
財団法人大阪府男女共同参画推進財団協催事業 2005年 1月 27日 (本)実施

人の集まる男性講座のつくり方・参加者アンケー トロ集計

申し込み105人 、参加者95人、アンケー ト回答85人

1.ドーンセンターから職場に送 られて

きた (公民館職員)/市民の方から勧められて/講
師からチラシをもらった/チラシを個人からもらっ

た/友人の誘いを受けて/吉田さんから/吉田さん

からチラシを手渡された/吉田さんの年賀状/妻か

らチラシをもらつて&吉 田さんの年賀状/ヌ エック

研修時にチラシを見て/H16年ヌエ ックのセ ミナー

で牟田さんと同じグループとなり、その時、今 日のお

誘いを受ける/ヌ エックで牟田さんと同じグループ

でした/昨年ヌエックでご一緒した/牟田さんから

のDMで/牟田さんからDMをいただいた

きたチラシを見て 29人

■ [所属別内訳]

①自治体職員 32人
(う ち、女性センター職員兼任 7人を含む)

1 ドーンセンターから職場に送られてきた

チラシを見て            19人
2.「 コマーシャルの会」から送られてきた

きたチラシを見て 12人
チラシを見て             3人
職場に掲示されているチラシを見て   1人
職場の上司に勧められて        3人
女性センター・男女共同参画センターに

置かれているチラシを見て

1 あなたは、今回のセミナーにどういう

経緯で参加されましたか?(複数回答)

クレオ大阪南/大阪市立難波市民学習センター/大
阪市立城北市民学習センター/大阪府立中央図書館

/河内長野市生涯学習推進室 (男 女共同参画センタ

ー)/東大阪市立男女共同参画センター・イコーラ

ム/泉佐野市人権推進課 (いずみさの女性センター)

/八尾市生涯学習推進室/大津市女性センター/奈
良県女性センター/奈良市/兵庫県立男女共同参画

センター/三田市男女共同参画センター/北播磨市

民活動センター (以上、記入者のみ。以下同じ)

2.「 コマーシャルの会」か ら送 られて

大阪市立城北市民学習センター/福井県生活学習館

/静岡県男女共同参画センター・交流会議/二重県

男女共同参画センター/高松市女性センター登録団

体ネットワーク/財団法人えひめ女性財団/大分県

県民生活・男女共同参画課

3.職 場に掲示 されているチラシを見て 4人
大阪市立城北市民学習センター/宝塚NPOセ ンタ

ー/鳥取県男女共同参画センター

4.職場の上司に勧められて    6人
5.職場の仲間に誘われて     2人
6.女性センター 。男女共同参画センター

に置かれているチラシを見て  15人
ドーンセンター(2人 )/ク レオ大阪東/大阪府立文

化情報センター/泉南市 step/柏 原市立女性セ

ンター/兵庫県男女共同参画センター/明石市男女

共同参画センター(3人)/静岡県男女共同参画セン

ター/福岡県男女共同参画 。あすばる

7.ド ー ンセ ンター のホー ムペ ー ジを見て

6人
上牧町役場/静岡県男女共同参画センター・交流会議

8.そ の他 23メ、

大阪府生涯教育総合センター/八尾市立かがやき/
お うみネ ットワーキングセンターのチラシ/京都商

工会議所からの案内チラシ/市の担当者からのチラ

シを見て/行政の担当者から誘われて/職場 (篠山

市男女共同参画センター)の会議で須田和さん (尼

崎女性センター所長)が出席者全員に配布 されてい

たので/公民館講座の講師より「こんな講座がある

けど、受けてみる ?」 とチラシがFAXで 送 られて

7 ドーンセンターのホームページを見て

8 その他

②女性センター。男女共同参画センター職員

置かれているチラシを見て

8 その他

③行政講座市民企画委員

置かれているチラシを見て

その他

20ノに

1 ドーンセンターから職場に送られてきた

チラシを見て            11人
2.「 コマーシャルの会」から送られてきた

チラシを見て             2人
3 職場に掲示されているチラシを見て   1人
4.職場の上司に勧められて        2人
6.女性センター・男女共同参画センターに

3

4

6

8.

④市民
1.

3

4

6

7.

8.

1人

3人

5人
1.ドーンセンターから職場に送られてきた

チラシを見て             2人
6.女性センター・男女共同参画センターに

4人

4人

7人

1人

2人

15人
ドーンセンターから職場に送られてきた

チラシを見て              1人
職場に掲示されているチラシを見て   1人
職場の上司に勧められて        1人
女性センター・男女共同参画センター等

に置かれているチラシを見て      8人
ドーンセンターのホームページを見て  1人
その他                3人



⑤企業関係者
5.職場の仲間に誘われて

6.ドーンセンターに置かれているチラシを

見て

8.そ の他

⑥その他

*男性講座の企画について。

*男性セ ミナーの企画ノウハ ウ。

(大阪市立難波市民学習センター職員/公民館嘱託

職員/講演の仕事)

1.ドーンセンターから職場に送 られてきた 1人
チラシを見て

5.職場の仲間に誘われて         3人
6 ドーンセンターに置かれているチラシを

見て                 1人
8.その他                2人

⑦ 不 明              5人
2 「コマーシャルの会」から送 られてきた

チラシを見て             2人
7.ドーンセンターのホームページを見て  1人
8 その他                2人

2.今回のセミナーでもっとも聞きたかつた

こと、知りたかつたことはどのようなこと

でしたか?

〔凡例〕自治体→自治体職員、女性センター→女性センター・男女共同参画セ

ンター職員、企画委員→行政講座市民企画委員、企業→企業関係者

どうすれば「男性講座」に人を多く集められる

か知 りた くて

*ど うしたら男性講座に多くの人を集められる力、

今現在、担当として悩んでいたため。敏性センタ̈)

*ど うすれば男性 (女性)が講座に集まるかを知

りたかつたので。

*「男性」講座にいかにして参力日してもらうか。

(女性センタ…)

*「人の集まる男′性講座」というタイ トルそのま

まについて知 りたかつたから。 (企画委員 )

*男性 (子育て中の)向けの講座を増やしたいと

思っていたので、ヒン トを探 しに。 (市民)

*男性の参加する講座を設けたくて参加 しまし

た。

男性講座の企画 (内容)について知りたく

*男性セミナーの集客のコツ。有効なプログラム

(企画 )。 (女性センター)

*男性参加者のツボ。男性は、どういうセミナー

内容ならハマってくれるのか。 (女性センター)

*男性に講座に来てもらえるには何に興味がある

のか ?を知 りたくて。

視点が違っているのではないか ?と いうことも

確認 したかつた。 (自 治体 )

*男性講座の参力日者数の少なさは、自分が参加 し

てみて、実感 している。企画として何が問題な

のか。今後、受講生としてではなく、企画側を

目指 しているので、そのポイントを知 りたくて

参加 しました。 (タ イ トルに魅力があります。)

(市民)

*昔の男性講座と今の男性講座のニーズの違い。

(自 治体)

◆男性に対する働きかけのノウハウを知りたく
*男性に対 して、どういう働きかけ (企画、アピ

―ル)をすればよいのか。 (女性センター)

*男性対象の講座の企画内容、チラシの作り方な

どのノウハウを知 りたいと思った。 (企画委員)

*男性のニーズ。人の集まる男性講座づくり。

届けたい人に、いかに効果よく届ける (情報を)

ことができるか。どうしたらよいか ?

(自 治体 &tllセンター)

*企業にいる男性への広報の、もつと具体的な方

策。               (不 明)

*男性を呼べるセ ミナーの企画の仕方。(女性センター)

*男性が引きつけられる講座の企画、テーマ。

(自 治体 )

*男性講座の内容について、どのようなテーマが

求められているのか。      (自 治体 )

(女性センター) 「人の集まる講座」のつくり方が知りたく

(不明)

*人の集まる講座のつくり方。 (タ イ トルのまま

ですが)            (自 治体)

*人が集まる講座のつくり方。  (財 団職員)

*人の集まる講座のや り方。     (市 民)

*人の集まる講座のコツ。    (企 画委員 )

*参加者が多く集まる講座のつくり方をお聞きし

たかつた。           (女 性センタ…)

*「人の集まる」にひかれて来ました。 (自 治体)

*(男性も含め)人を集めるノウハウ。

(自 治体&畑センター)

*人が集まってくる理由。集められる要素の秘密

など…。             (市 民)

*人を集めるためのポイン トを知 りたかった。

男性講座ももちろんだが、講座を組むと受講メ

ンバーの顔ぶれが同じで、広がりがない。

(自 治体)

人

1ノ八ヽ

1/1k

1/1k

5メ、

(自 治体)

(女性センター)



*年代別、男女別に、何を望んでいるのか、どん

なことに関心があるのか、それをどう見出すか、

知 りたか った (企画委員 )

「人の集まる講座」の企画(内容)について知りたくて

*男性講座に限らず、基本的にどうい う講座を企

画すれば人が集まるのかを知 りたかった。

(女性センタ̈)

*ど うすれば人が集まるのか。どんな内容を企画

すれば納得 してもらえるか。 (自 治体)

*具体的に人が集まった講座の企画内容につい

■〔 。 (自 治体&女性センター)

*「魅力ある講座づくりJができる企画・ノウハ

ウのことで知 りたいと思い、今回参加 しました。

(自 治体)

*どのようなセミナーがあるのか。また、セミナ

*具体的に何が人を引きつけるのか、知りたかつ   *効 果的な流通経路。 (女性センター)

*有効な広報の “具体的"ルー ト。 (自 治体)

*人 (男性、女性)を呼べるチラシの作 り方、配

り方。これを県レベルに広げると…でも、ター

ゲットを絞れば、方法は見えてきそうであるが。

(女性センタ̈)

*マーケティング方法。市民のニーズをとらえる

方法。ニーズのあるところに効果的に情報発信

するには。男性の感覚、関心。 (自 治体 )

*男性はもちろん、一般の男女を集める→申し込

みにつなげる秘訣 (広報など)。  (その他)

◆「人の集まる講座」とそうでない講座の違いにつ
いて知りたくて

*チラシの「スケジュールJの 中にあった「人の

集まる講座 とそうでない講座ではどう違 うのか」

について。講座タイ トルや講座のスケジュー リ

ング、ターゲット層の設定について、なにかコ

*男性対象の講座を担当したことがないので、ぜ

たです。

*チラシの内容が興味を引いた。

―を企画するノウハウ。

*企画のノウハウ。

ことができるのか。

*チラシのデザイン、フォン

て 。

(NPO)
(市民 )

(自 治体 )

(市民 )

(セ ミナー講師)

卜などの効果につい

(市民)

(自 治体 )

*人の集まる講座の企画、募集方法。 (企業)

*集客の方法。講座の組み立てや内容。講師の選

び方。行政との関係。などについて。 (女性センター)

*講座の企画内容をもつと深く知 りたい。

(ま た、)そ の (講座の)成果をいかに考えるか ?

(自 治体)

*市民委員の皆さんと、男・女、人の集まる講座

を企画するヒン トを得るため。

講師との企画作 りの方法について、どうしたら

いいか。講師の人に本当にいろいろ聞いていい

のか、聞 くポイ ン トは ?

*た くさんの比較分析の中から企画を見つめてみ

たかった。

「人の集まる講座」のチラシや広報につい

*ど うしたら「人の集まる講座」が企画できるか。

成功事例の企画、PR方法、ターゲットなど、

チラシの作成方法。

*人を集めるためのチラシ作 り(キ ャッチコピー)。

ターゲットの絞 り方。企画。(自 治体&雄センター)

*一枚のチラシで人の興味をどこまで引きつける

ツがあるものなのか。 (企業)

*「失敗するセミナーJは何が原因なのか、共通

するポイン トがあるのだろうか。 (女性センター)

*今、どのような講座が真に求められているのか。
成功 と失敗の分かれ道。

ニーズを捉えるコツ。 (自 治体 )

その他、いろいろ知りたく

*有料にする講座 と、無料でも人は集まる講座の

もつていき方、落 とし込み。 (自 治体)

*参加者のターゲットの絞 り方について (共同参

画 を進 める上で)。 (自 治体 )

(自 治体 )

*男性講座を受けた人のその後の活動がどう発展

したか。

受講者の活動の場として (自 分の考えを発信 し

たり、表現 したりする手段として)どのような

(女性センター)
ものがあるか。 (自 治体 )

*なぜ男性講座というと料理、そば打ち、子ども

との遊び (コ マ、たこ揚げなど)なのか。他に

はないのか。 (自 治体&畑センター)

(自 治体 )
*ホームページの利用。メール、メルマガ、ブロ

グの活用。 (そ の他 )

*ほんとは関心がある、やりたいことがある、そ

んな人を結びつける (た めに)。 (市民 )

*チラシの流通経路 (配布先)。

ひ聞きたかった。 (女性センタ̈ )



3.今回のセミナーに関するご感想・ご意見

を自由にお書きください。

(1)吉 田清彦の①[総論]② [各論]に ついて

とてもパワフルでした

*と てもパワフルな講義でした。 (そ の他 )

*テ ンポが速くて、面白かつた。 (企画委員)

*テ ンポもあり、わかりやすかったです。

(女性センタ̈)

*パワーがある。 (自 治体&姓センター)

*①テンション高かったですネ ! でも、すごく

よかったです。もう一度、ひとつひとつゆっく

りと吉田さんとお話をして、意見を交わしたい

です。

②実体験に基づく話は説得力があり、大変よか

つたです。今後の参考にしたいと思います。

③チラシの分析、面白かったです。少し私の見

方と違うところもあつたけど、楽しかったです。

これも、もつと吉田さんと話し合いたいです。

(女性センター)

*①相変わらず、パワフルですね。

②納得できることもあり、当市ではチ ト違 うか

もと思うこともあり、全体的には、経験からの

話し言葉に納得。

改めて、企画段階の熟考がいかに必要かを学ベ

た。              (企 画委員)た。

◆具体的で、わかりやすかつた

*話の内容が具体的、実践的であり、役に立った。

(自 治体)

*なるほどと納得することが多かったです。

スピーディーなお話の進め方でポイン ト、ポイ

ン トを押さえてくださり、よくわかりました。

実際のチラシの作 り方、企画の立て方に生かせ

ます。 (女性センタ…)

*①よい事例、悪い事例を挙げるなどして、非常

にわかりやすいセミナーだったと思います。

②区切りよく休憩を入れたり、話し手を変える

などして、聞き手への配慮がしてあることがよ

かったです。 (セ ミナT講師 )

*タ ーゲッ トを絞る、タイ トルが決め手、など、

大変参考にな りま した。よい例、失敗例を具体

的に提示 しての講義はわか りやすかつた。

(不明)

*具体的なお話満載で、とても気持ちよかった。

すぐに実践 したいネタをたくさんいただきまし

た。マーケティングの話と、税金を使つてやる

事業に定員割れは許されない。→本当にその通

りと思いました。 (女性センター)

*マーケティングという発想が行政の講座からは

抜け落ちていることに改めて気づかされました。
「上から言われたからJ「予算がついたからJ

～で、安易に人の集まらない講座をするのは、

意味がないだけでなく、罪であることを自覚し

ないといけない。

チラシを使っての説明が、とてもよくわかりま

した。              (女 性センター)

*と てもわかりやすかった。   (企 画委員)

*具体的な話でよかった。

マーケットを考えることの必要性を実感 した。
→ トレーニングで感覚、感性を磨かなければな

らない。→吉田さんがどういうことに気をつけ

て感性を磨かれているのか知 りたい。 (自 治体)

*具体的に例を挙げて説明されていたのは、理解

しやすかった。 (企画委員)

*具体的で参考になる点が多々あった。 (不明)

*総論で、なんとなく講座の全体像をつかめて、

各論で、具体的にわかった、という感 じです。

(女性センタ̈)

*女性対象の講座を企画運営していて、問題点、

課題は、吉田さんの今 日のお話と共通 していた

ので、納得がいきます。 (自 治体 )

*た くさんの事例を吉田さんの視点で分析 されて

いたので、楽 しくお話をお聞きすることができ

ました。        (自 治体&畑センター)ました。

大変参考になりました

*セ ミナーのあるべき姿と、的の絞 り方。いかに

魅力ある講座をつくっていくかが参考になった。

他市のチラシの参考例が、今後のチラシの作成

の役に立った。

時間が短く感 じられてしまつた (い ろいろポイ

ン トや内容があったので)。    (自 治体)

*マーケットの考え方。広報ルー ト。企画のつく

り方。ターゲットに直接聞くことなど、参考に

なりました。

男性以外の講座についても同じ。 (自 治体)

*“ 「普段言葉」で語 りかけるようなタイ トルを

つける。"これが参考になりました。 (自 治体)



*大変有益。 (自 治体&畑センター)

*①豊富な経験に基づく明快な内容は、興味深い。

②失敗、成功ケース別の説明は、参考になった。

マーケット意識をもつことがポイントであると

認識 した。 (市民)

*マーケティングの大切さを学びました。

今後の事業展開に取 り入れます。 (女性センタ̈)

*参考になった。

思つていた点が多かったが、いかに実践するか

が問題。いくつかのヒン トがあったと思 う。

(女性センター)

*今まで気づかなかったことを発見できた。

タイ トルや言葉の使い方など、よい勉強になり

ました。

(帰ってから)も う一度、ゆっくりと読み直し

たいです。           (自 治体)

*自 分の住んでいる田舎では、男性講座は、まだ

まだ “生き方"と かは難 しいかなと思 うけど、

魅力ある講座のポイン トは参考になつた。

(自 治体)

*「男女共同参画」という言葉を使わないほうが

いいよなと思つていた考えが、この講座を受け

て、確信できてよかつた。

歯切れのよい話で、スッキリした。楽しい内容

で、とても役に立ちそ うだと思いました。

ありがとうございました。

*資料を活用したい。

(自 治体 )

(女性センター)

*吉田さんのノウハウ、講師としてセミナーを企

画 したい と思いま した。

*男性がチラシをほとんど見ていないとい うこと。

男性が求めていることが少 しだけわかった気が

しま した。           (自 治体 )
しました。

◆アンケートの大切さがよくわかった
*成功例よりも失敗例のほ うが印象に残る。

アンケー トの生か し方がよくわかった (批判を

しつか りしてもらうことが次につながるとい う

こと)。 発想の転換が必要だと感 じた。

自主グループの活動をもつと促進する必要があ

ると感 じた。 (自 治体 )

*すごく納得 しました。す ぐに改善できる (使 え

る)言葉がたくさんあ りま した。

アンケー トの様式を見直 したいと思います。

(自 治体 )

◆目からウロコでした

*やはり「売れる」講座には売れるだけの理由が

あるんだなということが、よくわかりました。

売れる、売れない「公式」をいろいろお聞きす

ると、今後ももちろん流動的に変化していくも

のなのでしょうか。

とても興味深く、かつ、日からウロコが落ちま

した。昔やつた受験勉強のようで、かなり面白

かつたです。 (企業 )

*① 日からウロコのノウハウやマーケティングの

ことがわかって、本当に役に立ちました。さっ

そく何かを「盗んで」、やってみたいと思った。

②同様のチラシ、企画でも、ほんのちょっとの

ことで応募者数が違 うことに驚いた (→キーワ

(そ の他 ) ― ドを見つ ける)。 (女性センター)

*チラシを作る時、自分もいつも悩み、苦労し、

起案 し、修正し…全県下にばらまき…しかし、

集まる人数の少なさに、いつも反省させられる。

しかし、今回の講座で、反省の方法、方向が違っ

ていたことがよくわかった。男性講座に限らず、

いろいろな講座にも生かせそ うである。

(女性センター)

*自 分の市の講座に人が集まらないのは、みんな

が忙 しいからだと思っていました。

なら、どうやって人の集まる講座を企画できる

のかというのを思っていた時に、このチラシに

出会いました。普段からチラシ作 り、ホームペ

ージ作 りには力を入れているつもりでしたが、

今 日、話を聞いて、違っていたことに気づきま

チラシ、広報、PRの大切さがよくわかつ

*チラシにもつときめ細やかに目を向けていかな

いと・… (反省)。 大切さがよくわかりました。

今まで、ただなんとなく見、つくつていました。

(公民館嘱託職員 )

*チラシ 1枚にしても、じつくり時間をかけるこ

との必要性が再認識できた。 (自 治体 )

*マーケティングについて、改めて考え直しまし

た。男性への情報の届け方―広報が一番という

こと (文章をいっぱい切られるなか、言葉を大

事にします)。 文字数も指定なく、その時々で

切られる…。伝わりにくく、難 しいです。

(自 治体&女性センター)

*PRの 大切さ、人の心を引きつける言葉。

(企画委員) した。 (自 治体 )



とても手厳 しい意見でした

*行政の者 として、ビシバシ意見を聞いて、耳の

痛いところがいっぱいですが、私自身ももつと

学び、動き、人の集まる講座をつくりたいです。

(自 治体)

*毒舌でしたが (失礼)、 本質をつかれていた。
「自主グループの思い込みJについて、貴重な

ア ドバイスをありがとうございました。 「長」

の既得権についても。      (自 治体)

*①悩みの理由が明確になりました。

②手厳 しい内容でしたが、参考にさせていただ

きます。 (自 治体 )

*厳 しい内容もあつたが、長い間の経験や集計な

どの調査の裏付けがあり、人を集めるとい う日

的がハッキリしていて、改めて自分の自己満足

について考え直すことが必要だと思いました。

(市民)

*吉田さんのバッサバッサと斬る発言が、とても

よかった。たくさんの情報の収集 と分析がすば

らしい ! (女性センタ̈ )

*ち ょっと怖かつたです。行政での研修ではあり

えない…。でも、それがよかったです。やる気

出ました。 (自 治体)

*「 60代 は民族が違 う」とい うのは私の思 うとこ

ろです。 うれしかつた。

そう考えて、講座を作ることに確信をもちました。

(自 治体)

*よ くぞ、はつきり言つてくださつた|1 自分も

「市民」であるはずなのに、ニーズを見ない、

例年通 り、知恵を出さない行政職員に腹立って

いましたので。

ど―して、こんな当たり前のことに気づかない

んでしょう!?         (企 画会社 )

◆「チラシ比ベクイズ」で大ショック !

*「 クイズ直感チラシ比べJで大ハズレでしたの

で、とてもショックを受けましたが、午後から

の講座で詳しくポイン トを押さえていただき、

自分のマイナス面に気づかせていただきました。

(女性センター)

*チラシを見て参力]者数を予浪1す るのは、意外に

間違いが多く自信をなくした。が、ひとつひと

つ説明をお聞きすると、とても納得でき、また、

流行に敏感に、その年、その年のテーマを先取

りしている講師に関心しました。 (女性センター)

*講座の出来不出来の予想が全く外れたのに、自

分で驚いた。 (市民)

*精一杯面白いこと、いろいろ思 うことを形にし

てきましたが、私はふつ うの人 (私 もふつ うの

人ですが)と 違 う、他の人が面白いことを面白

いと思えない (「冬ソナ」とか)、 そういう迷

いがありました。 しかし、甘かつた。
「税金の有効利用」 !→ 当たり前だけれど「ド

キン」と思いました。
「講師のプロフィールを長々と書かないJ!→
自分は書いてほしいと′思うから、書いていた。

自分の価値観 と同じ人、そうでない人、全く違

う人。自己陶酔。自己満足。

当たった (う まくいった)講座のチラシが見抜

けなくて、手を挙げるのがだんだんつらくなる。

どうす りゃいいんだ一―。今のままではダメと

いうことがわかった。 (NPO/地域情報発信 )

*チラシのどこに人の集まるキーワー ドがあるの

か見抜けなかったので、人の集まる男性講座を

企画するのは難 しいと思いました。 (市民)

反省 しきりで

*話のテンポが速いので、ついていくのが大変だ

ったが、今までチラシ、広報などやってはいけ

ない禁句などを使用していたということがよく

わかり、反省する点が多かった。これからのセ

ミナー運営に役立てたい。 (女性センタ̈ )

*最初はとてもパワフルなお話で、ついていける

か心配でしたが、自分自身が普段意識せずやっ

ていること (前年の企画をそのままとか、同じ

ようなチラシ)が多く、反省させ られました。

(自 治体&lllセンタ…)

*吉田さんのお話を聞いて、講座の内容、講師選

び、広報の仕方など、やってはいけないことを

やつていたなと反省 しました。 (自 治体)

*反省すべきこと、気づきがたくさんありました。
「わかりやすくJ発信する。常に常にチェック

ですね。ありがとうございました。 (女性センタ̈)

*ダメセミナーについてのエッセンスがわかって、

とてもよかつたです。結局、申し込む人 (学び

たい人)と 企画する行政側の気持ちが空回りし

ていては意味がない。←そんなセミナーの多い

こと (自 戒をこめて)、 企画担当者の感覚、意

識をもつと磨かなければいけないと思いました。

(女性センター)



*担当者の思い込み、自己満足でチラシを作らな

い !と いうことについて、肝に銘 じたい。

参加者増加のポイン トが聞けて、よかった。

(自 治体&畑センター)

*自 己満足が多かったのが、わかった。

講座は、流れるように、時間通 りに進んでいた

のがよかったと思 う。       (市 民)

*非常に役に立ちました。講座企画者として、自

分の未熟さを感 じた。      (女 性センター)

*企画する側の目線で考えてしまうところを改め、

参加する側の目線で考えるように心がけたいで

す。そのあたりの講義が非常に参考になりまし

た。 (女性センター)

*改めて、ゆっくり資料を読ませていただきます。

今回参加 して、 (講座の)参加者ニーズと自分

の感覚のズレにがく然 ! (財団職員)

◆質問

*①女性学は下火なのか?

②で結局、どういうものがいいのか、混乱した。

(市民)

*会場設定についてのお話を入れてほしかつたで

す。内容や広報がよければ、会場の占める害1合

は少ないと考えてもいいのでしょうか。 (女性

センター、男女共同参画センターでは、敷居が

高いと言われてしまう。 ) (市民)

*吉田さんは、なぜ、誰のために講座 をされるの

で しょうか (私は時々、自分がなんでこの企画

を進めているのかわからなくなる時があります)

(NPO)
もつとゆっくり話 して

*吉田さん、早口でした。 (自 治体&女性センター)

*早 口で、わかりにくい。 (市民 )

*具体的でわかりやすかつたが、内容が盛 りだく

さんのためか ?早 口だつたので、わかりづらい

部分 もあつた。 (自 治体 )

*早 口で、聞きにくかつたです。   (市 民)

*少 し早口なので、聞き取れにくい面もあつた。

(自 治体)

*話 し方が私には速く、聞き取れない場面もあつ

た。 (自 治体&雄センタい)

*吉田さんの しゃべ りが少 し速 くて、聞き取 りに

くい部分 もあ りま した。吉田さんのペースに合

わすのが、最初、大変で した (すみません !)。

(女性センター)

*も う少しゆっくりお願いします。  敏性センター)

*は じめ、おしゃべりについていくのに必死でし

た 。 (女性センター)

*吉田さんの口調がは じめ速すぎて、ついていき

にくかったが、半ばか らは慣れてきま した。

(公民館嘱託職員 )

*後半、スピー ド、トーンを落 としていただいて、

聞きやす くな りま した。 (市民 )

*真貪1に聞いていないとついていけなくなるので、

一生懸命聞いているのですが、やはり、かなり

速い口調でお話しになるので、自分が飲み込む

余裕がちょっとありませんでした。

レジュメを再読して、もう一度考えてみます。

(自 治体)

*満足度120%ですが、時間が限られていて、早

回のおしゃべりについていけないところがあっ

たのが残念です。帰ってから、また、ゆっくり

レジュメを見て、これからの講座づくりに生か

させていただきます。 (自 治体&姐センター)

その他の意

*速い展開でしたが、飽きない、ためになる内容

でした。

講座を知ったきっかけのなかにホームページな

どのネットがないのが不思議に思いました。男

性も若い方であれば利用されるかもしれないと

思いました。           (企 業)

*信念で押し切られた感 じ。女性の腰の柔らかさ

はスーッとかわした感 じがする。人を集めるた

めにチラシがウソにならないように、また学ん

だことをもう一度仲間と考え直します。 (市民)

*人それぞれの、独断もかなりあり、ですネ。

(市民)

*「感性」に頼る部分が多かった。

根拠の 「客観性」に欠けるように感 じた。

(自 治体)

*早 口。

女性の総称 「おばさんJと 呼ぶのは失礼です。

(吉 田さんの講座を)他所で 2回受講 したことが

ありましたが、ビデオもワークの課題も全く同

じでしたのに、今 日の話される点とは違いまし

た。持論を強く出しすぎると受けにくい。ご自

分がアサーティブに表現されますように。

(不明)



(2)牟 田静香の [特別講義]について

とてもパワフルだっナ

*パ フフルな講義、ありがとうございました。

常にアンテナを張り続けることが結果につなが

るのですね。 (女性センター)

*と てもパワーを感 じた。

チラシや区報にそうとう力を入れて情熱を注い

でいることを、話をうかがって実感 した。

(自 治体)

*と にかくパワフルで、よかった。

チラシを作成段階でいろんな人に見てもらわな

くてはならないと思った。

いろいろ言つても、楽しそうなので、見ていて

気持ちよかった。        (自 治体)

*パワフルで、よかった。

当事者に聞く!|は参考になった。

私も広報誌担当にいたことがあったので、どち

らの立場もわかり、どこも同じなんだ―と思い、

うれしかつたです。 (自 治体 )

*パワフルなお話で、一気に聞くことができました。

人が集まる講座の具体が、裏側から聞くことが

できて、ありがたかつたです。区民を目の前に

して、いろいろな手を打ち、それがヒットしだ

すと、企画運営者みようりにつきるなあと思い

ました。それが県の施設となると…と、新たな

悩みも感 じましたが、大変参考になりました。

(女性センター)

*パ ワー全開でお話 しいただいたと思います。

引っかかる言葉の大切さ。その年齢。 (不明)

*大変面白かったです。高いハー ドルも笑いで蹴

飛ばしているようで、元気をもらいました。

(自 治体)

*体験に基づいたお話で、参考になった。

パワー、情熱が必要と感 じた。

いつも人数が集まるかどうか心配 しながらの生

活で、気が沈みがちだつたが、これから明るい

希望に燃 えてやつていきたい。 (女性センター)

*と てもオJ激になりましたし、私もがんばろ―と

思いま した。 (女性センター)

*自 分がしびれているから、その想いが伝わつて

きました。 (女性センタ…)

*声の調子がとても魅力的で、引き込まれました。

(NPO)
*牟田さん、常 日頃、努力 しているんだ !

あなたの明朗な笑い声をまた聞くことができま

した。お元気で、ガンバ ッテ !   (市 民)した。お元気で、ガンバ ッテ !

具体的で、わかりやすかった

*具体的で、とてもわか りやすかった。 (女性センター)

*具体的な話で、興味があった。 (企 画委員 )

*体験談からのお話で、わか りやすかったので、

印象に残 りました。 (自 治体)

*実践に基づいた内容であったので、聞きやすか

つた。 (企画委員)

*数を見ると、やは り納得 させ られる。 (市民 )

*実際に企画をされている方で、チラシの作 り方

など、ノウハ ウをたくさん学べま した。次から

実践 していこうと思います。 (自 治体 )

*体験者の失敗例、成功例に学べた点がハナマル

でした。

牟田さんの「ウフフ」の笑いと、かわいい声が、

内容の硬さやメッセージの厳 しさを和らげてま

したね。 (自 治体 )

*人が集まらないほうの講座を、まさしく自分が

担当しています。言い訳の内容もピッタリです。

(自 治体)

大変参考になりまし

*分析がすばらしい。参考にしたい。 (自 治体)

*具体的なお話で、参考になった。 (自 治体)

*実際の企画のお話が聞けたので、参考になりま

した。         (自 治体&姐センター)

*楽 しく、参考になりました。   (女 性センター)

*大変有益。       (自 治体&女性センター)

*レジュメが丁寧で、参考になった。 (不明)

*圧倒されました。

*型破 りで、よかつた。

(企業)

(市民)

元気をもらつ

*パワフルな講義内容に元気をいただきました。

市民と行政のパー トナーシップを作 り上げてい

く必要性を強く感 じました。(自 治体&女性センター)

*と ても元気な熱い方でした。テーマや対象年代

を絞 り込む必要を学ぶことができました。

テーマも、社会の流れをいち早くつかむ能力も

努力もいるものなのですね。

頭をいつも活性化 して、牟田さんに少しでも近

づいていきたいです。 (女性センター)

*ご自分の立場、仕事が手に取るようにわかつた。

熱意が伝わった。元気をもらった。 (自 治体)



*ご本人の講座企画に対する情熱がすごく伝わつ

てきました。ピンクの冊子の内容も、すごく参

考になる内容で、持ち帰った後も繰 り返し見返

してみたいと思います。

*実践的で、すばらしいノウハ ウを惜 し気 もなく

披露 していただき、あ りが とうございました。

細かな リサーチ、工夫、区民の視点、そ して、

情熱を見習いたいと思います。 (女性センター)

*ひ とつのセンターの事例 として参考になつた。

(よ い悪いは別 として)行政側 としての考えが

違 う点もあるが、企画する熱意が伝わった。

(自 治体 )

*行政に対する提言が聞けたように思 う。

(自 治体 )

*次代を読む 目をもつことの大切 さを知つた。

行政 との交渉力をもたなければと思つた。

(企画委員)

チラシの大切さがよくわかつた

*チラシづ くりで大きく変わることがわかつた。

発想の転換が必要。 (女性センター)

*チラシの書き方、つくり方で、引きつける言葉、

ひつかかる言葉の重要性など(参考になった。

(市民)

*チラシ 1枚に、そのチラシを手にとつて見てい

る側の気持ちを考えることができて、大変よか

つたです。

作 り手の気持ちよりも、

ることが大事ですよね。

読み手の気持ちを考え

*た くさんのチラシ、ありがと

(セ ミナー講師)

うございました。

(市民)

*チラシ作 りの参考になりました。 (その他)

*よい意味で模倣を取り入れ、私らしいチラシづ

くり=まず見てくれる、目に留まるチラシをつ

くりたい。 (公民館嘱託職員)

*冬ソナのチラシは “やられた～～"と いう感じ

です。

時流に乗る……行政は時間が固まっているかの

ようです。けど、そうじゃない部署もあります。

(う ちは保健センターです。 ) (自 治体)

*吉田さんの弟子という感 じで、面白かった。自

分もチラシを作つたりしているので、頭を切 り

替えて、行政のみならずNPOに も思考の止ま

る人が多いので、困つたら連絡してみようと思

*パ ワフルでした。チラシ作 りの発想は、自分と

少 し似ているかな ?と 思いました。行政からの

受託業務ということで難しい面も多く、そのあ

(企業) たりでも同じでした。 (女性センター)

*「チラシのつくり方」を教えてもらいたかった。

(自 治体)

タイ トルの大切さがよくわかった

*タ イ トルのつけ方で大きく変わること。

チラシの丁寧な作 り方、企画方法など、参考に

なりました。 (自 治体)

*た くさんのノウハウ、ありがとうございました。

講座のタイ トル、しっかり考えます。

20～ 30代 の集め方も、勉強になりました。

(自 治体)

*“タイ トルが決め手"、 そうだと思いました。

アンテナを伸ばしていきます。

(チ ラシに)ビ ックリマーク、使いたいですネ。

(市民)

*私もタイ トルは大事にしてます ! 男女共同参

画という時点で敷居が高いので、敷居を低くす

ること、表に出さないこと (内容が伴っていれ

ばよい)。 つながり、つなげることが大事 (コ

マ数が少ないので、難 しいですが…)。 改めて

考え、参考になりました。 (自 治体&難センタ̈)

*と つても面白い講座タイ トルで、でも中身は男

女共同参画なところにビックリしました。

(女性センター)

◆エセナおおたがうらやましし

*元気なお話で、とても楽しく受講させていただ

きました。大田区はすばらしい人材をもつてお

られて、 うらやましいと思いました。

世代間のギャップは、働いているなかで感 じら

れることが多く、大変共感 しました。

(自 治体)

*自 信のある言葉を数多く聞くことができ、エセ

ナおおたの活動に学びたいと思いました。

新 しい人をセンターに呼ぶきつかけを得た気が

します。 (女性センター)

*“エセナおおた"のセミナーの変化がとてもよ

くわかつて、人を集めるためのコツが少しわか

つた。私も上に反発 しながら、見習つていきた

い 。 (女性センター)

*「講師自身に魅力がある」というのを、牟田さ

ん自身が表 してくださいました。います。 (市民)



「当事者に聞く」というのが、当然ですが、新鮮

でした。            (自 治体)

*市民グループで (大阪)府内のセンターを調査

したことがあります。やっぱり、活気のあるセ

ンターには「人」がいらつしゃるんです。自分

の仕事に前向きな、熱心な人がいるかいないか、

ですね。           (企 画会社 )ですね。

実際にはなかなか難 しt

*画期的なアイデア (ネーミング、コピー)に感

心したが、当方では少々目立ちすぎるような気

もする。

アイデアのみでなく、ニーズの把握やPR手段、

講師の調達など、普段からの人脈づくり (ネ ッ

トワークづくり)に心がけることが大切だと思

った。 (女性センター)

*楽 しい講座でした。

ただ、うちは人口2万に満たないので、そのま

まは使えません。        (自 治体)

*人を集める方法はわかりやすかつた。

(た だし)受講者に講座の目的を知らせないのは

疑問。 (女性センター)

*「行政」でない立場だか らこその内容だつた。

(自 治体 )

その他の意

*実践者 としての心がけを実例をもとに話された。

そのなかで (区報)、 行政とのシガラミが大き

いことがあるようですが、行政側への意識改革

は不可能なのでしょうか。自説を曲げて行政の

意の通 り動かねばならないのでしょうか。

(市民)

*行政側の固さとかが少 しわかつて、面白かった

です。              (市 民)

*東京都 (区)行政のレベルの低さを再認識 しま

した。それと、協働 (市民との)の難しさも感

じました (任せる人にすべてがかかつてるんで

すね)。

り上がってる ?」 感があるように思いました。

(財団職員)

*意欲は伝わりましたが…      (市 民)

もっと落ち着い

*親 しみのもてる講義でしたが、緊張されている

のか、声が上ずって、聞き取 りにくい部分もあ

りました。 (女性センター)

*声がキンキンして、聞きづ らい。もう少 し落ち

着いた話 し方にしてほしい。 (企画委員 )

*聞き取 りにくい。声が割れる。

落ち着いて話してほしい。 (自 治体&姐センター)

*も う少 し落ち着いて。     (企 画委員 )

*も う少 し力を抜いて話されるほうが、聞きやす

いです。 (自 治体 )

*少々 トーンが高くて、疲れた。 (企画委員)

*話 される声の トーンが高い。感情が トーンの高

さになるのでしょうが。

牟田さんを “知る"こ とにはなるのですが、マ

イクの音が響き、今 日のように午前～午後の時

間にわたると、このことが疲れます。 (市民)

*話 し方が速すぎて、よく聞き取 りにくかった。

*早 口で、聞きにくかつたです。

(不明)

(市民 )

(市民 )
*早 口で、 わかりにくい。

笑い声が気になっ

*大きな声は結構だが、話をしながら自分で笑 う、

納得するとい うのが目立った。 (不明 )

*内容はよかったけど、声が高 くて早 口で、ケラ

ケラの笑い声が少 し耳ざわ りで した。話 し方に

問題があると思います。 (声の質ですかね )

一番前で聞くのは、ちょっとしんどかった。

でも、とてもよかつたです。個人的にお話 した

い方ですね。 (女性センター)

*声の トーンが高く、聞きづらいのと、自分の話

に自分で笑つてはいけない。→笑 うのは参加者

*自 主グループの運営に、どこまで国が出せるの

か 。 (自 治体 )

*「 ターゲッ ト層が作る講座が人を呼べる」→す

べてを満たそ うとしていた (今までの自分の)

甘 さを思い知る。おまえは神 さまかっ !と い う

感 じです。 (NPO/地 域情報発信 )

*お話はとても面白かったですが、話 し方は少々

……正直「女性センターの企画担当の内輪で盛

(自 治体 ) のほう。 (市民 )

*タ イ トルで「来るわけがない |」 と感 じる理由

について、話の中身がもう少 し詳 しく聞きたか

つた。笑い声でごまかされるわけではないので

しょうが、(人が)来なかったチラシがよくない

のはわかるけれ ど、笑われているのは私のよう

な気持ちになりました。 (市民)



*大満足です。

*大変有益。

(3)セ ミナー全体について

とてもよかった

*大変意義ある会だった。 (白 治体 )

*内容がよかった。自費で来たが、その分は得る

ものがあったと思 う。チラシの成功例、失敗例

は、すごく参考になりました ! ありがとうご

ざいました。 (姐センター/四国)

*知 りたかったことがほぼ聞けて、よかつたです。

(女性センタ…)

(企業 )

(自 治体&姐センタ̈ )

*大体のことはつかめたと思 う。 (企画委員 )

*男性講座のみでなく、すべて人を集める場合に

共通することがわかった。 (企画委員 )

*必要としている人たちの集まっている研修であ

り、各人の熱意が伝わつてきた。

(自 治体&姓センター)

*時間厳守で進行され、よかった。 (女性センター)

(女性センター)*と ても楽しかったです。

*笑いが多くあり、私は楽しみました。 (市民)

(企業)*な じみやすい内容でした。

*本当にありがとうございました。 (その他)

*「タイ トル」通 り、「人の集まる男性講座」は

(参加者が)た くさん集まると思いました。予

(女性センター)想通 りでしたね。想通 りで したね。

中身が濃かつ

*内容が濃く、とても勉強になりました。(姓センター)

*中身濃くて、よかつた。

ヌエックまで遠いので、ありがたかつたです。

(自 治体/北陸)

*ものすごく密なセミナーで、参加できて本当に

よかつたと思います。実践でこれから生かして

いきたいと思います ! (自 治体 )

*2,000円 以上の価値のある講座でした。

(これまで)ノ ウハウをどこで学んだらいいか、

どうしたらいいのかわからずにいましたから…

ありがとうございました。 (自 治体 )

*た くさんの情報をいただきました。トン トンと

テンポよく進み、ついていくのが必死でした。

とても充実していました。

日ごろからアンテナを張り、感度をよくしてお

かなければならないことがわかりました。

(女性センター)

これからの仕事に役立てたし

*チ ラシを手にしたときか ら、「これこそ待って

いたセ ミナーだ」と思いま した。受講 させてい

ただき、あ りがとうございました。学んだこと

を生かせるよう、頑張ります。 (女性センター)

*今後につなげていけるお話がたくさん聞けたと

思います。 (自 治体&女性センター)

*ア ップテンポな内容で、「ひらめき」が随分あ

りました。早速、使えそ うです。料理教室では、
「愛エプJ使えますよ。 (「愛があれば、料理

はOK!Jっ てやつ。 )

ちなみに、自費で来ました。 (自 治体 )

*今までモヤモヤとしていたものが、少 し理解で

きて、これからの勉強の糸口ができた。

(企画委員 )

*と でもよかつたです。少々へこんでいたのです

が、やる気が出てきました。がんばって、人の

集まる講座を作っていこうと思います。

(自 治体&姐センター)

*楽 しく受講できました。すでに来年度の企画を

予算に組み立てるために考えたあとでしたので、

これから練 り直したいと思いました。チラシや

使 う言葉、タイ トルの大切さを痛感 しています。

(自 治体&姐センター)

*こ れからチラシの見方が変わると思います。

(市民)

*今 日から仕切 りなおして、新 しい視点で企画を

手がけていきます。 (女性センター)

*「人は少ないが聞く価値があった」などと言い

訳 しなくてはいけないような間抜けたセミナー

は企画すまいと新たに決意 しました。(女性センター)

*豊富な内容であり、今一度自分でまとめ、活用

していきます。         (自 治体)していきます。

とても参考になっ

*私 としては、初めての講座でした。

大変学ぶことが多い内容でした。  (市 民)

*大変参考になった。

思い込み、錯覚はダメ。行政との関係がうまく

いくように変わっていければいいと思 う。

(女性センター)

*(男性講座の)企画はこれからですので、いろ

いろと参考になりました。

受講者の立場に立って考えること|!が胸にズシ

ンときました。 (自 治体)



勉強になった。

*と ても参考にな りました。

*ま だ、これから男性対象の講座を考えていくと

ころなので、チラシの作り方など参考になりま

した。

*チラシからわかる成否の具体的なイメージヘの

ヒントがつかめたように思います。 (不明)

*(チラシの)具体事例がとてもたくさんあり、あ

りがたかつた。自分でもいろいろ収集 している

が……より充実したものになった。 (bllセンター)

*吉田さん、牟田さんのどちらとも参考にできそ

うなポイントがいくつもありました。地域性が

あって 「どうかな」と思 うこともありますが、

それはそれで、自分の地域ならどうすべきかと

考えてみることにします。

*農村部の市なので、都市部と方法を変えなくて

はならない部分もあるが、ポイン ト、ポイント

は市の規模に関係なく参考になった。

また、今までのや り方を反省、自戒するよい機

会になつた。

*自 分自身の担当業務とは若干異なるが、募集や

広報など、いろいろな意見を聞くことができて、

(自 治体 )

つてなかったと強く後押ししていただいた気が

しました。今後、自分がや りたい講座、いっぱ

いありました。           敏性センター)いありました。

◆みんなの意見も聞けてよかっナ

*ディスカッションを入れるなどして、みんなが

どんなことを考えているのか、いろんな意見が

聞けて、参考になりました。セミナーも大変面

白かったです。 (セ ミナー講師)

*6人で話もでき、同じ業務をするのに当たつて

の思いや、困つたことなど聞くことができて、

よかつた。ありがとうございました。とても勉

強 にな りま した。 (自 治体)

(自 治体 ) *グループで話し合いもできたので、満足度が高

まりました。 (自 治体)

*各団体、行政とも男性向けの講座の実施、開催

に苦労しているんだと、変に共有感をもつた。

(自 治体)

(自 治体) またやってほしし

(自 治体)

*た くさんの熱心な参加者、それも全国から来ら

れていて、驚きました。

今回、自分の勉強のために参加させていただき

ましたが、また、次、このようなセミナーがあ

れば、ぜひ参加 したいと思います。 (自 治体)

*と てもよかつた。こんな内容のシリーズで、も

つとやつてほしい。 (企画委員 )

*大変楽 しく、ためになつた話で した。

また、なにか、やってほしいですね。敏性センター)

*何回か連続 してあればいい と思います。

(女性センタ…)

その他の意

*雑誌 も読む。中吊りも見る。いろいろなところ

へ行 く。提案する。思いつ く限 りのことを精一

杯やつているつもり…ですが、まだ甘い。ター

ゲッ トが絞 りきれてない。必死感が足 りない。

その思いが押 し寄せてきま した。

来てよかったです。応用 してみます。

(NPO/地 域情報発信/九州 )

*自 分 も同じようなことを感 じていた り、気づい

ていた りする部分が少 しあったのですが、行政

といつしょに (何かを)するのは不可能だと思

い込んでいました。

講座は、スター トラインに立つとい うことでも

あるが、スター トラインを引くための準備 (で

もあることがわか りました)    (市 民 )

(そ の他 )

(女性センター)

*大変参考にな りました。あ りがとうございま し

た。

*活気がありました。他人の作ったものには「気

づきJが ありますね。     (企 画会社 )づき」がありますね。

あつという問だつた

*と てもよかつたです。あつという間でした。

(自 治体)

*当初は時間が長いのではないかと思つていたが、

実際に受講して、時間の短さを感 じています。

*時間が短いくらいである。

*少 し時間が短い。

*も つと聞いても、飽きない !

おなかがいっぱいになった

*今はおなかいつぱいですので、じっく

せていただきます。

*今 日は私のすごい栄養をいただきました。

(公民館嘱託職員)

*と ても有意義でした。

ことは、かなりわかりました。い聞きたかつた

つぱい吸収 して、今、情報フリーズ状態です。

とは、私が考えていたことは間違ただ言えるこ

(自 治体)

(自 治体)

(女性センター)

(市民)

り

'肖

化さ

(自 治体)



*行政が行 う講座、講演会には啓蒙を主としたも

のも必要。男女共同参画の基礎のできた方向け

の上級者コースも必要で、ただ人が来ればよい

といつた数的評価のみでは図れないものもあり

ます。赤字覚悟でせざるを得ないものもあるこ

とを理角写してくださいc (女性センター)

*私がいかに、企画にかかわる時間を雑用や他の

事業に削 られているか、思い知 らされました。

帰ったら、企画に専念できるよう、上司に掛け

合います。 (自 治体 )

*事業担当者が、業務として、参加費を出しても

らつて参加できれば幸せなのですが一 (今 日は

休みをとつて、自腹で来ました)。 (財団職員)

*行政の公務の方が多いようにお見受けしました。

(市民)

*ワークのような時間がもう少し欲 しかった。

(参加者の苦労や情報交換をしたかった。)(自 治体)

*参加者の交流の場が、もう少 しあつてもよいと

思う。

*仮のセミナーを企画し、いかに実施 (チ ラシの

作成)していくかをワークショップ形式でやっ

ても面白かつたかなと思いました。 (自 治体)

*10:00～ 12:00〔休憩〕13:30～ 16:30に して

}ま しかった。

*講座を受けた男性たちが今、どんなことに興味

をもち、迷いがあるのか。チラシを見ながらの

解説はあつたが、トータルで少し話していただ

会場が寒かった

*参加者が多くて会場が変更になったので、仕方

がないかもしれませんが、かなり寒かったので、

やはり環境も大切だと思いました。 (畑センタ̈)

*会場が寒かったので (パ フォーマンス・スペー

スのせいでしょうが)、 何か考えてもらつたら

うれしかったかも…。 (市民)

*足が寒くて、最後、集中できませんでした。 (ち

よつと長かつた…疲れました…) は性センター)

*寒かったので、もう少し環境を整えてほしい。

(市民)

(市民)

(自 治体)

(自 治体&如センター)

(自 治体 &allセンター)

*(会場が)少 し寒かった。

*会場が寒かった。

*会場が寒かった。

*会場が寒かったです。

*会場が寒く、つらかったです。 (企業 )

*ワ ークショップが少なかったのでは?(せつか *会場が寒かったことだけが不満です。 (自 治体)

く机をくつつけたのだから…
) (不 明 )

4.男性講座について、なにかご意見があれ

ば、ご自由にお書きください。

しつか り取 り組みたし

(女性センタ…) *こ れから一番大事なことです。 (自 治体)

*今最も求められている講座なので、このような

講座は大切と思う。 (企画委員 )

(企画委員 )

*今後の自分のセンターにも課題なので (16年度

に初めて実施 した)、 これからも絶対に続けて

いきたいと思 う。→毎年はダメだということで

…う～ん。 (女性センター)

*ぜひ、地域でもやつてみたい。 (企画委員 )

*担当していないので、チャレンジしたいと思い

がしました。

*事例が多くて、突っ込みが浅い。

きたかつた。

*他の担当者のまずいチラシにチェックを入れる

のは、とても難 しいのですが、なにかいい手は

あ りませんか ?         (NPO)
*と ても参考にな りましたが、やや長いような気

(自 治体) ました。

(女性センター)

(市民)

(自 治体)

*今後も課題です。

これからもよろしくお願いします。 (女性センター)

二―ズ・テーマを探つていきたし

*ア ンテナを張つて、ニーズに合 う男性講座 を企

画 し、根づかせていきたい。 (女性センター)

*男性 (年齢、仕事、立場によって違 う)が学び

たい、知 りたいことを拓いていきたい←需要は

ある。 (女性センター)

*働き盛 りの男たちの望んでいるものを真摯に探

そ うと思います。

代弁者となるにはとても難 しいことだと思 うの

で、遠いところからでも、わかりあえる仲間づ

もう少しゆつくり話して

*時間的なことで、ペースが速かったようです。

(女性センター)

*内容が盛 りだくさんだったので、おふた りとも

早 口で、ついていくのが大変だった。 (白 治体 )

*両先生とも話す速度が速い。 (不明 )

*も う少 しゆつくり話 してほしかった。 (自 治体) くなどをしたいと思います。 (市民)



*何がテーマとしてあるか、ということも資料で

いただいているので、じっくり見たいです。

男性のほうが縛り、生きにくさが多くあると思い

ます。今後の参考にします。 (自 治体&女性センター)

*先 日の講座で、男性、女性に関わらず、人は興

味のあることにはとてもどんよくだということ

を強く感 じたあとだったので、今回の受講が役

立てばいいなと思つています。

今、私自身が興味のあるのは「ニー ト」と「コ

ーチング」。男性 (お父さん)向 けに、これを

キーワー ドにした講座を来年度できればいいな

と思つています。

企画に行き詰った際には相談するかもしれませ

ん。その際はどうぞよろしくお願いします。

(自 治体&州センター)

いろいろ工夫 して取 り組んでいきたし

*当方で同様の工夫をして講座を企画したが、や

はり成功しなかった例もあり、やはりまだ気づ

かない反省点もあると思 う。 (女性センター)

*今まで料理教室しかしてなかったので、少し違

うものもしてみたいなと思いました。 (自 治体)

*ニーズはターゲットがもつている、というのが

大事だと思いました。

*時代に合わせた企画でないと人は動員できない

と思いました。         (allセ ンタ…)

*地域性がかなり重要かなと思います。

(自 治体&姐センタ̈)

*も つと行政臭くないチラシを作 りたいと思いま

が、若年層のテーマに難題があると思います。

ぜひ、若年層を対象にした講座をもつていただ

きたいと思います。 (市民 )

*料理講座に若い世代の人に来てもらうには、ど

ういった広報、内容にしたらいいか? アイデ

アを教えてください。 (自 治体 )

*男性の反応がわか りづ らく、次の展開に悩みま

す。このあた りの手ごたえは、何で量ればいい

ので しょ っ。 (NPO)
*「おやじの居場所 2002年」「おや じの居場所

Part 2 2003年Jを企画 し、講座終了後は自主

グループとして 6人で活動しています。今は、

料理を中心として、メンバーの 1人が講師役を

かつています。いつまで、続くか。担当した職

員として、あとどの程度かかわっていいのか、

ほうっておいていいのか、迷っています。

(公民館嘱託職員)

*各市区町男女共同参画関係の苦労講座を知 り

たい。また、成功例も。企画の準備から終了後

の反省の過程 も。 (企画委員 )

*17年度、男性講座 4コ マ企画中です。また相談

(市民) したいと思います。よろしく。 (女性センタ̈ )

その他の意

*男女共同参画はどうして「女性だけでなく、男

性も」なんでしょうかねぇ。 (財団職員 )

*最近では予算がなく、市民企画とい う名の市民

委託 (が増えている)。 異動でたまたまいる職

員よりも志のある市民のほうがOKなのも確か

です (が )。 プロの手による講座が少なくなっ

ていることに疑問を感 じます。 (企画会社 )

*奈良市で15年度に吉田さんの「男の生き方セミ

ナー」を受けた夫が、 (仕事をやめて)「明か

り作家」になりました。そして、兼業主夫。

まだまだこだわりの団塊の世代ですが、グルー

プ活動 (私 も巻き込んで)もや りだし、生き方

セミナーを受けてよかったと伝えてほしい、と

(自 治体 )

す。 (女性センター)

*当センターでは、中村彰 さんにお世話にな り、

(H16年度)男性相談支援者セ ミナー (全 4回 )

を実施 し、その卒業生が自主的に “静岡メンズ

クラブ くるま座"をつ くり、男性の井戸端会

議的なものたちあげた…これ と、行政 とうまく

つきあい、方向を探っているところです。

(女性センター)

もっと若い層に向けた取り組み

*今回の事例に挙がつていた男性は子育て父親、    言われてきました。

30～ 40代以上、または団塊の世代などの比較的

上の世代だつた。20～ 30代 の若い層に向けたも

のも、これから考えていきたいと思つた。

(女性センター)

*年代によるターゲット絞 りの企画は大変難 しい

課題である。高齢者の参加はやや容易であろう


