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いえいえ、そんなことはありません。目標に向かって努力するこ
とができた音大生は、企業にとっても強力な戦力なのです。
でも、音大生には一般大学に比べ、就活情報が少ないのも事実。

音大生の就活をバックアップするためにondainavi.jpが
オープンします。

音大生の就活をバックアップ

音大だから就職は不利 !?

［音大生の就活を応援するWebサイト］

わらしべプロジェクト
福島の子どもたちを元気に！　笑顔に！

　福島の総合エネルギーショップ・アポロガスでは、福島のあたたかいこころがいっぱいつまった寄稿集『こ
ころの幻燈会』と、おいしいお菓子を交換する“わらしべプロジェクト”を全国に呼び掛けています。福島の
復興を主体的に担っていくのは、いま福島に暮らしている若い人や子どもたちです。「全国の人たちが福島を、
自分たちを、応援してくれているんだ」と実感することが、復興への大きなエネルギーとなると考えています。

「北海道と静岡のお友だちが、
“ 福島の子たちがんばれー！ ” っ
て、お菓子をくれたよ」。アポ
ロガスでは先日、いただいたお
菓子をたんぽぽ保育園さんに
持って行き、子どもたちへ配っ

てもらいました。すると先生が、日本地図を指差しながら、
県外にも応援してくれている人たちがたくさんいることを、
子どもたちに伝えました。

子どもたちが五感を使った体験（＝おいしいお菓子を食べ
る・感動体験）をすることにより、それが幼い潜在意識にイ

ンプットされる。また、そのお菓子がどこから贈られてきた
のか、日本地図を使って幼稚園・保育園の先生方が子どもた
ちに教えることにより、地理の勉強をする。それらを目的と
して、このプロジェクトを実行しています。

“ わらしべプロジェクト ” は、福島で「子ども」という意味
の「わらし」、そして物々交換をする「わらしべ長者」の「わ
らしべ」。その２つの意味を掛け合わせて名づけられました。

アポロガスでは、このプロジェクトの趣旨に賛同してくだ
さる県外のこころある方々からのお菓子や感動する果物・食
べ物を子どもたちへ届けるお手伝いを行っています。

福島の子ども
に

感動とあたたか
いこころを

届けよう
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　アポロガスは、４年前から「ア
ポロしあわせ基金」を設立し、子
どもたちの笑顔につながる活動の
支援を行ってきました。
　そんな中、2011 年３月 11 日に
東日本大震災および原発事故が発
生し、１年半以上経過した今でも
放射能への不安は消えません。

　それでも福島の子どもたちは、この厳しい環境の中、前向
きに力強く福島で暮らしています。その子どもたちが少しで
も元気に笑顔になるようにとの思いから、アポロガスの元気
エネルギー供給事業部では、40 周年の記念事業 “ アポロおも
うこころプロジェクト ” として、①「ふくしま元気エネルギー
映画祭」、②「飯坂旧堀切邸：ほんとの幻燈会」、③「寄稿集『こ
ころの幻燈会』発刊」、④「アポロ杯スポーツ少年団ソフトボー
ル大会」、⑤「福島競馬場での１万個のキャンドルナイト」、

⑥「２万個のキャンドルと音楽
イベントふくしまアカリトライ
ブ」、⑦「保育園・出前手作りキャ
ンドル教室」などの事業の主催
および共催を行ってきました。
　なかでも福島の子どもたちを
中心に 412 作品をまとめた寄稿
集『こころの幻燈会』は、朝日
新聞、読売新聞、毎日新聞等の
全国紙でも紹介され、福島県点

字図書館での点字訳・音訳や、
福島出身の東京外語大学の学
生を中心として世界 12 カ国語
への翻訳プロジェクトが進ん
でいます。
　この本の益金はすべて「ア
ポロしあわせ基金」を通じて
子どもたちの笑顔につながる活動に役立てています。県内の
幼稚園、保育所、託児所などの室内遊具（竹馬、鉄棒、絵本
や大型ブロックなど ) や屋外遊具の交換（放射能で汚染され

てしまったため）などに使用
しています。
　“ わらしべプロジェクト ” も、
それら支援活動の中のひとつ。
全国の皆様のあたたかい支援
をお待ちしています。

子どもたちの
笑顔のために

Amazon、有名書店、NORACOMI で好評発売中
この本の益金はすべて「アポロしあわせ基金」を通じて、ふくしまの子ども達の
笑顔につながる活動に役立てていきます。
『こころの幻燈会』は福島民報社が加盟するインターネットショッピングサイト47Club
（よんななクラブ）http://www.47club.jp でも販売しております。

定価 1,500 円　A5判・上製本　オールカラー 200ページ

　趣旨に賛同する全国の企業・個人にそれぞれの地元のおいしいお
菓子・おいしい食べ物を贈ってもらい、それを福島の幼稚園・保育
園に届け、子どもたちの笑顔につなげる。そのお菓子・食べ物のお
礼も兼ねて、福島のあたたかいこころがいっぱいつまった寄稿集「こ
ころの幻燈会」を贈呈する。
お問い合わせ先
株式会社アポロガス 元気エネルギー供給事業部　菅野  晶  宛
TEL：024-542-1122　FAX：024-542-7754　
Mail： apollo@jeans.ocn.ne.jp
お菓子はできれば賞味期限３カ月程度のものが望ましい。
事前にご連絡すれば、果物など賞味期限 1 カ月程度のものも可。

“わらしべプロジェクト”参加方法
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2010 年の８月末。
私は、１週間という短い期間、
ベネズエラの旅に出た。
やらなければいけないことが
多かった。

1973 年、南米へと旅だったトモコが、2010年ふたたびベネズエラへ！！
愛すべき“ミ・ファミリア”との再会、変わるカラカスの街、
先住民活動家ノエリ・ポカテラへのインタビュー、
ベネズエラの“いま”を切り取った、フォトエッセイ。
カラカスの街角や魅力的な料理、美しい近代建築・アートの写真も満載。
前作『ミ・ファミリア』のこぼれ話も！

1,050 円（税込）/2013 年 1月発行予定 /諏訪書房

※タイトル・発売日は変更する可能性があります。
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ベネズエラへ

ふたたび
あぁ、愛すべきミ・ファミリアよ
漢那　朝子

Consul Firm Contents

春秋余情

オール電化の「不都合な真実」
エネルギーはベストミックスで

環境変化への対応 1
ガスを伸ばすためにガス外に目を向ける

ＬＰガス販売店のための文書文例シリーズ１
切替トラブル対策編

環境変化への対応３
エネルギーの複合・融合提案を

ＬＰガス販売店のための文書文例シリーズ２
取引・料金・販促編

ＬＰガス販売店のための文書文例シリーズ３
供給・保安

ガス販売事業者によるオーナーサポートを考える
空室対策から新ビジネス創出へ

家庭用コージェネレーション入門

右手康登がコーチするあなたも今日から大家さん
〜ビギナー向けアパート経営術〜

ノベーションで空室対策を
〜高齢化社会を見すえた付加価値賃貸

ミ・ファミリア

25被告の表情　〜讀賣法廷記者による東京裁判の記録
（復刻版）

私たちはなぜ小沢一郎を支援するのか

愛犬との暮らしをもっと豊かに楽しくするために

伝える能力の基本組織の「伝達力」を高める

エネルギーサービスマンのための環境問題入門

「ダブル発電・トリプル給湯」を伝える

「ダブル発電・トリプル給湯」を伝える

環境変化への対応２　「脱ガス屋宣言」のススメ

ＬＰガス販売店のM＆Ａ入門

アパート・マンションオーナーのための法律Q&A

書　　　名 著　　　者 電子版価格 一般価格一般価格

大森清司

中川順一・長澤耕一・
CFC オール電化検討チーム

中川順一・大和久正人・
黒澤敏昭・大道薫

野崎　修・
ノラ・コミュニケーションズ

中川順一・益子　洋

松山正一・
ノラ・コミュニケーションズ

松山正一・
ノラ・コミュニケーションズ

住宅用コージェネレーション研究会・
日本ガス体エネルギー普及促進協議会（コラボ）

右手康登

橋本一郎・小野寺昌顕・
ポケット倶楽部編集室

漢那朝子

讀賣法廷記者・清瀬一郎・
『25被告の表情』復刻委員会・
山水の会かごしま

小沢一郎を支援する会

中島宏一

杉山伸朗

ノラ・コミュニケーションズ

ノラ・コミュニケーションズ

ノラ・コミュニケーションズ

ノラ・コミュニケーションズ

中川順一

中戸川健一・
ノラ・コミュニケーションズ

武内大徳・ポケット倶楽部編集室

500円 735円

500円 1,050円

900円 1,365円

1,000円 4,200円

700円 1,050円

500円 2,100円

700円 1,050円

1,500円 2,100円

1,500円 2,100円

1,500円 2,100円

2,100円 3,000円

2,100円 3,150円

2,100円 3,150円

2,100円 3,150円

2,100円 3,000円

2,100円 3,000円

2,100円 3,000円

1,700円 2,625円

1,700円 2,500円

2,100円 2,500円

1,400円 2,100円

1,400円 2,100円
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諏訪書房・NORACOMI BOOKLETS の電子書籍 好 評 発 売 中 ！



諏訪書房　　www.suwashobou.jp/

CFC No.31

諏訪書房・NORACOMI BOOKLETS は

電子書籍 でもお求めいただけます
　電子出版の普及に対応し、諏訪書房（ノラ・コミュニケーショ
ンズ）では、諏訪書房の本、諏訪書房新書、NORACOMI 
BOOKLETS（エネルギー業界向け専門書）の電子化を進めてい
ます。諏訪書房（ノラ・コミュニケーションズ）の電子書籍は、下
記の電子書店でご購入ください。

電 子 版 新 刊 予 定

ＬＰガス販売店のための

法律 Q＆A 第 4 版
電子版　4,200 円税込

第２版（2009 年 10 月発行）に、特商法
や消費者契約法、暴対法対応を追加。
第３版（電子版のみ、2010 年 8 月発行）
の内容をすべて収録。

松山正一　監修　　
ノラ・コミュニケーションズ　編

（書籍版 614 ページ　9,450 円税込）

ベネズエラへふたたび
―あぁ、愛すべきミ・ファミリアよ―（仮）

Con Ten Do
http://contendo.jp/

Reader Store
http://ebookstore.sony.jp/

紀伊国屋 Book Web
http://bookweb.kinokuniya.co.jp/

GARAPAGOS STORE
http://galapagosstore.com/web/btop

Book Live
http://booklive.jp/

LISMO Book Store
http://book.lismo.jp/

電子版　735 円税込（予定）

1973 年 南米へ旅立ったトモコが、2010 年再びベネズエラへ！
愛すべきミ・ファミリアとの再会、著者による先住民活動家ノエリ・
ポカテラのインタビューなど、ベネズエラの“いま”を集めたフォ
トエッセイ。前作『ミ・ファミリア～悲しいのに笑い、泣きながら踊っ
たベネズエラの日々～』のこぼれ話も掲載。

漢那朝子　著
（書籍版 100 ページ予定　1,050 円税込（予定））


