
参考資料 １ 

 

事 業 報 告 書 

事業名 
茅ヶ崎市・寒川町広域連携施策推進事業 

平成２９年度生涯学習支援セミナー 

日 時 
【第１回】平成３０年１月２５日（木）午後１時３０分～３時３０分 

【第２回】平成３０年２月１日（木）午後１時３０分～３時３０分 

場 所 
【第１回】寒川総合体育館 ３階 会議室 

【第２回】茅ヶ崎市男女共同参画推進センターいこりあ 大会議室 

（目 的） 

市町の生涯学習の活性化をめざし、人材登録制度登録者や各公民館生涯学

習推進員、生涯学習に興味がある方を対象とした研修を実施し、その一助

とする。 

（内 容） 「カリスマプランナー直伝！人が集まる講座とチラシの作り方」 

 

【第１回】「参加したい！と思われる講座作り」 

参加者を５～６人ずつ８グループに分けて一部グループ討議を交えて講

義。実際に申込者が多かった講座と少なかった講座のチラシを比較して、

講座企画のポイント等を解説。 

講師：坂田静香 さん（NPO法人男女共同参画おおた理事長） 

定員：６０人 

申込人数：４３人（内、当日申込０人） 

参 加 者：４１人（男性１５人、女性２６人） 

※生涯学習推進員２人、寒川町ステップ・アップ登録者６人、茅ヶ崎市ま 

なびの市民講師５人、一般２９人（内、市町職員７人） 

*1人は、ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ登録者とまなびの市民講師で重複 

 

【第２回】「集客につながるチラシの作り方」 

 参加者を５～６人ずつ８グループに分けて一部グループ討議を交えて講

義。参加者がつくった過去の人が集まらなかったチラシを、グループで検

証し、発表。チラシ作りのノウハウ等を解説。 

講師：坂田静香 さん（NPO法人男女共同参画おおた理事長） 

定員：６０人 

申込人数：５０人（内、当日申込１人） 

参 加 者：４１人（男性２０人、女性２１人） 

※寒川町ステップ・アップ登録者５人、茅ヶ崎市まなびの市民講師８人、

一般２８人（内、市町職員１０人） 

 



（担当考察）  今年度は、茅ヶ崎市・寒川町広域連携施策推進事業として、全２回で茅

ヶ崎市との合同開催とした。 

 講義では、講座等で集客を上げるためには、まず良い企画をつくること

が重要であり、その企画をＰＲ・広報する力をつける必要があることを、

講師の経験に基づいた話で学び、参加者からはとても勉強になり、分かり

やすかったと好評だった。また、グループワークでは、参加者が持ち寄っ

た過去の集客ができなかったチラシを手にとってもらえるチラシにするた

めに、所属や性別を混合したグループで様々な意見を出し合うことにより、

チラシを見る側からの目線で客観的に判断することができた。 

また、講義終了後に、参加者同士の情報交換が行えるよう交流時間を設

けた。同じ生涯学習活動を行っている人ならではの課題等を話すことがで

き、横の繋がりをつくる良い機会となった。 

 全２回の内、会場を市町それぞれ各１回設定したため、職員への募集は、

職員研修の一環ではなく、周知のみとした。また、茅ヶ崎市の意向により、

職員への募集は開催日間近となった。各回の定員６０人を満たすことがで

きなかったので、今後同様の開催方法をとる場合は、茅ヶ崎市と募集につ

いて調整をする必要がある。 

 

＊アンケート結果は別紙のとおり 

 

    

 



1 

 

茅ヶ崎市・寒川町広域連携施策推進事業 

平成２９年度生涯学習支援セミナー 受講者アンケート集計結果 

 

開催日： 【第１回】平成３０年１月２５日（木） 

      【第２回】平成３０年２月１日（木） 

テーマ： 「カリスマプランナー直伝！人が集まる講座とチラシの作り方」 

講 師： 坂田 静香さん（特定非営利活動法人男女共同参画おおた 理事長） 

 

【第１回】 

開催日時：平成３０年１月２５日（木）午後１時３０分～午後３時３０分 

会  場：寒川総合体育館 ３階 会議室 

 内  容：「参加したい！と思われる講座作り」 

事前申込み人数：４３人 

当日参加人数：４１人（男性１５人、女性２６人） 

アンケート回答者：３８人（92.7％） 

 

 

Ｑ１．あなたについて該当するところに○をして下さい。 

 

【所属】 

 a)公民館生涯学習推進員 ２人 

b)寒川町人材登録制度「ステップ・アップ」登録者 ５人（*１人は、まなびの市民講師と重複） 

c)茅ヶ崎市まなびの市民講師 ５人（*１人は、ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ登録者と重複） 

d)一般        １５人 

e)その他        ８人 

無記入         ４人 

 

【在住】 

 a)寒川町        ８人 

b)茅ヶ崎市      ２５人 

c)その他        ５人（大磯町、鎌倉市、横浜市が各１人、不明２人） 

 

【性別】 

 a)男性        １３人 

b)女性        ２４人 

無記入         １人 

 

【年齢】 

 a)～２０代       １人 

b)３０代        ６人 

c)４０代       １３人 

d)５０代        ４人 

e)６０代        ９人 

f)７０歳以上      ５人 

 

【職業】 

 a)会社員        ３人 

b)自営業        ２人 
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c)公務員        ５人 

d)契約・派遣社員    ０人 

e)アルバイト・パート  ９人 

f)主夫・主婦      ７人 

g)無職         ５人 

h)その他        ５人（NPO職員が２人、教育、自適、不明が各１人） 

無記入         ２人 

 

Ｑ２．当セミナーを何で知りましたか？ 

 

a)広報さむかわ     ２人 

b)寒川町ホームページ  ０人 

c)広報ちがさき     ５人（＊１人は他と重複） 

d)茅ヶ崎市ホームページ ２人 

e)チラシ       １１人（＊３人は他と重複） 

f)メール配信サービス  ４人（＊１人は他と重複） 

g)ラジオ        ０人 

h)知人、友人から    ４人（＊１人は他と重複） 

i)担当課からの通知  １３人 

j)その他        ０人 

 

Ｑ３．当セミナーの受講動機を教えてください。 

 

・仕事に活かすため 

・生涯学習推進員を受けているが、今一つ何をしたら良いのか解らない。立ち上げる講座が思いつかな

い。 

・事業の集客を図りたいので。 

・イベントのチラシ作りに役に立つかな？ 

・講座を開講しようと思っているので、企画の詳細を作るタイミングでチラシを拝見して受講しようと

思いました。 

・集客できるチラシづくりのおはなしを伺いたかったから。 

・どんなチラシなら集客できるかを知りたかったため。 

・自分に関係ある（チラシ、企画）事だから。 

・本年４月から地元自治会書記をするので、チラシの作り方を勉強する。 

・自分でビジネスをすることにしたので、集客のために何か役に立つお話が聞けるかと思って来ました。 

・仕事で子ども達を集めているので役立てたいから。 

・まなびの講師をしているので参考になりました。（茅ヶ崎市） 

・今やっている活動のより集客をめざして＆自分の将来に向けて 

・講座開催の企画のヒントを得るため。 

・現在の講師活動を充実させたい。 

・企業説明会など事業の集客がむずかしい。企画の仕方、広報のポイントを知りたかった。 

・職場で広報を担当しているため、ヒントを得ることができればと思いました。 

・業務にチラシ作りがある。なかなか集客できないので参加した。 

・企画づくりのコツを学びたかった。 

・チラシ作成に興味があり、自分でも作成したいので。 

・自主セミナー開催のため。 

・これからの講座に少しでも役にたてればと思い参加させていただきました。 

・チラシにより人を集める予定があったので。 

・講座の集客のノウハウについて知りたかった。 

・集客のこと、良い企画のとこを学びたかったから。 
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・今一番悩んでいる集客、チラシのことだったので・・・ 

・知識の増巾、ひまつぶし、知らない方々とのコミュニケーション 

・公民館の仕事の経験が浅いので。 

・興味があったので。 

・内容にひかれました。 

・サークルの参加者を増やしたい。 

・集客をどうしたらたくさんの方に来てもらえるか。 

・色カルタを広めたいと思った為。 

・これまで行ってきた活動を整理して、見直すべきところを見つけたい。 

・自分の活動に役立つと思ったから。 

 

Ｑ４．当セミナーの内容はいかがでしたか？ 

 

a)とても良かった    ２５人 

b)良かった       １０人 

c)普通          ３人 

d)あまり良くなかった   ０人 

d)良くなかった      ０人 

 

Ｑ５．当セミナーについて御意見・御感想がありましたらご自由にお書き下さい。 

 

・充実した内容でした。 

・中身が分かりやすく良かった。 

・以前から受けたいと思っていたので良かったです。 

・とても勉強になりました！ありがとうございました。 

・とてもわかりやすく、勉強になりました。 

・“なるほど”と思うところは多々ありました。 

・おもしろかったです。とても役に立ちました。参加して良かったです。 

・具体的な内容がわかってわかりやすかった。 

・詳しい内容、グループのお仲間の意見も参考になりました。 

・来週も楽しみです。 

・実務経験にうら打ちされたお話が多く、大変参考になった。 

・とてもわかりやすく、面白くて、あっという間の時間でした。 

・先生の経験上の生のお話が伺えたので、良かったです。 

・楽しかった。モヤモヤしていたところをスッキリさせて下さいました。ありがとうございました。 

・大変有益でした。ありがとうございました！ 

・企画の内容で巡りつける言葉の訓練が必要だと思いました。今後、雑誌等の見方が変わると思います。 

・具体的でとても分かりやすかった！ 

・とても参考になりました。また機会がありましたら、参加したいと思います。 

・講師がすばらしかった。わかりやすかった。 

・セミナー終了後の交流会については来るまでしらなかったので、どこかにその情報を書いておいて欲

しかった。 

・来週のセミナーが今から楽しみです。 

・少し進行が速かった。 

・思っていた以上におもしろかった。 

・参考になることばかりで時間があっという間でした。 

・１回講座と思っていたので、広報に２回完結と知らせてほしい。（載ってましたっけ？） 

・企画があって、チラシが出来る。ターゲットを絞ることの大切さを知りました。 

・生涯学習で活動していくうえで有意義。寒川と茅ヶ崎で共同で行うのは非常に良いと思う。 
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・楽しかったです。グループで話せたのもよかったです。じっせんしていきたいです。 

 

Ｑ６．今後、聞いてみたいテーマ、講師等などがあれば、お聞かせ下さい。 

 

・もう少し時間が長くてもよかったと思います。 

・幸せメイクやってみたいです。 

・企画書のつくり方など 

・また次回、楽しみにしています。 

・坂田先生は有名ですが、他の方のチラシの作り方も聞いてみたい。 

・ＨＰの制作に関するテーマがあれば、よいと思います。 

 

 
 

【第２回】 

開催日時： 平成３０年２月１日（木）午後１時３０分～午後３時３０分 

会  場： 茅ヶ崎市男女共同参画推進センターいこりあ 大会議室 

テ ー マ： 「集客につながるチラシの作り方」 

講  師： 坂田 静香さん（特定非営利活動法人男女共同参画おおた 理事長） 

事前申込み人数：４９人 

当日参加申込み人数：１人 

当日参加人数：４１人（男性２０人、女性２１人） 

アンケート回答者：３８人（92.7％） 

 

 

Ｑ１．あなたについて該当するところに○をして下さい。 

 

【所属】 

 a)公民館生涯学習推進員              ０人 

b)寒川町人材登録制度「ステップ・アップ」登録者  ２人 

c)茅ヶ崎市まなびの市民講師            ６人 

d)一般                     １７人 

e)その他                    １０人 

無記入                      ３人 

 

【在住】 

 a)寒川町         ６人 

b)茅ヶ崎市       ２７人 

c)その他         ５人 

 

【性別】 

 a)男性         １７人 

b)女性         ２１人 

 

【年齢】 

 a)～２０代        ２人 

b)３０代         ５人 

c)４０代        １１人 

d)５０代         ５人 

e)６０代         ８人 

f)７０歳以上       ５人 
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無記入          ２人 

 

 

【職業】 

 

 a)会社員         ２人 

b)自営業         ２人 

c)公務員         ９人 

d)契約・派遣社員     ０人 

e)アルバイト・パート   ７人 

f)主夫・主婦       ８人 

g)無職          ５人 

h)その他         ３人 

無記入          ２人 

 

Ｑ２．当セミナーを何で知りましたか？ 

 

a)広報さむかわ      ３人（＊２人は他と重複） 

b)寒川町ホームページ   １人（＊１人は他と重複） 

c)広報ちがさき      ８人（＊３人は他と重複） 

d)茅ヶ崎市ホームページ  ３人 

e)チラシ        １３人（＊４人は他と重複） 

f)メール配信サービス   １人（＊１人は他と重複） 

g)ラジオ         ０人 

h)知人、友人から     ３人 

i)担当課からの通知   １１人（＊３人は他と重複） 

j)その他         ２人 

 

Ｑ３．当セミナーの受講動機を教えてください。 

 

・「さむかわｃｏｍ＝パソコン教室」のチラシ改良 

・チラシ作りのため 

・チラシ作成に興味があったので 

・活動に役立てたい 

・自分の仕事に役立つと思ったので 

・講座開講のため 

・人の集まるチラシ作りを学びたいため（集客できるチラシ） 

・チラシをこれから作りたい 

・センスのあるものを作りたい 

・Ｈ２９年度の「〆」の講座を予定。新人募集をした（現講座の…） 

・今までのチラシを一段と良いものにしたい。 

・たのしかったです。 

・たのしかったです。 

・自分の作るチラシの再考機会を得る。集客を拡大したい気持ち。 

・講座を開催したいので 

・講座の集客がなかなかとれないから 
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・自主セミナーを開催しているため、効果的なチラシを作りたかったから 

・来年度、広報を作成する可能性があるため 

・まなびの講師 

・仕事でチラシを作ったりしているので 

・４月から自治会書記をするので、自治会主催のチラシを作成するので、その勉強のため 

・行事等のチラシ作りに役立てたい 

・参加者の少ない見学会について、どのようなポイントを改善すれば より参加者が増えるのか、 

知りたくて参加しました。 

・仕事に活かしたいと考え 

・仕事でチラシ作りがあるため 

・何か役に立つお話が聞けると思ったから。 

・これまでの活動の整理として 

・仕事で説明会を開く際の「お知らせ」作成の勉強として。 

・効果的なチラシの作り方を学んで集客を増やすため 

・チラシの作り方が知りたかったから 

・担当課からの通知 

・事業を行っているが、定員に満たない事業が多いので、この講座で習ってみたいと思った。 

・これからチラシを作る機会があると思われるため 

・チラシ・デザインをよくしたい！ 

 

Ｑ４．当セミナーの内容はいかがでしたか？ 

 

a)とても良かった    ２３人 

b)良かった       １１人 

c)普通          ０人 

d)あまり良くなかった   １人 

d)良くなかった      ０人 

未記入          ３人 

 

Ｑ５．当セミナーについて御意見・御感想がありましたらご自由にお書き下さい。 

 

・ありがとうございました。講師の気迫と情熱に打たれた。 

・チラシづくりは初めてで、考えていたものがあったが、チラシのＢｅｆｏｒｅ→ａｆｔｅｒを教えて

もらって直すところがたくさんあると思った。勉強になった。 

・とても参考になりました。熱意と努力でがんばります。ありがとうございました。 

・グループワークがとても良かったです。楽しかったです。 

・とても楽しく身になる講座でした。 

・素晴らしい講座でした。是非また参加したいです。 

・「上意下達」がほとんど。受講者のレベルはいかが？「スライドを使う」等考慮が必要。グループで作

品を作るは小学生。 

・ポイントよく話しておられたのでとてもわかりやすかった。 

・以前「文章の書き方講座」の案内があったが、予定が合わず行けなかった。行きたいと思ったのでや

ってもらいたい。 

・普段作成しているチラシの欠点がよくわかりました。講習内容を活用し、チラシ作りのレベルアップ
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を図ってまいります。集客可能性が拡大したと思います。感謝致します。 

・ちょっとかけ足でした。 

・具体例（Ｂｅｆｏｒｅ、ａｆｔｅｒ）が豊富でわかりやすかった。 

・セミナーで教えていただいたことを仕事に活かしてみようと思います。 

・わかりやすく、とても楽しいセミナーでした。今後のイベントにさっそく活用したいと思います。 

・具体的な説明が良かったです。 

・あっと言う間でした。もう少し時間があれば良かったと思う。モヤモヤしていたことが分かって良か

ったです。 

・非常に面白かった。パソコンの操作を覚えなければと痛感した。 

・内容が盛りだくさんでしたが、テンポよい進行で引きこまれました。貴重な場を創ってくださりあり

がとうございました。 

・２回目からの参加ですが、１回目の復習も最初にしていただき、講座のツボが分かりました。チラシ

作りのテクニックが学べました。ありがとうございました。 

・大変参考になりました。 

・先生の説明が分かりやすく、楽しく皆さんと共に考えることが出来ました。 

・今までチラシにはこだわっていなかったが、これからはこだわりを持って作成していきたいです。 

・グループワークがよかったです！ 

 

Ｑ６．今後、聞いてみたいテーマ、講師等などがあれば、お聞かせ下さい。 

 

・伝え方の極意等 

・スマホで撮るインスタ映えの写真のコツ、インスタのもっと活用できるワザ 

・いろいろなテーマ～こだわらず 

・チラシ、講座の関係する内容で 今日の参加者でもう少し話し合えるもの 

・話し方講座 

 


