををを展示展示展示展示するするするする    

・・・・参加団体参加団体参加団体参加団体のののの紹介頁紹介頁紹介頁紹介頁をををを印刷印刷印刷印刷してしてしてして展示展示展示展示するするするする            等等等等    

    

    

（（（（3333））））会場会場会場会場のレイアウトをのレイアウトをのレイアウトをのレイアウトを

検討検討検討検討しししし、、、、提案提案提案提案するするするする    

        

３３３３．．．．受付受付受付受付    （（（（1111））））受付時受付時受付時受付時のののの仕事仕事仕事仕事をををを考考考考ええええ、、、、

提案提案提案提案するするするする    

・・・・出席者出席者出席者出席者をををを受付受付受付受付けけけけ、「、「、「、「参加者名簿参加者名簿参加者名簿参加者名簿」」」」にチェックするにチェックするにチェックするにチェックする    

・・・・名札名札名札名札をををを渡渡渡渡しししし、、、、記入記入記入記入してしてしてして頂頂頂頂くくくく    

・・・・「「「「自己紹介自己紹介自己紹介自己紹介カードカードカードカード」」」」をををを渡渡渡渡しししし、、、、記入記入記入記入してしてしてして頂頂頂頂くくくく    

・・・・空空空空いているテーブルのいているテーブルのいているテーブルのいているテーブルの座席座席座席座席にににに着席着席着席着席してしてしてして頂頂頂頂くくくく（（（（別途別途別途別途、、、、

テーブルテーブルテーブルテーブル席席席席はははは移動移動移動移動してしてしてして頂頂頂頂くのでどこのくのでどこのくのでどこのくのでどこの席席席席でもでもでもでも良良良良

いいいい？）？）？）？）    

    

★★★★（（（（２２２２））））どんどんどんどん

するかするかするかするか考考考考ええええ、、、、

    
・・・・「「「「旗揚旗揚旗揚旗揚げカードげカードげカードげカード」」」」とととと旗揚旗揚旗揚旗揚げにげにげにげに連動連動連動連動したしたしたした「「「「アンケーアンケーアンケーアンケー

トトトト用紙用紙用紙用紙」」」」をををを渡渡渡渡すすすす（（（（アイスブレイクのアイスブレイクのアイスブレイクのアイスブレイクの内容内容内容内容にににに合合合合せてせてせてせて））））

等等等等    

なななな「「「「名札名札名札名札」」」」にににに

提案提案提案提案するするするする    

①①①①呼呼呼呼ばれたいばれたいばれたいばれたい名前名前名前名前（（（（本名本名本名本名でもでもでもでも良良良良いいいい）、）、）、）、②②②②所属団体名所属団体名所属団体名所属団体名

（（（（住住住住んでいるんでいるんでいるんでいる町名町名町名町名でもでもでもでも良良良良いいいい））））    

等等等等    

    

    

　
・参加していただけるような工夫のためのメッセージ を！・ポストイットetcでひとこと手書きでいれる 手渡しできない人には「ぼらりん」に同封を依頼

　

　
・飲み物（500～350ｍｌ） おかし（駄菓子）→個包装になっているもの 用意する（予算4000円程度） →須藤さん、たけちゃん 　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　 まん・お花・小物→まさこさん・はじまるまでのBGM（JAZZ）→加藤さん

　
インターネットの参加団体

　


　


　
1/19に現地で確認→決定する  →この時に人数も決まっているので…

　


　
田村さん、ふーちゃん

　
名札 加藤さんより借りる

　
  ①団体名  ②本名  ③ニックネーム

　
①団体名②本名③ニックネーム

　
テーブルの数 ８ （最大12）6人程度/テーブル

　
会場設定

　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　


　

　

　


　


　


　
・展示パネル　かわらばんを拡大して展示　　　　　　→おねがい！・参加団体分を主として、インターネットより　プリントアウトして掲示する

　

　


大木
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大木
６６６６．．．．検討内容容（（（（１１１１////６６６６））））【Ａ チーム】】（（（（1/2 2））））

大木
【Aチーム】グループワークまとめ（１/２）

大木
2011年12月8日　あんねっと２４

大木
メンバー（敬称略）：石川政子、山下眞志、杉浦武雄、須藤房美、田村紗恵子、青山美和



3/８ 

５５５５．．．．検討内容検討内容検討内容検討内容（（（（2/2/2/2/    ））））【Ａ【Ａ【Ａ【Ａチームチームチームチーム】】】】（（（（2/22/22/22/2））））    

実施内容実施内容実施内容実施内容    検討項目検討項目検討項目検討項目    例例例例えばえばえばえば    検討結果検討結果検討結果検討結果とととと提案内容提案内容提案内容提案内容    

３３３３．．．．受付受付受付受付    ★★★★★★★★★★★★（（（（3333））））どんなどんなどんなどんな「「「「自己自己自己自己

紹介紹介紹介紹介カードカードカードカード」」」」にするかにするかにするかにするか    

①①①①呼呼呼呼ばれたいばれたいばれたいばれたい名前名前名前名前とととと所属団体名所属団体名所属団体名所属団体名、、、、②②②②団体自慢団体自慢団体自慢団体自慢、、、、③③③③私私私私

のののの夢夢夢夢、、、、又又又又はははは、、、、悩悩悩悩みみみみ事事事事、、、、④④④④こんなこんなこんなこんな人人人人をををを探探探探していますしていますしていますしています、、、、

こんなこんなこんなこんな人人人人とととと交流交流交流交流したいしたいしたいしたい（（（（第第第第１１１１部交流部交流部交流部交流タイムのテーマタイムのテーマタイムのテーマタイムのテーマ

とととと連携連携連携連携するするするする））））                                                                等等等等    

    

    

    

    

4444----1111----1111．．．．主催者主催者主催者主催者

挨拶挨拶挨拶挨拶    

（（（（1111））））センターセンターセンターセンター長挨拶長挨拶長挨拶長挨拶    ・・・・「「「「交流会交流会交流会交流会のののの目的目的目的目的＆＆＆＆狙狙狙狙いいいい」」」」をををを確実確実確実確実にににに伝伝伝伝えるえるえるえる    

・・・・「「「「あんねっとあんねっとあんねっとあんねっと」」」」をををを紹介紹介紹介紹介するするするする（（（（市民参加条例市民参加条例市民参加条例市民参加条例、、、、協働協働協働協働にににに

関関関関するするするする指針指針指針指針））））                                                                等等等等    

    

    

    

4444----1111----2222．．．．アイスアイスアイスアイス

ブレイクブレイクブレイクブレイク    

★★★★★★★★（（（（１１１１））））アイスブレイクアイスブレイクアイスブレイクアイスブレイク

のののの内容内容内容内容をををを検討検討検討検討しししし、、、、提案提案提案提案するするするする    

・・・・参加者参加者参加者参加者のののの「「「「今今今今のののの状態状態状態状態」」」」をををを親指親指親指親指をををを使使使使ってってってって「「「「GoodGoodGoodGood、、、、まままま

あまああまああまああまあ、、、、いまいちいまいちいまいちいまいち」」」」をををを表現表現表現表現してしてしてして頂頂頂頂くくくく    

・・・・参加者参加者参加者参加者のののの「「「「属性属性属性属性」」」」等等等等をををを「「「「旗揚旗揚旗揚旗揚げカードげカードげカードげカード」」」」でででで表示表示表示表示しししし

てててて頂頂頂頂きききき、、、、どんなどんなどんなどんな属性属性属性属性のののの人人人人がががが参加参加参加参加ししししているかをているかをているかをているかを共有共有共有共有しししし

てててて頂頂頂頂くくくく、、、、例例例例えばえばえばえば、、、、どのようなどのようなどのようなどのような団体団体団体団体のののの方方方方かかかか、、、、①①①①福祉系福祉系福祉系福祉系、、、、

②②②②環境系環境系環境系環境系、、、、③③③③生涯学習系生涯学習系生涯学習系生涯学習系、、、、④④④④上記以外等上記以外等上記以外等上記以外等、、、、    

・・・・本日本日本日本日のののの交流会交流会交流会交流会でででで「「「「何人何人何人何人のののの人人人人とととと交流交流交流交流したいかしたいかしたいかしたいか」、」、」、」、そのそのそのその

目標目標目標目標をををを旗揚旗揚旗揚旗揚げカードでげカードでげカードでげカードで表示表示表示表示してしてしてして頂頂頂頂くくくく、、、、    

・・・・同同同同じじじじ内容内容内容内容をををを第第第第２２２２部終了時部終了時部終了時部終了時にもにもにもにも行行行行いいいい、、、、交流会交流会交流会交流会のののの前後前後前後前後

でででで比較比較比較比較するするするする                                                                    等等等等    

    

★★★★★★★★★★★★（（（（2222））））アイスブレアイスブレアイスブレアイスブレイイイイ

クのクのクのクの担当者担当者担当者担当者をををを提案提案提案提案するするするする    

・・・・第第第第１１１１部交流部交流部交流部交流タイムのファシリテーターがタイムのファシリテーターがタイムのファシリテーターがタイムのファシリテーターが兼兼兼兼ねるねるねるねる    

等等等等    

    

4444----3333----1111．．．．名刺交名刺交名刺交名刺交

換換換換    

★★★★★★★★★★★★（（（（1111））））交流交流交流交流をををを促促促促すたすたすたすた

めのアイデアをめのアイデアをめのアイデアをめのアイデアを提案提案提案提案するするするする    

・・・・予予予予めめめめ名刺名刺名刺名刺をををを作成作成作成作成するするするする機会機会機会機会をををを設設設設けけけけ、、、、休憩時間休憩時間休憩時間休憩時間をををを利用利用利用利用

してしてしてして名刺名刺名刺名刺交換交換交換交換をををを参加者参加者参加者参加者にににに促促促促すすすす    

    

4444----５５５５----1111．．．．おおおお礼礼礼礼のののの

挨拶挨拶挨拶挨拶    

★★★★★★★★★★★★（（（（1111））））挨拶者挨拶者挨拶者挨拶者のののの提案提案提案提案

ををををするするするする    

    

    

    

５５５５．．．．振振振振りりりり返返返返りりりり    （（（（1111））））振振振振りりりり返返返返りのりのりのりの進進進進めめめめ方方方方をををを

検討検討検討検討しししし、、、、提案提案提案提案するするするする    

・ポストイットに・ポストイットに・ポストイットに・ポストイットに一言一言一言一言コメントのコメントのコメントのコメントの記入記入記入記入ををををしししし発表発表発表発表するするするする    

・・・・当日当日当日当日のののの進行役進行役進行役進行役をををを決決決決めるめるめるめる                                            等等等等    

    

６６６６．．．．後片付後片付後片付後片付けけけけ    ーーーー    ーーーー    ーーーー    

　
A4程度の大きさ

　

　


　


　
１

　
2

　
3

　
４

　
→青山さん

　
青山さん 又は みんとさん

　
各々が持っている名刺 又は 事前に作成

　
小森さんにお願い☆

　
まさこさん

大木
2/８

大木
６６６６．．．．検討内容容（（（（１１１１////６６６６））））【Ａ チーム】】（（（（1/2 2））））

大木
【Aチーム】グループワークまとめ（２/２）

大木
2011年12月8日　あんねっと２４
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６６６６．．．．検討内容検討内容検討内容検討内容（（（（3/3/3/3/６６６６））））【Ｂ【Ｂ【Ｂ【Ｂチームチームチームチーム】】】】（（（（1/21/21/21/2））））    

実施内容実施内容実施内容実施内容    検討項目検討項目検討項目検討項目    例例例例えばえばえばえば    検討結果検討結果検討結果検討結果とととと提案内容提案内容提案内容提案内容    

4444----2222．．．．第第第第１１１１部部部部（（（（仮仮仮仮

称称称称））））交流交流交流交流タイムタイムタイムタイム    

    

4444----2222----1111．．．．交流方交流方交流方交流方

法法法法のののの説明説明説明説明    

    

4444----2222----2222．．．．井戸端井戸端井戸端井戸端

会議会議会議会議そのそのそのその１１１１    

    

4444----2222----3333．．．．井戸端井戸端井戸端井戸端

会議会議会議会議そのそのそのその 2222    

    

4444----2222----4444．．．．全体共全体共全体共全体共

有有有有    

★★★★★★★★★★★★（（（（1111））））井戸端会議井戸端会議井戸端会議井戸端会議でででで

話話話話しししし合合合合ってってってって頂頂頂頂くくくく「「「「テーマテーマテーマテーマ」」」」

をををを検討検討検討検討しししし、、、、提案提案提案提案するするするする    

・・・・①①①①「「「「団体自慢団体自慢団体自慢団体自慢」」」」、、、、②②②②「「「「私私私私のののの夢夢夢夢」」」」又又又又はははは「「「「悩悩悩悩みみみみ事事事事」」」」、、、、③③③③

「「「「こんなこんなこんなこんな人人人人をををを探探探探していますしていますしていますしています」」」」、、、、「「「「こんなこんなこんなこんな人人人人とととと交流交流交流交流したしたしたした

いいいい」」」」等等等等、、、、参加者参加者参加者参加者がががが話話話話しやすいテーマをしやすいテーマをしやすいテーマをしやすいテーマを取取取取りりりり上上上上げるげるげるげる    

・・・・一回一回一回一回りりりり目目目目でででで①①①①をををを、、、、二回二回二回二回りりりり目目目目でででで②②②②をををを、、、、三回三回三回三回りりりり目目目目でででで③③③③

をををを話話話話してもらうしてもらうしてもらうしてもらう？？？？    →→→→    上記上記上記上記のののの内容内容内容内容をををを「「「「自己紹介自己紹介自己紹介自己紹介カカカカ

ードードードード」」」」にににに書書書書いていていていて頂頂頂頂きききき、、、、「「「「自己紹介自己紹介自己紹介自己紹介カードカードカードカード」」」」をををを使使使使ってってってって話話話話

すとすとすとすと手際手際手際手際よくよくよくよく話話話話ができるができるができるができる？？？？    →→→→    「「「「すごいすごいすごいすごい」」」」シールシールシールシール、、、、

「「「「共感共感共感共感、、、、イイねイイねイイねイイね」」」」シールをシールをシールをシールを貼貼貼貼ってってってって頂頂頂頂くくくく    →→→→    後後後後はははは話話話話

のののの流流流流れにれにれにれに委委委委ねるねるねるねる？？？？                                                        等等等等    

    

★★★★（（（（2222））））最初最初最初最初にににに座座座座ったったったった席席席席かかかか

らららら井戸端会議井戸端会議井戸端会議井戸端会議そのそのそのその１１１１のテーのテーのテーのテー

ブルにどのようにしてブルにどのようにしてブルにどのようにしてブルにどのようにして移動移動移動移動

するかをするかをするかをするかを検討検討検討検討しししし、、、、提案提案提案提案するするするする    

・・・・「「「「知知知知ったったったった人人人人がががが居居居居ないテーブルないテーブルないテーブルないテーブル」」」」をををを選選選選んでんでんでんで、、、、早早早早いいいい者者者者勝勝勝勝

ちでちでちでちで座座座座ってってってって頂頂頂頂くくくく？？？？    

等等等等    

    

★★★★★★★★（（（（3333））））「「「「テーブルマスタテーブルマスタテーブルマスタテーブルマスタ

ーのーのーのーの役割役割役割役割」」」」をををを検討検討検討検討しししし、、、、提案提案提案提案

するするするする    

・・・・テーブルマスターはテーブルマスターはテーブルマスターはテーブルマスターは、、、、席席席席をををを移動移動移動移動しないしないしないしない    

・テーブルマスターは・テーブルマスターは・テーブルマスターは・テーブルマスターは、、、、自自自自らのらのらのらの発言発言発言発言はははは控控控控ええええ、、、、参加者参加者参加者参加者

のののの意見意見意見意見をををを引引引引きききき出出出出すことすことすことすことにににに注力注力注力注力するするするする    

・テーブルマスターは・テーブルマスターは・テーブルマスターは・テーブルマスターは、Ｂ、Ｂ、Ｂ、Ｂ紙紙紙紙にににに参加者参加者参加者参加者のののの意見意見意見意見をををを書書書書きききき

留留留留めるめるめるめる、、、、参加者参加者参加者参加者にもにもにもにも落書落書落書落書きをきをきをきを促促促促すすすす    

・・・・参加者参加者参加者参加者にににに等等等等しくしくしくしく発言発言発言発言のののの機会機会機会機会をををを確保確保確保確保することにすることにすることにすることに心心心心がががが

けるけるけるける    

・・・・「「「「すごいすごいすごいすごい」」」」シールシールシールシール、「、「、「、「共感共感共感共感、、、、イイねイイねイイねイイね」」」」シールをシールをシールをシールを貼貼貼貼るるるる    

・・・・発言発言発言発言をををを内容内容内容内容によりによりによりにより、、、、①①①①人人人人、、、、②②②②場所場所場所場所、、、、③③③③おおおお金金金金、、、、④④④④情情情情

報報報報にににに関関関関するものであればするものであればするものであればするものであれば、、、、該当該当該当該当するシールをするシールをするシールをするシールを貼貼貼貼るるるる    

・テーブルマスター・テーブルマスター・テーブルマスター・テーブルマスター「「「「心得帳心得帳心得帳心得帳（（（（シートシートシートシート））））」」」」をををを作成作成作成作成しししし、、、、

共有共有共有共有するするするする    

                                                                                        等等等等    

    

　
①団体自慢②私の夢③悩み事④こんな人探してます　　こんな交流したい⑤フリー

　
⇒

　
カードを用意引いてもらって話してもらう　　↓質問あれば

　
共感・イイネ！と思えばシールを自己紹介カードに

　
時間管理

　
知り合い同士は座らない
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5/８ 

５５５５．．．．検討内容検討内容検討内容検討内容（（（（４４４４////６６６６）【Ｂ）【Ｂ）【Ｂ）【Ｂチームチームチームチーム】（】（】（】（２２２２/2/2/2/2）））） 

実施内容実施内容実施内容実施内容    検討項目検討項目検討項目検討項目    例例例例えばえばえばえば    検討結果検討結果検討結果検討結果とととと提案内容提案内容提案内容提案内容    

4444----2222．．．．第第第第１１１１部部部部（（（（仮仮仮仮

称称称称））））交流交流交流交流タイムタイムタイムタイム    

    

4444----2222----1111．．．．交流方交流方交流方交流方

法法法法のののの説明説明説明説明    

    

4444----2222----2222．．．．井戸端井戸端井戸端井戸端

会議会議会議会議そのそのそのその１１１１    

    

4444----2222----3333．．．．井戸端井戸端井戸端井戸端

会議会議会議会議そのそのそのその 2222    

    

4444----2222----4444．．．．全体共全体共全体共全体共

有有有有    

（（（（４４４４））））井戸端会議井戸端会議井戸端会議井戸端会議そのそのそのその１１１１かかかか

らそのらそのらそのらその２２２２へのテへのテへのテへのテーブルのーブルのーブルのーブルの移移移移

動方法動方法動方法動方法をををを検討検討検討検討しししし、、、、提案提案提案提案するするするする    

・・・・（（（（２２２２））））とととと同同同同じじじじ方法方法方法方法でででで移動移動移動移動してしてしてして頂頂頂頂くくくく    

等等等等    

    

（（（（５５５５））））★★★★★★★★井戸端会議井戸端会議井戸端会議井戸端会議「「「「そそそそ

のののの２２２２のののの進進進進めめめめ方方方方」」」」をををを検討検討検討検討しししし、、、、

提案提案提案提案するするするする    

・・・・最初最初最初最初にテーブルマスターがにテーブルマスターがにテーブルマスターがにテーブルマスターが、、、、そのそのそのその１１１１のののの内容内容内容内容をををを簡単簡単簡単簡単

にににに紹介紹介紹介紹介しししし、、、、そのそのそのその後後後後はそのはそのはそのはその１１１１とととと同同同同じじじじ    

・・・・参加者参加者参加者参加者のののの発言発言発言発言のののの中中中中からからからから、、、、人人人人、、、、場所場所場所場所、、、、おおおお金金金金、、、、情報情報情報情報にににに

関関関関するするするする発言発言発言発言にににに色違色違色違色違いのシールをいのシールをいのシールをいのシールを張張張張りりりり付付付付けるけるけるける            等等等等    

    

★★★★★★★★（（（（６６６６））））「「「「全体共有全体共有全体共有全体共有のののの仕方仕方仕方仕方」」」」

をををを検討検討検討検討しししし、、、、提案提案提案提案するするするする    

・・・・椅子椅子椅子椅子をををを持持持持ってってってって前前前前のののの方方方方にににに集集集集まってまってまってまって頂頂頂頂くくくく    

・・・・各各各各テーブルでテーブルでテーブルでテーブルで書書書書きききき込込込込んでんでんでんで頂頂頂頂いたいたいたいた BBBB 紙紙紙紙をををを前方前方前方前方のののの掲示掲示掲示掲示

板板板板にににに張張張張りりりり出出出出しししし、、、、順順順順にににに説明説明説明説明してしてしてして頂頂頂頂くくくく    

・バザール・バザール・バザール・バザール方式方式方式方式でででで掲示板掲示板掲示板掲示板のののの内容内容内容内容をををを確認確認確認確認してしてしてして頂頂頂頂きききき、「、「、「、「共共共共

感感感感、、、、イイねイイねイイねイイね」」」」シールをシールをシールをシールを貼貼貼貼ってってってって頂頂頂頂くくくく                            等等等等    

    

★★★★（（（（７７７７））））交流交流交流交流タイムのタイムのタイムのタイムの「「「「全全全全

体体体体のののの流流流流れれれれ」」」」とととと「「「「説明説明説明説明のののの仕方仕方仕方仕方」」」」

をををを検討検討検討検討しししし、、、、提案提案提案提案するするするする    

・・・・全体全体全体全体のののの流流流流れとれとれとれと説明説明説明説明のののの仕方仕方仕方仕方をををを「「「「手順書手順書手順書手順書（（（（進行表進行表進行表進行表）」）」）」）」とととと

してまとめしてまとめしてまとめしてまとめ、、、、ファシリファシリファシリファシリテーテーテーテーターとテーブルマスターターとテーブルマスターターとテーブルマスターターとテーブルマスター

でででで共有化共有化共有化共有化するするするする    

・グランドルールを・グランドルールを・グランドルールを・グランドルールを設設設設けるけるけるける                                        等等等等    

    

★★★★★★★★★★★★（（（（８８８８）（）（）（）（仮称仮称仮称仮称））））交流交流交流交流タタタタ

イムイムイムイム、、、、井戸端会議井戸端会議井戸端会議井戸端会議のののの「「「「呼呼呼呼びびびび

方方方方」」」」をををを検討検討検討検討しししし、、、、提案提案提案提案するするするする    

・・・・交流交流交流交流タイムタイムタイムタイム、、、、井戸端会議井戸端会議井戸端会議井戸端会議でよいかでよいかでよいかでよいか    

・・・・第第第第２２２２部部部部ともともともとも調整調整調整調整してしてしてして    

                                                                                        等等等等    

    

★★★★★★★★（（（（９９９９））））テーブルテーブルテーブルテーブル数数数数とととと一一一一

テーテーテーテーブルブルブルブル当当当当たりのたりのたりのたりの人数人数人数人数をををを検検検検

討討討討しししし、、、、提案提案提案提案するするするする    

・・・・１１１１テーブルテーブルテーブルテーブル当当当当たりたりたりたり、、、、テーブルマスターテーブルマスターテーブルマスターテーブルマスター１１１１人人人人、、、、参加参加参加参加

者者者者５５５５人人人人++++αααα（（（（２２２２人迄人迄人迄人迄）、）、）、）、最小最小最小最小６６６６人人人人からからからから最大最大最大最大８８８８人迄人迄人迄人迄    

等等等等    

    

★★★★★★★★★★★★（（（（１０１０１０１０））））第第第第１１１１部交流部交流部交流部交流

タイムのタイムのタイムのタイムの「「「「ファシリテータファシリテータファシリテータファシリテータ

ーーーー」」」」とととと「「「「テーブルマスターテーブルマスターテーブルマスターテーブルマスター」」」」

をををを提案提案提案提案するするするする    

    

    

    

    

    

　
１で話さなかった人のグループへ

　
自己・団体紹介（1分）カードを用いて話す（４分）

　

　
①～⑤のどれか

　
イイネ！シール入りの自己紹介カードを掲示し、他のグループのも見て、貼る＋名刺交換・交流も

　
Bチーム代表（未決定）が話す

　
井戸端会議

　
MAX12では？6人/１テーブル

　
1テーブルに1人テーブルマスター12人

　


　
B＋Cのメンバー
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６/８ 

５５５５．．．．検討内容検討内容検討内容検討内容（（（（５５５５////６６６６）【）【）【）【CCCC チームチームチームチーム】（】（】（】（１１１１////２２２２）））） 

実施内容実施内容実施内容実施内容    検討項目検討項目検討項目検討項目    例例例例えばえばえばえば    検討結果検討結果検討結果検討結果とととと提案内容提案内容提案内容提案内容    

4444----4444．．．．第第第第２２２２部部部部    

（（（（仮称仮称仮称仮称））））    

協働協働協働協働タイムタイムタイムタイム    

    

4444----4444----1111．．．．指針指針指針指針のののの

説明説明説明説明    

    

4444----4444----2222．．．．井戸端井戸端井戸端井戸端

会議会議会議会議そのそのそのその３３３３    

    

4444----4444----3333．．．．全体共全体共全体共全体共

有有有有    

★★★★★★★★（（（（1111））））指針指針指針指針のののの説明説明説明説明のののの仕仕仕仕

方方方方とととと内容内容内容内容をををを検討検討検討検討しししし、、、、提案提案提案提案すすすす

るるるる    

・・・・指針指針指針指針のののの何何何何をををを説明説明説明説明するかするかするかするかをををを絞絞絞絞りりりり込込込込むむむむ、、、、すべてはすべてはすべてはすべては説明説明説明説明

できないできないできないできない    

・・・・指針指針指針指針（（（（案案案案））））をどこまでをどこまでをどこまでをどこまで公開公開公開公開できるかできるかできるかできるか？？？？    

・・・・例例例例えばえばえばえば、、、、①①①①指針策定指針策定指針策定指針策定のののの背景背景背景背景とととと②②②②人人人人、、、、場所場所場所場所、、、、おおおお金金金金、、、、

情報情報情報情報のみをのみをのみをのみを説明説明説明説明するするするする                                                        

                                                                                        等等等等    

    

・・・・そのそのそのその内容内容内容内容をどのようにをどのようにをどのようにをどのように伝伝伝伝えるかえるかえるかえるか、、、、伝伝伝伝ええええ方方方方をををを工夫工夫工夫工夫すすすす

るるるる    

・・・・指針指針指針指針（（（（案案案案））））をををを全員全員全員全員にににに配布配布配布配布するするするする    

・・・・あるいはあるいはあるいはあるいは、「、「、「、「指針指針指針指針のポイントのポイントのポイントのポイント（（（（シートシートシートシート）」）」）」）」をををを作成作成作成作成しししし、、、、

各各各各テーブルにテーブルにテーブルにテーブルに設置設置設置設置するするするする    

・・・・指針策定指針策定指針策定指針策定のののの背景背景背景背景、、、、人人人人、、、、場所場所場所場所、、、、おおおお金金金金、、、、情報情報情報情報のののの頁頁頁頁をををを印印印印

刷刷刷刷してしてしてして各各各各テーブルにテーブルにテーブルにテーブルに設置設置設置設置するするするする    

                                                                                        等等等等    

    

★★★★★★★★★★★★（（（（2222）「）「）「）「第第第第 2222 部部部部のファのファのファのファ

シリテーターシリテーターシリテーターシリテーター」」」」とととと「「「「説明担説明担説明担説明担

当者当者当者当者」」」」をををを提案提案提案提案するするするする    

    

    

    

    

★★★★★★★★（（（（3333））））指針指針指針指針のののの説明説明説明説明をををを受受受受

けてけてけてけて、、、、井戸端会議井戸端会議井戸端会議井戸端会議そのそのそのその３３３３のののの

進進進進めめめめ方方方方をををを提案提案提案提案するするするする    

・・・・井戸端会議井戸端会議井戸端会議井戸端会議「「「「そのそのそのその２２２２」」」」とととと「「「「そのそのそのその３３３３」」」」ははははテーブルテーブルテーブルテーブル移移移移

動動動動ををををしないでしないでしないでしないで継続継続継続継続するするするする    

                                                                                        等等等等    

    

・・・・話話話話しししし合合合合ってってってって頂頂頂頂くくくく「「「「テーマテーマテーマテーマ」」」」はははは、、、、人人人人、、、、場所場所場所場所、、、、おおおお金金金金、、、、

情報情報情報情報とするとするとするとする    

                                                                                等等等等    

    

・どのテーブルで・どのテーブルで・どのテーブルで・どのテーブルで、、、、どのテーマをどのテーマをどのテーマをどのテーマを話話話話しししし合合合合ってってってって頂頂頂頂くかくかくかくか

はははは、、、、くじくじくじくじ引引引引きできめるきできめるきできめるきできめる    

等等等等    

    

　
説明は ①紙芝居　　　 ②説明担当者が説明している横でプラカー　　　　 ドを持った人が登場。　　　　 例えばみんなが疑問を感じそうな箇所で　　　　 は「なんで！」等のプラカードで、説明担　　　　 当者とちょっとしたかけ合いをする。　　　　 若しくはラウンドガールが「場所」等のプ　　　　 ラカードを持って場内を闊歩し、何を説明　　　　　　　　　　　　　 　　　　               しているのか分かるようにする。

　
ファシリテーター：小鹿副会長説明担当者：小森会長

　
テーブルマスターはみんなのことばのキャッチボールを促して

　
指針をそこまで読みこむのは難しくない？体験型にする？　　　　　　　　↓クイズ形式  ex.） 天才クイズのような…（→賞品はDailyサイダー？？）

　
テーブルマスターがクイズ司会者になる
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７/８ 

５５５５．．．．検討内容検討内容検討内容検討内容（（（（６６６６////6666）【）【）【）【CCCC チームチームチームチーム】（】（】（】（２２２２////２２２２）））） 

実施内容実施内容実施内容実施内容    検討項目検討項目検討項目検討項目    例例例例えばえばえばえば    検討結果検討結果検討結果検討結果とととと提案内容提案内容提案内容提案内容    

4444----４４４４．．．．第第第第２２２２部部部部    

（（（（仮称仮称仮称仮称））））    

協働協働協働協働タイムタイムタイムタイム    

    

4444----4444----1111．．．．指針指針指針指針のののの

説明説明説明説明    

    

4444----4444----2222．．．．井戸端井戸端井戸端井戸端

会議会議会議会議そのそのそのその３３３３    

    

4444----4444----3333．．．．全体共全体共全体共全体共

有有有有    

★★★★★★★★（（（（3333））））指針指針指針指針のののの説明説明説明説明をををを受受受受

けてけてけてけて、、、、井戸端会議井戸端会議井戸端会議井戸端会議そのそのそのその３３３３のののの

進進進進めめめめ方方方方をををを提案提案提案提案するするするする    

・・・・井戸端会議井戸端会議井戸端会議井戸端会議そのそのそのその１１１１とそのとそのとそのとその２２２２でででで話話話話しししし合合合合ってってってって頂頂頂頂いたいたいたいた内内内内

容容容容をそのをそのをそのをその３３３３にどのようににどのようににどのようににどのように関連関連関連関連づけてづけてづけてづけて、、、、話話話話しししし合合合合ってってってって頂頂頂頂

くかくかくかくか、、、、例例例例えばえばえばえば、、、、そのそのそのその１１１１そのそのそのその２２２２でででで話話話話しししし合合合合ってってってって頂頂頂頂いたいたいたいた BBBB

紙紙紙紙にににに人人人人、、、、場所場所場所場所、、、、おおおお金金金金、、、、情報等情報等情報等情報等をををを貼貼貼貼ってってってって見見見見えるえるえるえる化化化化するするするする    

・・・・第第第第１１１１部交流部交流部交流部交流タイムとのタイムとのタイムとのタイムとの連携連携連携連携をををを調整調整調整調整するするするする必要必要必要必要があるがあるがあるがある    

等等等等    

    

・・・・発言内容発言内容発言内容発言内容はははは、、、、付箋紙付箋紙付箋紙付箋紙にににに書書書書いてからいてからいてからいてから発表発表発表発表してしてしてして頂頂頂頂くくくく    

・・・・直接直接直接直接、、、、BBBB 紙紙紙紙にににに記録係記録係記録係記録係がががが記入記入記入記入していくしていくしていくしていく    

等等等等    

    

★★★★★★★★（（（（4444））））全体共有全体共有全体共有全体共有のののの仕方仕方仕方仕方

をををを検討検討検討検討しししし、、、、提案提案提案提案するするするする    

・・・・各各各各テーブルでこんなテーブルでこんなテーブルでこんなテーブルでこんな意見意見意見意見がでましたとがでましたとがでましたとがでましたと発表発表発表発表してしてしてして頂頂頂頂

くくくく    

等等等等    

    

★★★★★★★★★★★★（（（（5555）（）（）（）（仮称仮称仮称仮称））））協働協働協働協働タタタタ

イムイムイムイム、、、、井戸端会議井戸端会議井戸端会議井戸端会議そのそのそのその３３３３のののの

呼呼呼呼びびびび方方方方をををを検討検討検討検討しししし、、、、提案提案提案提案するするするする    

・・・・協働協働協働協働タイムタイムタイムタイム、、、、井戸端会議井戸端会議井戸端会議井戸端会議でででで良良良良いかいかいかいか、、、、もっともっともっともっと良良良良いネいネいネいネ

ーミングはないかーミングはないかーミングはないかーミングはないか    

等等等等    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

　
「こんな協働したい！」 「こんな協働できるよ！」の発表　↑「イイネ！シール」、アイデア賞には金の「イイネ！シール」を貼る。たくさん集めたテーブルの勝ち！テーブル対抗とする。

　
井戸端会議→作戦会議きょうどう？大作戦！
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