第３期 事業報告書
特定非営利活動法人 かしわらイイネット
Ⅰ 事業期間
平成 25 年 9 月 1 日〜平成 26 年 8 月 31 日

Ⅱ 事業の成果
第３期は、これまでの地域情報発信・地域情報化における活動をさらにステップアップさせるた
めのネットワーク形成など、今後の情報発信力を強めるための活動に力点を置いた。
地域情報発信活動においては、柏原市内のイベントや企業、お店への取材を実施し、他の地域活
動団体や地域ネットワークとの協力や連携も進めることで、認知度アップと交流の拡大に繋げた。
主に Facebook ページをさらに活用することで、情報発信力を高めた。
３期後半については、フリーペーパー「かしわらテイスト」を発行するための準備として、各会
員、企業、お店をまわり、需要、ニーズの有無についてヒアリングを重ねる。その内容をもとに、
第４期（平成 26 年 9 月）での発行作業につとめた。
地域情報化促進・啓発事業としては、柏原市障害者自立支援協議会などの Web サイトサポートを
継続して担当。
また、「まちリポーター養成講座」の二年目を実施し、まちの魅力さがしと情報発信の手法につ
いて、一定の成果を収めた。商店街活性化目的の「まちゼミ」をモデルとした「ヨルゼミ」と名づ
け、事例の提供も兼ねた試みにもなった。 引き続き、Facebook 勉強会も随時開催し、お店や市
民との幅広い交流を図った。
組織運営の状況は、平成 26 年 8 月 31 日時点において、正会員 12 名（12 口）、団体賛助会員
（17 口）。

Ⅲ 事業の実施状況
１ 特定非営利活動に係る事業
（１）（事業名）
地域情報発信活動事業
（内 容）

「かしわらイイネット」Web サイト・ブログ・SNS における情報発信活動
① 柏原市に関するまち情報の特集記事（Web サイト）
② 柏原市内イベントの動画作成と取材
③ 地域団体、商店街など、柏原市内における取材活動（SNS）
④ 団体賛助会員への取材・記事作成
⑤ おいなーれ柏原ネットワークなどへの参画
※具体的な内容は次ページに掲載。
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（実施場所）
柏原市内各所
（実施日時）
随時
（事業の対象者） 柏原市の各団体・事業者・個人へ取材。 内容は一般に公開

（別記）
「かしわらイイネット」Web サイト・ブログ・SNS における情報発信活動
① 柏原市に関するまち情報の特集記事（Web サイト）

▲

パナソニックサイクルテックを取材

・ゴジラが生まれた町・かしわら
・柏原病院の公開講座
・巽製函株式会社
・第 22 回環境フェア
・とくとくトラック市
・2014 柏原コットンファームプロジェクト
・オガタ通り商店会スプリングフェスタ 2014
・小松山合戦まつり
・大阪ワインフェス 2014 in 羽曳野
・おいな〜れ柏原ネットワーク・フードフォーラム
・今中大介の実践ヒルクライム講座
・柏原から MBS ラジオ生中継
・PECO 主催の餅つき大会
・柏原が被災地になったとき、どうしますか？
・瑠璃光寺の紅葉
・リビエール・マルシェ
・おいなーれ柏原まち歩き 2013
② 動画による情報発信（第九クリスマスコンサートの練習風景）
平成２５年 １２月
リビエールホールにて記録・編集
2

その他、リビエールマルシェ・イーゼル芸術工房 インタビュー・歴史資料館取材など。

③ 地域団体、商店街、お店など、柏原市内における主な取材
平成２５年 ９月 １日（日）
９月 １日（日）
９月 ６日（金）
９月１３日（金）

▲

宝吉畑プロジェクト収穫祭
「どんな！こんな！ボランティア展」
スーパー北庄 取材
福田石材店 取材

宝吉畑プロジェクト収穫祭

９月１４日（土） ＪＡまつり
９月２８日（土） 柏原市民総合フェスティバル
１０月２７日（土）
１１月１４日（木）
１１月１７日（日）
１１月１７日（日）
１１月２３日（土）
１１月３０日（土）

柏原まちおこし隊ハロウィーンパーティー
柏原はしご酒（柏原市商工会）
わくわくフェスタ（リビエールホール）
柏原ふれあい広場
根っこや感謝祭
瑠璃光寺 紅葉を取材
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１２月 ４日（水）他 柏原市第九の会 練習取材
１２月１５日（日） 第九コンサート 取材
１２月２２日（土） 柏原まちおこし隊 クリスマスパーティー
平成２６年

１月１８日（土） 災害ボランティアセンター設置運営（オアシス）

▲ 災害ボランティアセンター設置シミュレーション

１月１９日（日）
２月 ３日（日）
２月 ５日（水）
２月２０日（木）
２月２７日（木）
３月 １日（土）
３月 ２日（日）
３月１４日（水）
３月１６日（日）
３月２３日（月）

コミュニティサークル PECO 餅つき大会
特定非営利活動法人みんな 訪問
子ども会大会練習 取材
ぶどう畑・雪害の取材
みんなで本を楽しむ会
今中大介の実践ヒルクライム講座
大和川クリーン作戦
河内かしわらわたの日 作品展
恩智川クリーンアップ
ストライダーエンジョイカップ

▲ 柏原コットンファームプロジェクト2014

４月１５日（火）
４月２５日（金）
５月１１日（日）
５月２５日（日）
５月３１日（土）
５月３１日（土）

サンヒル柏原 取材
堅下南小学校 取材
柏原コットンファームプロジェクト 2014
とくとくトラック市
ワイン畑で本を楽しむ会
ほたる祭り
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６月１１日（水）
６月１３日（金）
６月１４日（土）
７月 ５日（土）
７月１９日（土）
７月３１日（木）
８月１２日（火）
８月１９日（火）
８月３０日（土）

④

巽製函株式会社 取材
つなガール柏原 取材
市立柏原病院公開講座
山常園 取材
柏原駅前・太平寺 夏祭り
鐸比古鐸比賣神社 夏祭り
宝吉畑プロジェクト
ダンスサークル取材
ふるさと柏原ぶどう狩りツアー2014

団体賛助会員への取材・記事 （随時掲載しているトピックスは除く）
平成２５年 ９月 ７日（土） 岡村製油（株）大感謝セール
９月２２日（日） オガタ通り商店会サンデーピアッツァ
１０月１９日（土） オガタ通り商店会オータムフェスタ
１１月 ３日（日） 宮脇書店大阪柏原店 大感謝祭
１１月１７日（日） カタシモワインフェスタ
１１月２０日（水） 柏原ゆうゆうマップお披露目式（ライオンズクラブ）
１１月２３日（土） 柏原ライオンズクラブ創立５０周年講演会
１１月２４日（日） オガタ通り商店会サンデーピアッツァ
１２月 ７日（土） 岡村製油（株）大感謝セール
平成２６年 ３月 ８日（土） 岡村製油（株）大感謝セール
４月 ６日（日） 「ぶどうの苗木植樹会」（カタシモワイナリー）
４月１３日（日） 大阪ワインフェス （カタシモワイナリー）
５月 ３日（土） 小松山合戦まつり
５月１０日（土） オガタ通り商店会 スプリングフェスタ
５月１４日（水） イーゼル芸術工房取材
６月 １日（日） 環境フェア（柏原市職員労働組合など）
６月 ７日（土） 岡村製油（株）大感謝セール
８月 １日（木） 青谷で花火を見る会（青谷ゴルフガーデン）
８月２日（土）３日（日） 「真夏の大夜会 キャンドルナイト」
８月３０日（土） ふるさと柏原ぶどう狩りツアー2014 など（Ciao）

5

⑤

おいなーれ柏原ネットワークなど、その他、まちおこし･まちづくり活動への参画
・ おいなーれ柏原ネットワーク
平成２５年１０月 ７日（月） フードツーリズムの展望
１０月１９日（土） おいなーれ柏原まち歩き２０１３
１１月 ２日（土） リビエール・マルシェ
平成２６年 ２月 ８日（土） 「柏原市における都市創造性研究会」
３月 ３日（月） フードフォーラム
平成２６年 ５月１５日（木） 定期総会（フローラルセンター）
・ ええトコ・わがまち kashiwara プロジェクト（主催：まちプロ）
平成２６年 ２月１４日（金） 委員会
３月２２日（日） 円卓交流会
・ 国分料飲組合 ６月１２日（水） 勉強会・講師

（２）（事業名）

地域情報化促進・啓発事業

[１] （内 容）
医療法人千輝会（神田医院） Web サイト作成
（実施日時）
平成 25 年 9 月 〜
（事業の対象者） 医療法人千輝会（神田医院）
[２] （内 容）
柏原市障害者自立支援協議会 Web サイト更新
（実施日時）
平成 24 年 9 月〜平成 26 年 3 月
（事業の対象者） 柏原市社会福祉協議会
[３] （内 容）
ぶどう直売所マップづくりへの調査作業
（実施日時）
平成 25 年 9 月〜10 月・平成 26 年 8 月
（事業の対象者） 柏原市果樹振興会
[４] （内 容）
（実施場所）
（実施日時）
（事業の対象者）

「かしわら まちリポーター養成講座」（計７回） ※別記
ふれあい館オガタ
フォトリエ・キヨス
平成 26 年 2 月〜平成 26 年 3 月
市民一般

[５] （内 容）
（実施場所）
（実施日時）
（事業の対象者）

初心者向け Facebook 勉強会
ふれあい館オガタ
随時
市民一般
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（ 別記）
「かしわら まちリポーター養成＋情報デザイン講座」（ヨルゼミ・柏原市補助金事業）
市民個々の情報発信力を養っていただくことを目的に「情報をデザインする」スキルを学ぶ講座を
設定。写真、宣伝 PR、コミュニケーション力、まちの魅力や素材探し、インターネットを用いた情
報発信手法やツール、などで講師を招き、開催した。
また、講師自身もまちリポーターと位置づけ、
発表していただく機会も設けた。
（全７回）

商店街活性化を目的とした「まちゼミ」のスタ
イルも取り入れ、商店街の店主にも講師となって
いただいた。
当日の講座詳細とリポートについては、
http://www.kashiwara-e.net/kouza̲yoruzemi13t
op.html に掲載。
（日程と内容）
平成２５年１１月２７日（木）・１２月１１日「写真講座」

講師 桐山 知兼 氏
（フォトリエ・キヨス）

平成２６年２月１９日（水）「ｉＰｈｏｎｅ講座 基礎と実用」（１）講師 前田 寛文 氏
（SOFT STUDIO）
２月２４日（月）「堅下屋食堂からアントワーヌへ」
講師 太田 淳史 氏
(レストランアントワーヌ）
２月２６日（水）「ｉＰｈｏｎｅ講座 基礎と実用」（２）講師 前田 寛文 氏
（SOFT STUDIO）
３月 ５日（水）「柏原のだんじり・河内音頭・レトロ」 講師 三木 康史 氏
（サンヒル柏原）
講師 石田 成年 氏
（柏原市立歴史資料館）
３月１２日（水）「教えます！Web デザイナーのお仕事」

講師 黒崎 由希子 氏
（Starting-Point）

３月２１日（金）「『笑い』が生み出すコミュニケーション」講師 日向亭 葵 氏
（おしゃべりテーションの会）
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３月２６日（水）「愉快に、わかりやすく、柏原をＰＲ」 講師 中田 諭志 氏
（コピーライター）
参加費 ： 500 円 （３月５日、３月２１日は無料。３月１２日は学生無料。）
場所
： ふれあい館オガタ
-----------------------------------------------------------------------------------------（参加者アンケートより） ※写真講座はアンケートなし （出席者１日目７名 ２日目６名）
【１】平成 25 年 2 月 19 日（水）、2 月 26 日（水）「ｉＰｈｏｎｅ講座 基礎と実用」
アンケート結果
出席者数 6 名 アンケート回収 6 名
質問 今回の講座内容はいかがでしたか。
１．大変興味深かった。
２．興味深かったが、すでに知っている内容が多かった。
３．少し期待していた内容とは違った。
４．まったく興味を持てなかった。
質問

質問

質問

講師の話はいかがでしたか。
１．大変わかりやすかった。
２．どちらかといえば、わかりやすかった。
３．少し理解できなかった。
４．まったく理解できなかった。
時間について（１回：２時間×２回）。
１．長かった
0名
２．少し長かった
３．少し足りなかった 1 名
４．あっという間だった
※ちょうどよい 1 名 無回答 1 名

6名
0名
0名
0名

3名
3名
0名
0名

0名
3名

かしわらイイネットにこれから希望する講座をお選びください。（複数回答可）
１．ホームページ作成
2名
２．Facebook
3名
３．文章スキル
1名
４．写真撮影
1名
５．まちゼミ（一般の人が講師となっての講座）
1名
６．話し方
0名
７．グラフィック関係
1名
８．その他
0名

質問

上記以外に、何かご感想・ご意見がございましたら、ご自由にお書きください。
・アプリの大切さがわかって良かった。
・まだまだ知らないアプリが多いなと。iPhone を活用したいと思います。
-----------------------------------------------------------------------------------------【２】平成 26 年 2 月 24 日（月） 「堅下屋食堂からアントワーヌへ」 アンケート結果
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出席者数 12 名 アンケート回収 11 名
質問 今回の講座内容と企画はいかがでしたか。
１．大変興味深かった。
２．興味深かったが、知っている内容が多かった。
３．少し期待していた内容とは違った。
４．まったく興味を持てなかった。
質問

講師の話はいかがでしたか。
１．大変興味深かった。
２．面白かったが、内容がわかりづらかった。
３．少し理解できなかった。
４．まったく理解できず、楽しめなかった。

質問

参加費（500 円）について
１．高い 0 名
２．妥当 5 名
３．安い 6 名
※妥当欄に「うれしい金額です」の記載あり。

質問

柏原の商店主が行う講座（まちゼミ）について、どう思われますか。
（複数回答可）
１．興味のある内容なら有料でも参加したい。
11 名
２．まちの活性化のために行なうべきだ。
5名
３．無料なら参加したい。
0名
４．柏原ではあまり実施する意味がないと思う。
0名
５．店主の趣味でもいいから、話を聴いてみたい。
5名
６．隠れた人材をどんどん発掘してほしい。
9名

11 名
0名
0名
0名

11 名
0名
0名
0名

【感想】
・なぜ堅下でフランス料理店をオープンした理由がよくわかった。フランスの文化度は国土面積の
広さと点在した都市の歴史を大事にするというお国柄も理解できた。
・祖父の代からされていた食堂がなくなってしまう事にシェフである太田さんのＤＮＡが騒いだん
だろうと思います。人生はチャレンジする事の方が大変だけれども、きっと楽しい。同じ思いで、
つながってゆく仲間は、真の友人となってより良い人生となってゆくだろうと共に思う。僕も祖
父の代からのＤＮＡでつながっている人間の 1 人です。共に自分のために、柏原のために！
・フランス料理の成り立ちから、アントワーヌさんの歴史まで、非常に面白い講義で、お料理の調
理体験、お食事まであり、大変満足でした。今後もアントワーヌさん他、お料理のゼミがありま
したら参加したいです。
・含蓄の深いお話、興味津々と聴かせていただき勉強になりました。ありがとうございました。
・思いは伝わります。
・ヨルゼミが、町リポーター養成講座であるなら、いかに自分の参加した内容を主観と客観のバラ
ンスを計り発信するか、じっくり考えたく思いました。後は市内のより多くの方にこの活動を周知
するか？また本日のように地元に根ざして商いをする事が、簡単では無い事も暗に感じます。
9

-----------------------------------------------------------------------------------------【３】平成 26 年 3 月 5 日（水） 「柏原のだんじり・河内音頭・レトロ」 アンケート結果
出席者数 10 名 アンケート回収 8 名
※講座内容より、「柏原のレトロ」「柏原の賑わい」としてアンケート集約
「柏原のレトロ」 アンケート結果
質問 「柏原のレトロ」の講座内容はいかがでしたか。
１．大変興味深かった。
２．興味深かったが、知っている内容が多かった。
３．少し期待していた内容とは違った。
４．まったく興味を持てなかった。
質問

質問

講師の話はいかがでしたか。
１．大変わかりやすかった。
２．どちらかといえば、わかりやすかった。
３．少し理解できなかった。
４．まったく理解できなかった。

質問

7名
1名
0名
0名

時間について（４０分）。
１．長かった
0名
２．少し長かった
0名
３．少し足りなかった 0 名
４．あっという間だった
7名
※55 分お話されたので、長かったかそうではないかは判断しにくい。1 名

「柏原の賑わい」 アンケート結果
質問 「柏原の賑わい」の講座内容はいかがでしたか。
１．大変興味深かった。
２．興味深かったが、知っている内容が多かった。
３．少し期待していた内容とは違った。
４．まったく興味を持てなかった。
質問

8名
0名
0名
0名

講師の話はいかがでしたか。
１．大変わかりやすかった。
２．どちらかといえば、わかりやすかった。
３．少し理解できなかった。
４．まったく理解できなかった。

8名
0名
0名
0名

7名
1名
0名
0名

時間について（４０分）。
１．長かった
0名
２．少し長かった
0名
３．少し足りなかった 1 名
４．あっという間だった
6名
※50 分お話されたので、長かったかそうではないかは判断しにくい。1 名

【感想】
・「柏原のレトロ」石田成年さんのお話を興味深く聞かせて頂き、よそものですが、柏原の名所、
鉄道話、大変面白かったです。今後もより柏原を知りたい気持ちが盛り上がりました。
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河内音頭もめちゃくちゃ面白い話でした。又、お聞きしたいです。
・〜「柏原のレトロ」のお話〜
亀の瀬付近での話、（トンネルや鉄橋）はずいぶん興味があった。また、レンガ積みの違いなど
で、どのような効果？で使い続けていたのか気になった。配布された「河内柏原見聞録」の資料
集？も大変良いので、まだ知らない場所も行ってみたい。
・〜「柏原の賑わい」のお話〜
だんじり、布団太鼓の違いを知った。名古屋には布団太鼓などはなかったので、あまり良くわか
らないが、今回のゼミで細かいことも良くわかったので、今後の夏祭りなどでは、だんじりや布団
太鼓をじっくり見てみようと思った。河内音頭はまったく知らない場合、うた？おどり？が難しい
と思う。楽譜のようなもの？マニュアルがあるのかな。ストーリーのもっていき方みたいなの。本
日はありがとうございました。
・柏原のレトロ、柏原の賑わい、どちらの講師の先生もとてもマニアックで細部にまでこだわった話
を聞かせていただけて、興味深く楽しかったです。本日は大変勉強になりました。ありがとうござ
いました。
・「柏原のレトロ」お話が整理されていてわかりやすかったです。石田さんこそ しゃべる近代化
遺産
ミスター柏原のレトロ だと思いました。スピーカーとしてもっといろんな機会で語って
いただきたいと思います。今後も石田さんの胸を借りて、何か統一テーマで講座をリレーできたらな
とも思いました。浪曲や河内音頭のネタに「亀甲組〜関西本線工事秘話」なんかもあります。たいへ
ん勉強になり「柏原レトロ」に興味がさらに深くなりました。
・知らなかったことや少し知っていたことを深く知れて、さらにもっと知りたくなりました。
・生きて身につく学び方を興味深く傾聴させて頂きました。小学校時代の学習も、このように、から
だ〔心と身体と頭〕全体で学ぶ教育の中でわくわく楽しく十分な学力を育むことができる、学校教育
改良の話ができないものかと思いました。楽しく勉強させて頂きまして、本当に有難うございました。
・「柏原の賑わい」正調河内音頭のいい声で、流暢な歌とおどり的リズムある楽しい話術で、たいへ
んわかりやすかった。だんじりの類型やほりものについて見方が変わった。次回、河内音頭、新しい
音頭（イーゼル芸術工房）、ヒップホップ系、テンションの高いおどりも待っています。新しい祭り
を！ 「柏ぴょん」おどり を含む、型破りの新しい文化を！！
-----------------------------------------------------------------------------------------【４】平成 26 年 3 月 12 日（水） 「教えます！Web デザイナーのお仕事」 アンケート結果
出席者数 10 名 アンケート回収 8 名
質問 Web サイト（ホームページ）制作のご経験について。（複数回答可）
１．Web 関連の会社・事務所に勤務
0名
２．一般企業・団体の担当として勤務
0名
３．フリーランス
0名
４．趣味で作成している
1名
５．これから就職予定（学生含む）
0名
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６．経験なし
７．その他
・学校で少しだけ学んだ。
・４月から５ヶ月間のスクールに通う予定！
質問

質問

質問

質問

4名
3名

今回の講座を何で知りましたか？
１．かしわらイイネットサイト
２．Facebook
３．Twitter
４．掲示ポスター
５．知人に薦められて
６．広報かしわら
７．商店街広告
８．その他

3名
2名
0名
1名
0名
1名
1名
0名

今回の講座の内容はいかがでしたか。
１．大変興味深かった。
２．興味深かったが、知っている内容が多かった。
３．少し期待していた内容とは違った。
４．まったく興味を持てなかった。

7名
0名
1名
0名

講師の話はいかがでしたか。
１．大変わかりやすかった。
２．どちらかといえば、わかりやすかった。
３．少し理解できなかった。
４．まったく理解できなかった。

6名
1名
0名
1名

これからもこのような講座を希望しますか。
１．希望する
6名
２．必要ない
※無回答 1 名

1名

質問 今後の講座に関する希望・その他感想がございましたら、ご自由にお書きください。
・Web のあれこれを振り返るよい機会でした。なかなか忘れていたことを思い出せ
たり。
・楽しく為になりました。写真の講座（フレーミングとか）なんかやってほしい。
・今回はとても参考になりました。ありがとうございました。
・漠然と聞いていた言葉の意味、使い方がわかり、小さいながら世界が広がった気が
しました。たいへん楽しかったです。皆さん、よくご存知ですね。教えてもらいたい
事はたくさんあるのですが、質問の仕方がわかりません。もう少し勉強して質問でき
るようになりたいですね。
・難しかったが面白かった。
・デスクトップではなくスマートフォンｏｒタブレットからのウェブデザインが欲し
かったです。
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-----------------------------------------------------------------------------------------【５】平成 26 年 3 月 21 日（金） 「『笑い』が生み出すコミュニケーション」 アンケート結果
出席者数 11 名 アンケート回収 7 名
[自由記入]
・想像力だけでこんなにストレッチに変化がでるとは思いませんでした。非常に楽し
く為になりました。ありがとうございます。
・理学療法と落語の接点、イマジネーションとコミュニケーション、聞いて見て知り
ました。明日から日常でも心掛けます。ありがとうございます。
・多くの運動より、エアリハを取り寄せてする方が体にいいことを学んでよかった。
実行したい。
・日常におけるリハビリの仕方やゴムを使っている様にする体操等アイデア一つでよ
り効果があらわれる方法は大変参考になりました。ユーモアあふれる落語でたいへん
おもしろかったです。
・講師の心の葛藤がよくわかった。（自分の価値観の発揮の場。笑いこそコミュニケ
ーション。いいフレーズです。）落語を生で聞けて良かったです。
・日向亭葵氏のお話、大変おもしろく、ためになりました。今後の健康維持に役立て
たいと思います。論理的で上級のコミュニケーションでした。理学療法の技術・知識
いっぱいでした。男前で楽しくお聞かせ頂き、ありがとうございました。
・日向亭葵さん、とってもステキです。大きくはっきりした、わかりやすい声と言葉
でご自分の人生も踏まえ、介護や体操、予防の話をていねいに話してくださいました。
私は肩こりなので２時間はとってもキツかったかも知れませんが、色々体操やクイズ
などとりまぜて、体が伸びやかにお話を聞くことができました。生落語は初体験で
す！スカッとおもしろかったです。今回はありがとうございました。次回あれば必ず
また来ます。
-----------------------------------------------------------------------------------------【６】平成 26 年 3 月 26 日（水） 「愉快に、わかりやすく、柏原をＰＲ」
アンケート結果
出席者数 12 名 アンケート回収 12 名
質問 今回のヨルゼミを何で知りましたか？（複数回答可）
１．かしわらイイネットサイト
6名
２．Facebook
7名
３．Twitter
0名
４．掲示ポスター
1名
５．知人に薦められて
0名
６．広報かしわら
0名
７．商店街広告
1名
８．その他
0名
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質問

質問

講座内容はいかがでしたか。（複数回答可）
１．広告やコピーライティングの仕事に大きな関心を持った。
２．宣伝・ＰＲにあたり、言葉のひとつひとつを吟味したくなった。
３．実践するには難しいが、宣伝するには興味深い話だった。
４．よくわからなかったので、自分にはできない。
５．まちのＰＲには使えない気がする。
講師の話はいかがでしたか。
１．大変ユニークで、面白かった。
２．だんだん引き込まれた。
３．興味深いが、少し難しい話だった。
４．理解できず、関心も持てなかった。

6名
11 名
3名
0名
0名

11 名
1名
0名
0名

質問

今回の受講料（５００円）は？安いと感じた方はいくら払ってもいいですか。
１．安い
9 名（1000 円＝4 名、2000 円＝1 名、無回答＝4 名）
２．妥当
3名
３．高い
0名

質問

その他、今回の講座についての感想をぜひお書きください。
・コピーに対しての姿勢、取り組み方が良く分かりました。「コピーは企て」
・コピーの重要性、浸透性、認知力をあらためて分かりました。
・キャッチコピーのヒントが、普段の会話の中にあるという事が斬新でした。
・意識してことばを感じることに、少し気を使おうと思った。
・頭の切り替え、日常の気づいた点の思わぬ大事さは参考になります。
・とても面白かった。なぜ一言で人をひきつけ、うまく表現できるのか？ひょっとし
たら私達おばちゃんの会話はいつもそんな風で、自分達は気がついていないのではな
いかと思った。
・とても興味深い内容でした。もっと色んな人にも聞いて欲しいなと思いました。
・お疲れ様でした。とても有意義な時間になりました。これからは、何でもメモろう
と思いました。アイデアはいろんな会話とかから生まれるんですね！楽しかったです。
・非常におもしろかった。
・楽しかった。おもしろかった。良かった。

-----------------------------------------------------------------------------------------（考察・今後に向けて）
今回の講座は、様々なジャンルで企画したこともあり参加者の層がそれぞれで異なったものの、そ
れぞれにおいて関心の高さを感じるものであった。
中でも、柏原に関する文化・歴史や、商店街の店主による講座が好評であり、日頃知らない、知り
たい町の魅力へのニーズを感じることとなった。また、参加して初めて知った講師の活動と人として
の魅力を感じた人も多かった。
さらに、これまで柏原では実施されていなかった、Web スキルやコピーライティングなど、本格的
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に学びたい人が集まり、柏原を PR するために意識変化があった参加者も多かった。 また、これら
の実施をもとに、商店街が自ら講座を開いて活性化させるための道筋をつけられたとも感じている。
まち情報の吸収やスキルを磨くきっかけづくりとなった今回の結果をもとに、最終年度のリポータ
ーチーム、情報ネットワークづくりを目指していく。

Ⅳ

理事会その他の役員会の開催状況

第１回理事会

９月２７日（金）
ふれあい館オガタ
議題
第２期事業内容について

第２回理事会

１０月２５日（金）
ふれあい館オガタ
議題
定期総会の内容について

第３回理事会

１１月２２日（金）
ふれあい館オガタ
議題
サイトコンテンツの内容について

第４回理事会

１２月２０日（金）
ふれあい館オガタ
議題
まちリポーター養成講座会について

第５回理事会

１月３１日（金）
ふれあい館オガタ
議題
まちリポーター養成講座について

第６回理事会

２月２１日（金）
ふれあい館オガタ
議題
サイトコンテンツの内容について

第７回理事会

３月１３日（金）
ふれあい館オガタ
議題
その他の事業に関する方針について

第８回理事会

４月２８日（月）
ふれあい館オガタ
議題
商店街における事業内容について

第９回理事会

５月 ９日（金）
ふれあい館オガタ
議題
当面の地域情報化事業について

第１０回理事会

６月２０日（金）
ふれあい館オガタ
議題
Web サイト委託作成、情報発信の内容について

第１１回理事会

７月１８日（金）
ふれあい館オガタ
議題
その他の事業に関する方針について

第１２回理事会

８月 ８日（金）
ふれあい館オガタ
議題
サイトコンテンツの内容について
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