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オンライン・スタイリング・サービスを使ってみました(^^)♡

季節の変わり目、
「今日は暖かい？肌寒い？」｢去年の今頃、何着てた？｣と悩む朝。
仕事で着る服がマンネリ化していて、もう少しおしゃれ感があって仕事しやすい服を探したい
なと思っていました。でも、買い物行くのもちょっと億劫、緊急事態宣言だし…と自分に言い訳
していた時、インスタグラムで「オンライン・スタイリング」の広告が目にとまり、初回スタイ
リング料無料という言葉に後押しされ、チャレンジしてみることにしました。
チャレンジしたのは、
「ＤＲＯＢＥ(ドローブ)」
。サービスの流れは、こんな感じです。
1.まず LINE で友達になります。(この後のやり取りは全て LINE です)
2.好みのスタイルを選んだり、自分のサイズ、提案をしてほしいスタイル、カラー診断や骨格診
断を受けたことがある人は診断結果、各アイテムに対する予算などを登録します。
3.1 週間後提案されたアイテムの写真が届きます。
4.その中から送って欲しいものを選びます。
5.1 週間後商品が届きます。
6.自宅で試着し、購入するかどうかを決めます。不要なものはそのまま返品します。
商品についてフィードバックすることで次回はより自分に合った提案がされます。
通常はスタイリング 1 回約 3000 円+購入した服の費用代金です。
まだ、1 回だけの利用ですが、
○自宅で試着するので、自分の持っている複数の服と合わせることができる
○お店で試着するには勇気がいる洋服も試してみることができる
○アイテムが届いたときのワクワク
○お店に行く手間が省ける
が、メリットだと思います。
×店員さんなど客観的な意見をもらうことができない
×パンツのすそ直しを頼めない
のが、デメリットです。
今回は、仕事でつかえそうなジャケット 1 点、お出かけに着てみたいワンピース(お出かけのチ
ャンスはあるのか?!)、チャレンジなプリーツスカートの 3 点を購入しました。個別のスタイリス
トさんが提案してくれている形にはなっていますか、AI かもなぁと思ったりもしてます。次回ス
タイリングは 2 ヶ月後(スタイリングの間隔は選ぶことができます)、どんな提案がくるのか楽し
みです。
(Y.K)
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APIS 主催

わいわいトーク

第 113 回
2021 年 3 月 10 日 10:00～12:00
西区民センター

「石けんにデコパージュ」と題してクラフトを行いま
した。
「デコパージュ」とは、自分の好きなモチーフの薄い
紙を専用液で貼り、コーティングするテクニックです。
今回は、手に入りやすい紙ナプキンと石けんを使いま
した。
まずは必要な分の紙ナプキンを切り、薄い 3 枚にはが
します。これが今日の一番の関門です！みんなで助け合
いながら、わーわー言いながらはがしました。
次は石けんに筆で専用液を塗り、切ってはがした紙ナ
プキンを貼ります。乾いたら仕上げにもう一度専用液を
塗って、乾いたら出来上がり！同じ紙ナプキンを選んで
も、紙の使い方によって違うものへと変身します。
皆さん、春らしい作品が出来上がりました。お友達へのちょっとしたプレゼントにも良いかも
しれません。このデコパージュ石けん、飾って香りを楽しんでも良し、引き出しに入れて香りを
楽しんでも良し、飽きたらもちろん使用も可能です。
（ただし、使うと模様は取れてなくなってし
まいます）
専用液が乾くのを待つ間は、いつものおしゃべりです。
「年金のこと」
「親への金銭的援助」
「が
んこ親父の事」
「コロナ禍での一人でのお楽しみ」
「ワクチン接種のこと」いろいろなことが話題
になりました。思っていることを話せたり、知らない情報を教えてもらったり、時間ぎりぎりま
で話しました。
◎2021 年度講座開催内容です。たくさんのご参加をお待ちしています。
５月１２日（水）

私が今やりたいこと

７月１４日（水）

リサイクル工作～チラシで BOX

９月 ８日（水）

私の好きなお散歩コース・おすすめスポット

１１月１０日（水）予定

(マーガレット)

新年の箸袋作り＊

2022 年１月１２日（水）予定

カード遊び

2022 年３月１０日（水）予定

コラージュしよう

【時間】 午前１０：００～１２：００【会場】 大阪市立西区民センター 第６会議室

申込み・問合せは APIS まで
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イオン幸せの黄色いレシートキャンペーン報告
APIS は、イオン幸せの黄色いレシートキャンペーンの助成先団体として登録しています。
この 2020 年 9 月～2021 年 2 月の期間にイオン利用のお客様から総額 2,588,621 円の黄色いレシ
ートを APIS の BOX に投函してもらいました。
それによりレシートの合計金額の 1％に相当する円をイオンポイントギフトカードとして頂き、
活動に必要な商品に交換してもらえます。本当に皆さまに心から感謝しています。
先日、
「活動内容報告書」をイオンへ提出しました。
活動書を作成しながら 2020 年はコロナ禍で、なかなか活動が難しい中でしたが、それでも講師依
頼が数件あったり、感染対策をした中で活動開催したり、Zoom 開催に初めてトライしたりとコロ
ナ前とは違う活動様式にスタッフで頑張ったなぁとついつい感慨深い気持ちになりました。
4 月 5 日には、ポイント贈呈式があり出席します。皆さまからの応援の気持ちが形になったポ
イントを頂いてきます。ありがとうございます。
◎APIS の BOX は、マックスバリュ京橋店にあります。
(たくわん)

ポイント贈呈式で
イオンギフトカードを頂きました。
ありがとうございました。

関西 CAP 連絡協議会
2021 年２月 21 日（日）13:00～15:00
リモート会議
昨年は COVID-19 の影響で取り止めになり、今回も担当グループが秋から日程調整などの準備
をして、Zoom を使ってのリモート会議で開かれました。
おおさか CAP エコールからは２名が参加し、１名は事務所で、もう１名は自宅で PC に向かい
ました。
１箇所の会場へ移動することなく参加できるリモート会議の利点から、16 グループ２０人程
が画面上に集まりました。各グループから活動状況の様子を報告し、COVID-19 の影響について
や、CAP センター・JAPAN と連携した地域活動のあり方について情報や意見交換をしました。
（のぶどう）
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YouTube チャンネル作成までの道のり
動画制作講座を大阪市ボランティア・市民活動セ
ンターが開くとの案内があり、1 月 21 日（木）の初
回 YouTube 視聴から第 2 弾実践編 2 回（1 月 29 日
（金）
、2 月 10 日（水）
・オンライン開催）を受講し
ました。
初回参加時に送られた資料の中におみやげ資料２
として「動画を「大阪市民活動総合ポータルサイ
ト」にも掲載し、たくさんの人に見てもらいましょ
う！」があり、参加する目的としました。YouTube
チャンネルを持って、動画投稿することなど考えて
みたこともなかったのですが、コロナ禍のこの１年新たな発信方法を探る中でやってみようと考
えるようになっていました。それにしても、スマホを持つようになったばかりで自分のアカウン
トを持ったこともなくて出来るのだろうかと思いながらの参加でした。
自分たちの活動を伝えようとする時、事実を正確にとあれもこれもと盛り沢山になりがちです
が、それでは一方的でありきたりな真面目すぎるものになってしまって、見たくないものが出来
上がってしまうとの指摘に目から鱗を剥がしました。
市民活動を担っているという優等生の壁を壊しましょう。
最初はマネからで OK! 盗作は NG でもアレンジして、流行を取り入れよう。などなど
講師の尾関さんの言葉に、作ろうとする動画の構成が形になっていきました。特に静止画をつ
なげていくことでも出来ると分かり、これまでブログで公開してきた写真を使って、
「ひとりぼ
っちじゃないよ」のメッセージ（これはホームページのタイトルとして使い始めたのも）を発信
するものにしようと決めました。
講座第 2 弾では企画案を提出するという課題も出て、2 回目に案の説明をして講師からのアド
バイスをもらいました。参加者それぞれの企画案はどれも参考になるものでしたし、アドバイス
に沿って構成の順番を入れ替えて作ることにしました。講師から勧められたビデオ編集アプリは
持っている PC にあって、使い方はネットを検索し、試行錯誤で進めました。30 秒の静止画を連
ねた動画に音を入れ、字幕を足す作業をして完成させました。やってみれば意外と短時間に作れ
て、アプリの優秀さに、宝の持ち腐れだったなと思いました。
メンバーに見てもらい OK を貰って、次の作業が Youtube に載せることでした。
これもネット検索をして手順を調べましたが、冒頭に Google アカウントのことが出てきて、そ
のアカウントを持っているのかどうかも分からず、一緒にホームページ担当をしているメンバー
と相談しながら、あーでもないこーでもない、やってみよう、できない・・・、こっちでやって
みよう、できた！と紆余曲折の末チャンネルを開設し APIS の紹介動画をアップしたのでした。
（のぶどう）

YouTube チャネルは
apis npo で検索、又はこちらから⇒
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「生きている図書館」を広げたい！ 〜クラブハウス編〜
クラブハウス（招待制の音声配信 SNS アプリ）に登録し、プロフィールを書くにあたって自分
の 2 大趣味である写真と怪談のことを載せてみたが、それだけでは何か物足りなく感じました。
やってきた活動の中で、伝えたいことは何だろう、何のことで人と繋がれたら嬉しいだろうかと
改めて考えたとき、そうだ、生きている図書館がある！と思い追記しました。
ある夜、写真の話をするためのルーム(音声チャットルーム)で私のプロフィールを見たモデレ
ーター（ルームの管理人、司会者）が「生きている図書館を知っている」と言い出しました。関
東の某大学で開催する手伝いを頼まれているとのことでした。私はスピーカー(話し手)となり、
写真の話はそっちのけでモデレーターと盛り上がりました。そして、オーディエンス(聞き手)に
わかるように趣旨と歴史を説明し、APIS の活動も紹介しました。
モデレーターは、「ルームでは一人ずつスピーカー(話し手)にお招きし、丁寧にお話を伺いま
す。このやり方は生きている図書館の手法を取り入れています」と話されました。生きている図
書館を理解してスピリットを大切に活かしている方と繋がった嬉しさに私は舞い上がりました。
プロフィールに載せて良かった！と思いました。
後日、APIS が大阪市の助成金で作成した『生きている図書館実施ガイド(日本語訳)』を在庫
から 1 冊、モデレーターにプレゼントしました。
このことは、今すぐ何かの結果を生み出すとは思っていません。だけど、広めたいと考えてい
ることを自分の行動範囲に具体的に組み込み、少しずつでも達成していくことを体感し快感でし
た。
思えば、APIS は常にそうやってきたのです。小さな行動が小さな結果を生み、それがだんだん
大きくなっていきます。行動はまだまだ続けていきます。(H.N)

映画「すばらしき世界」感想
3 月に「ゆれる」
「永い言い訳」の西川美和監督、役所広司主演の映画「すばらしき世
界」を鑑賞してきました。直木賞作家・佐木隆三の「身分帳」が原作です。あらすじは、
人生の大半を裏社会と刑務所で過ごした男の再出発の日々と彼に関わる人々の話です。
主人公の生き方は、ある意味真っ直ぐです。カタギとして生きようともがく日々を観て
いると、もしかして私自身は、この真っ直ぐさを捨て、幾つかの正義を捨て、見て見ぬふりをして、社会
に適応する事を選んでいるのではないかと自問自答させられました。
以前から、更正や矯正について関心があり、過ちを犯した人と社会はどういう関係を築いたらいいのか
と考えています。その視点からも主人公と関わる人々の描かれ方にも注目して観てきました。保護司や地
域スーパーの店長。主人公を利用しようとする TV ディレクターたち。やくざの姐さん、ソープ嬢、ソーシ
ャルワーカー、職場の人々…それぞれの思案がめぐらされ、良質な映画になっています。
そして、この映画の終わり方を「良かった」と思うか「悲しい」と思うかも観客に委ねられます。ぜひ観
て考えてもらえればと思います。
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（たくわん）

2021 年 APIS 総会と交流会案内
◆第 16 回通常総会案内
日時：2021 年 5 月 16 日（日）11 時〜12 時
場所：APIS 事務所
誰でも参加できますが、議決権があるのは正会員です。

◆交流会案内
日時：2021 年 5 月 16 日（日）13 時〜15 時
場所：APIS 事務所
内容：哲学対話「集まって話そう〜やさしさってナニ？〜」
＊今話題の SNS”clubhouse（クラブハウス）”の room「哲学対話」のルールを
参考に開催します。
テーマ「やさしさってナニ？」について自由で安全に話す体験してみませんか。
聞いているだけでも OK
参加費：無料
誰でも参加できます。リモート参加も可。5 月 10 日までに申し込んでください。

（インスタグラム）

始めました！
活動のこと、ささやかな日常のことなど
APIS スタッフが交替でお伝えします。
ぜひフォーローしてください♪
よろしくお願いします。

NPO 法人暴力防止情報スペース･APIS 7

AP I S の 活 動 記 録
２０２1 年 1 月～ 3 月
１月
12 日（火）
13 日（水）
15 日（金）
18 日（月）
21 日（木）

講師派遣：大阪府看護協会
わいわいトーク「お薦めの 1 冊」
HP ミーティング
電話相談ミーティング
定例ミーティング
ニュースレター№82 発行 発送作業
大阪市ボランティア・市民活動センター動画作成講座 オンライン受講
29 日（金） 大阪市ボラセン動画作成講座第 2 弾 オンライン受講

２月
2 日（火）
10 日（水）
12 日（金）
18 日（木）
21 日（日）

ゆるゆるトーク「樹木希林さんの言葉から考える」Zoom 開催
大阪市ボラセン動画作成講座第 2 弾 オンライン受講
おおさか相談フォーラム Zoom 開催
定例ミーティング /電話相談 自主勉強会
関西 CAP 連絡協議会 Zoom 開催

３月
6 日（土） 都島区ボラセン ボランティアスキルアップ講座参加
10 日（水） わいわいトーク「石鹸にデコパージュ」
都島区ボラセン ボランティアアドバイザー連絡会
15 日（月） 電話相談ミーティング
1８日（木） 定例ミーティング
21 日（日） 体罰をみんなで考えるネットワーク総会オンライン開催 参加
2９日（月） 理事会

講師派遣 大阪府看護協会

おおさか相談フォーラム

体罰をみんなで考えるネットワーク
APIS 事務所で誕生日会

編集後記
西成のあいりん地区を歩いてきました。パンの配給に
長い列ができ、道は生活用品で溢れかえっていました。
大きなホテルが建設されていても
も
人や町は変わらず在りました。
これからどうなっていくのか
か、
ちゃんと見ていないとなと
思いました。
（H N）
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APIS ミーティング

わいわいトーク
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