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公民館文化祭等（主催者・来館者）アンケート調査結果詳細 

 

第１ 主催者アンケート 

 Ａ 施設について 

  １ 評定（公民館文化祭等における施設の使い易さ） 

    （満足：４、やや満足：３、やや不満：２、不満：１） 

    平均３．４ 

  ２ どのようなところが（やや）満足または（やや）不満だったか（自由記述） 

    ６３０人中３４４人（５４．６％）の方が４３７件の内容のコメントを記入 

    以下、コメントを類型ごとにまとめた主なものを掲載します。 

  （１）（やや）満足に関係すると思われるコメント 

     ４３７件中１７７件 

    ア 施設全般に満足という内容のコメント 

      １７７件中４３件 

項番 項目 人数 

(1) 明るい ６人 

(2) 大きな問題はなかった、不満はない ２人 

(3) きれい ６人 

(4) 靴を履き替えず館内に入れてすっきりしていた ２人 

(5) 交通が便利 １人 

(6) 近くて良い １人 

(7) 使用料が安い １人 

(8) 慣れたところなので満足 ２人 

(9) 使い易い、快適 ５人 

(10) 土曜日にトイレ清掃していただいたことははじめてで満足 １人 

(11) 清掃・整理整頓に満足 ６人 

(12) 日頃の活動の場に満足 ２人 

(13) 文化祭前のクラブ員の清掃で清潔な環境で文化祭ができた １人 

(14) 満足・全体的に満足・良かった ７人 

    イ 施設内のスペースに満足という内容のコメント 

      １７７件中１５件 

項番 項目 人数 

(1) 現状の施設を工夫し有効に使っている ４人 

(2) 講堂・ホールに満足 ３人 

(3) 公民館の広さから現クラブ数が適当 １人 

(4) 食事の場所が別室であり良かった １人 

(5) 広さはちょうどいい ５人 

(6) 二日間全館使用に満足 １人 

    ウ 施設内の展示・発表に満足という内容のコメント 

      １７７件中６２件 

項番 項目 人数 

(1) 備品の準備もよくできた ２人 

(2) 展示スペース・レイアウトに満足 ４人 

(3) 部屋割り・動線に満足 ３人 

(4) 展示物・作品が素晴らしかった ３人 

(5) その他展示に満足 ６人 

(6) 成果発表ができて満足 ３人 

(7) いろいろな場所でやってみて工夫し合えば良いと思う １人 

(8) コーラスの指揮者不在でピアニストが指揮をしたためピアノ位置移動の許可が １人 
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ありがたかった 

(9) 発表者と見学者の気持ちが通じ合った感じで心地よい １人 

(10) 舞台発表で客のマナーが良かった １人 

(11) その他発表に満足 ９人 

(12) スムーズに手際よくできた ６人 

(13) プログラム通りに出来た １人 

(14) 飾りつけに満足 １人 

(15) 見る人が感動してくれてうれしい １人 

(16) 子供対象のクラブも入って楽しい １人 

(17) 雨天時の対応が良かった １人 

(18) 飲食物の提供に満足 ２人 

(19) 毎年餃子を買いに来てくれる人がいる １人 

(20) 公民館の活動内容も良くＰＲされている １人 

(21) 施設利用や発表・掲示物に工夫があった ８人 

(22) 役員・スタッフの対応に満足 ５人 

    エ 施設内の設備・備品に満足という内容のコメント 

      １７７件中２０件 

項番 項目 人数 

(1) 照明・トイレ等改修で良くなった ４人 

(2) 二階の様子を一階で流していて良かった １人 

(3) 舞台・ステージに満足 ２人 

(4) 壁紙・障子・畳がきれいになった ３人 

(5) テーブル・マイク等改善 １人 

(6) 講堂の鏡が充実 １人 

(7) 階段手すりに満足 １人 

(8) 音響設備が充実、満足 ３人 

(9) エレベーターがある １人 

(10) 杖の置き場所がありがたい １人 

(11) 駐車場の広さに満足 １人 

(12) 足元の案内表示が良かった １人 

    オ 施設での人間関係に満足という内容のコメント 

      １７７件中３２件 

項番 項目 人数 

(1) 身近に人との交流、新しい情報、コミュニケーション等良好 ２人 

(2) 案内が親切・皆が親切・丁寧・良く仕事をしてくださる、気遣い、和やか、和気

あいあい 

１１人 

(3) 慣れた人の的確な指示でスムース １人 

(4) 協力し合いたい、協力し合った ２人 

(5) 役員としてできる範囲でやれた １人 

(6) 2年に一度で他のクラブに会えた １人 

(7) 一体感が良かった ２人 

(8) 気配りを感じた、高齢者に優しい １人 

(9) 今までの人は皆さんいい人 １人 

(10) 直接な対応に感謝はしている １人 

(11) 不便さを感じるところがない １人 

(12) 施設の利用の相談にのってもらえた １人 

(13) 公民館職員が協力的、やさしい、熱心、一生懸命 ７人 

    カ その他の内容のコメント 

      １７７件中５件 
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項番 項目 人数 

(1) 前年よりも良い １人 

(2) 月三回気持ちよく使用 １人 

(3) 特別練習の時間も気持ちよく空を確保してもらい良かった １人 

(4) 細かい心づかいをいただき助かりました。 ２人 

  （２）（やや）不満に関係すると思われるコメント 

     ４３７件中２５７件 

    ア 施設全般に不満という内容のコメント 

      ２５７件中１４件 

項番 項目 人数 

(1) 飲食についての不満 ２人 

(2) バザーをやりたい １人 

(3) 若い方の手伝いが欲しい １人 

(4) 時間的にかなり無理がある １人 

(5) 寒い季節はこたえる １人 

(6) 会場が分散している、できれば公民館 1か所にしたい ５人 

(7) 人が少ない、もっと人が集まると賑やかだった ２人 

(8) 和室がカビ臭く換気が不十分 １人 

    イ 施設内のスペースについて不満という内容のコメント 

      ２５７件中４７件 

項番 項目 人数 

(1) 施設・部屋が狭い、部屋数が少ない ２６人 

(2) 部屋の使い勝手、設営・動線などの不満 １０人 

(3) 食堂が少し寒い １人 

(4) 昼食をとる場所がなく立って食べた １人 

(5) 休憩場所の不足その他の不満 ９人 

    ウ 施設内の展示・発表について不満という内容のコメント 

      ２５７件中６３件 

項番 項目 人数 

(1) 設営の準備に関する不満 ４人 

(2) 備品の移動・設置等展示の苦労・不満 １８人 

(3) 展示場所・部屋割り・動線、展示室がわかりにくいなどの不満 １１人 

(4) 全体的に華やかさが欲しい １人 

(5) 展示品が少なかった ２人 

(6) 各クラブ等のお知らせ、呼びかけが欲しい １人 

(7) 講堂を仕切って演技と展示を分けてはどうか １人 

(8) 発表者の控室・待機場所整備・出入口に課題 ４人 

(9) ホール演目時観覧者の見やすさに不満 ２人 

(10) 新しい発表が見られない １人 

(11) 語りの時は静かにできるよう配慮が必要 １人 

(12) 音が外に漏れて他のクラブは少し迷惑 １人 

(13) その他発表に関する不満 ５人 

(14) 進行がもう少しスムーズだと良かった ２人 

(15) 発表のある日は展示がゆっくり見られない １人 

(16) 出展・出演・発表数が少ない ５人 

(17) 部が多いうえ 2日間で大変 １人 

(18) 作品販売を増やして １人 

    エ 施設内の設備・備品について不満という内容のコメント 

      ２５７件中１２９件 
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項番 項目 人数 

(1) 耐震性が心配 １人 

(2) 工芸室の雨漏りで作品が壊れてしまう １人 

(3) 畳・床の不満 ２人 

(4) 舞台が古い・狭い・重い・使いづらい １３人 

(5) 舞台がない、設置したほうが見やすい ３人 

(6) 舞台のライトアップをしてほしい １人 

(7) 講堂に展示物が吊るせる工夫を １人 

(8) 電気の故障、照明・放送・音響設備に不満 ７人 

(9) 防音の部屋があると良い １人 

(10) 階段が大変 １３人 

(11) エスカレーター設置希望 １人 

(12) エレベーター設置希望 １０人 

(13) 館内からエレベーターへのアクセスに不満 １人 

(14) その他バリアフリーの不備に不満 ２人 

(15) 洋式化等トイレの不満 ２０人 

(16) トイレの場所をよく聞かれた １人 

(17) まぶしさ等日照に不満 ３人 

(18) 調理室でお湯が出ない ２人 

(19) ガスコンロ・オーブンの不満 ６人 

(20) 和室を洋室に １人 

(21) 駐車場や駐車場の使い方に不満 ８人 

(22) 駐輪場に不満 １人 

(23) 自動販売機の設置希望 １人 

(24) 建物・施設・設備が古い、改善要望 １０人 

(25) 備品の老朽化・不備、更新・拡充要望 １１人 

(26) 各階の案内表示が欲しかった １人 

(27) その他設備・備品の不満 ７人 

    オ 施設での人間関係等について不満という内容のコメント 

      ２５７件中４件 

項番 項目 人数 

(1) 関係ない運動系クラブが手を貸すが感謝の気持ちがない １人 

(2) いろいろ気を遣う １人 

(3) 参加人数が少なくなって寂しい １人 

(4) 昔に比べ人が少なくなり来づらくなった １人 

  （３）満足・不満に分類できないコメント 

     ４３７件中３件 

項番 項目 人数 

(1) 有料化検討を １人 

(2) 音が少し迷った １人 

(3) 不参加だった １人 

 

 Ｂ 職員について 

  １ 評定（公民館文化祭等への職員の開催支援） 

    （適切：４、やや適切：３、やや不適切：２、不適切：１） 

    平均３．９ 

  ２ どのようなところが（やや）適切または（やや）不適切だったか（自由記述） 

    ６３０人中２８３人（４４．９％）の方が３４７件の内容のコメントを記入 

    以下、コメントを類型ごとにまとめた主なものを掲載します。 
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  （１）（やや）適切に関係すると思われるコメント 

     ３４７件中３１１件 

    ア 施設・備品等にかかわる職員の対応 

      ３１１件中２２件 

項番 項目 人数 

(1) 机・椅子・鏡・いろいろ気を配ってくれて感謝 １人 

(2) 障子の張替え等きれい １人 

(3) 講堂等の会場の清掃や照明器具の整備などの準備に努めていた １人 

(4) 教室が明るくなって良かった １人 

(5) そうじも行き届いていた １人 

(6) 常に清掃への取組みが良い １人 

(7) 入口の菊の花がピッタリ咲くように計画し素敵だった １人 

(8) 館長の草刈はとても助かり、他の職員も一緒に作業 １人 

(9) 外の草も刈ってこれからはみんなでお手伝いしたらいいと思う １人 

(10) 臨時駐車場もきれいに整備されていて良かった。 １人 

(11) 準備の備品等をそろえていただいて大変助かった ８人 

(12) 会場の設置、備品の提供（他館からの借用）に助力してもらった １人 

(13) 機具の取扱い等 １人 

(14) 音響に関して毎年困っていたが本当にお世話になった １人 

(15) 狭い講堂を何とか上手に使えるよう頑張っている １人 

    イ 会場設定・設営等に係る職員の対応 

      ３１１件中８４件 

項番 項目 人数 

(1) 事前に掲示物を片付けてもらいありがたかった １人 

(2) 協力的、協力してくれた ４９人 

(3) 手伝ってくれた、助けてくれた、設営・片付けへの参加 ２３人 

(4) 準備から支援に感謝 ５人 

(5) 高齢者や女性が多いので、力仕事をお願いした １人 

(6) テントの設営が前回よりスムース １人 

(7) 駐車場につける掲示物のパウチを手早く作って頂けて助かった １人 

(8) 展示場所の配分がとても良かった １人 

(9) 外のブースを中に入れてくださりありがとうございました １人 

(10) スタッフの休憩室があった １人 

    ウ 展示・発表・イベント等にかかわる職員の対応 

      ３１１件中１１件 

項番 項目 人数 

(1) 準備や当日運営も丁寧に対応 １人 

(2) 前日の準備、当日運営においてもスムーズにできたと思います ３人 

(3) 開催中もお客様やクラブ員に親切にしていた １人 

(4) 踊りがスムースにできるようきくばりしてもらいありがたかった １人 

(5) 係の方（写真）等を撮っていただきこまかい所まで適切にしていただいた １人 

(6) 職員が文化祭に参加出演された事よかった。交流する思いよく伝わったと考える １人 

(7) 職員が参加して大変盛り上がった １人 

(8) 職員の方々が演奏とかして内に溶け込もうとしている姿勢が大変素晴らしかっ

た 

１人 

(9) 職員が「発表」部門に参加し、祭りへの一体感が醸成されてよかったと思う １人 

    エ その他運営全般にかかわる職員の対応 

      ３１１件中１４２件 

項番 項目 人数 
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(1) いろいろ要望をきいてくれた、かなえてくれた ４人 

(2) 問う事は全て耳を傾けて行動に移してくださった １人 

(3) タイムリーなアドバイス、支援 １人 

(4) 相談にのってもらった １人 

(5) 不明な点を教えてもらった １人 

(6) 職員がベテランで、いろいろ知っておりうまくいっている １人 

(7) 役員は少数を残して毎年入れ替わる。永年勤続の職員に、支援を仰ぐ事例が多か

った 

１人 

(8) 適切な指導 ２人 

(9) 困ったとき・日程変更・トラブル・アクシデントの対応がよかった ７人 

(10) 臨機応変・適時的確な対応 ２人 

(11) 丁寧 ２人 

(12) 明るい・元気、笑顔、てきぱき、キビキビ １０人 

(13) 配慮・気遣い・気配り・きめ細かな対応に満足 １８人 

(14) 素早く対応、対応が早い ６人 

(15) 積極的 １２人 

(16) 対応が良い・やわらかい、気持ち良く接してくれる ９人 

(17) よく仕事をしてくれた、お世話になった ２６人 

(18) 時間外労働も嫌な顔せず行ってくれることに感謝 １人 

(19) 色々提案していただけたことに感謝 ２人 

(20) 文化祭を成功させようとする気持ちが伝わってきた １人 

(21) 職員が一生懸命 ６人 

(22) 不慣れな点も頑張って・すぐ対応 ３人 

(23) はじめて役員として係わったので「今までこうしていた」とか「こうしたらどう

か」というアドバイスは助かった 

１人 

(24) 過去の文化祭の様子の写真を参考に貸し出していただき助かる ２人 

(25) 文化祭については良く連絡がされていたのでスムースに開催できていた １人 

(26) 永年の実績と経緯をベースに公民館の職員と連絡担当者等の協力関係がスムー

ズに進行している 

１人 

(27) 館長の指示を受けながら全員で準備できた １人 

(28) 楽しく参加 １人 

(29) 公民館と一緒に楽しく開催できた １人 

(30) 最初の職員活動でしたのでこれから充実していけば良い １人 

(31) 従来はわれ関せず、今回は館長はじめ全員前向きに取り組まれている １人 

(32) 全体に支えた助け、一丸となり二日間開催された事 １人 

(33) スムースに運ばれた様二日間 １人 

(34) 前日の準備から 2日間の開催期間、ご支援いただき、ありがとうございました １人 

(35) 運営にかかわった方々に感謝 １人 

(36) 毎年懇切な対応を感謝 １人 

(37) 朝早く開けてくれてありがたかった １人 

(38) 大変良くして下さりありがとう １人 

(39) パンフレット（プログラム）の印刷に印刷機等を十分借りることができた １人 

(40) 書類・プログラム等の作成に感謝 １人 

(41) クラブ連協の印刷物を全て行ってくれた １人 

(42) 返事がはっきりと的確 １人 

(43) 説明がわかりやすい １人 

(44) 館内放送がステキ １人 

(45) 開催中、車のライトを知らせてくれた １人 

(46) おかげで毎年少しずつ会場が賑やかに １人 
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    オ その他全般にかかわる職員の対応 

      ３１１件中５２件 

項番 項目 人数 

(1) 全体いうことなし １人 

(2) とてもすばらしい １人 

(3) 従来より良くなった ４人 

(4) 満足 ２人 

(5) 親切、親切に対応、従来から親切 １９人 

(6) やさしい、いつもやさしい ２人 

(7) 今年は職員の方々と距離が近く感じられた １人 

(8) 地域住民ファースト常時考えている様子が伺えます。 １人 

(9) 力をいっぱい下さりありがたい １人 

(10) 普段から親切・よくしてもらっている ２人 

(11) 工夫努力・改善への取組みが良い ２人 

(12) 応援ありがとう １人 

(13) 職員によるディスプレイやボランティアで手作り品を販売し寄付してくれた １人 

(14) 災害の募金にと貝を取ってきて作品を作り販売したり、育てているサボテンを小

分けにして売ったり、いつもと違う面があった 

１人 

(15) 体制が変わった最初の文化祭であったが、問題なくスムーズに対応された １人 

(16) 喫茶の対応に満足 ４人 

(17) 不満な点はなかった ２人 

(18) 皆様が楽しみに来てくれている １人 

(19) テント等々が良くまとまっていて見やすい １人 

(20) 一年間の作品の発表の唯一の場所・機会として満足 １人 

(21) 窓口対応が財団になってから特に良い １人 

(22) 地域市民に対し、公民館使用案内が積極的である（公民館主催文化活動他） １人 

(23) 公民館広報が興味深く且読み易くなってきた １人 

  （２）（やや）不適切に関係すると思われるコメント 

     ３４７件中２４件 

項番 項目 人数 

(1) 館長が一人で威張っており不快 １人 

(2) 館長の態度が今ひとつ協力性がなかったと思う １人 

(3) 協力的でなかった（良い方もいたが） １人 

(4) 専門的なことには答えられない。いそがしいとことわられる １人 

(5) 具体的指示を受けたい時（片付けなど）誰に聞けばと迷うことがあった １人 

(6) パンフレットの配置場所を決める方法が平等ではないように感じました。 １人 

(7) 公民館と実行委員会との連絡、連携不足 １人 

(8) 実行委員及び役員への指導・アドバイスをしてほしい １人 

(9) もう少し手伝ってほしい １人 

(10) 良い人もいるが何とも言えない。仲良くやりたいが １人 

(11) 職員はどの人かわからなかった ２人 

(12) 職員がどのようにかかわっていたのか私達には知らされておらず（それが問題か

な）、適切どうかわからない 

１人 

(13) もっと準備に入ってくれたら違った椅子の並べ方ができた １人 

(14) バザーの献品をしたかったがサークル連協の方がおらずわからないと言われた。

前もって把握していただけるとありがたい。 

１人 

(15) 舞台の写真を撮っているのが出入りが多くて紛らわしかった １人 

(16) 今年は出品が昨年より減ったのが残念 １人 

(17) 開会式の場所がいつもと違っていたのでとまどった １人 
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(18) 準備不足 １人 

(19) 何をしたらよいか最初分からず時間を持て余した １人 

(20) 写真の購入を無理に勧めないでほしい １人 

(21) 廊下、ロビーでも展示があるとうれしい １人 

(22) 前の人が大きいと見えないので椅子をずらして １人 

(23) 終わったあとの片付け掃除等大変だった １人 

  （３）適切・不適切に分類できないコメント 

     ３４７件中１２件 

項番 項目 人数 

(1) 今年初めての事、来年になったらまわりが見えて違った部分の気配りが生まれる １人 

(2) マイクの故障は残念だが他は大満足 １人 

(3) 職員の方々の”開催支援”の意味が少し不明ですが、自分なりに期待していた点

に特に不満はありません。 

１人 

(4) 短期での職員異動は大きな痛手 １人 

(5) 職員と全く接する機会がなかった １人 

(6) 今年度から職員の役割が変わったとのことでまだ十分理解していない １人 

(7) 公民館とクラブ連協役員がどのような役割分担かわからない １人 

(8) それぞれの担当の役員は一生懸命やっていたと思う １人 

(9) 昼休み等無いほうが良いと思う １人 

(10) 文化祭の自主的な方向転換に戸惑った １人 

(11) よくわかりません １人 

(12) 不明 １人 

 

 Ｃ 次回の公民館文化祭等の課題について（自由記述） 

   ６３０人中３２７人（５１．９％）の方が４５４件の内容のコメントを記入 

   以下、コメントを類型ごとにまとめた主なものを掲載します。 

  １ 施設・物品についての課題のコメント 

     ４５４件中３４件 

項番 項目 人数 

(1) CDがかからないことがありアンプを更新してほしい １人 

(2) CD-Rが正常に働く装置を購入してほしい ２人 

(3) CD操作に手間取り時間がロスしたため、CD係をやる方を希望 １人 

(4) 2階ベランダで着替え用の仮設テント設置を １人 

(5) 椅子の数が不足 １人 

(6) 椅子の傷みがひどい １人 

(7) エレベーターの設置希望 １人 

(8) 階段が昇れないから見学に行かれないとの声 １人 

(9) 階段の壁の素材が展示品を貼り付けにくい １人 

(10) 各室より持ち出したイス、テーブルを戻す時、各室のシール（色別）をイスの背

に貼るようにしたら。片付け時とまどった 

１人 

(11) ステージを軽いものに交換してほしい ３人 

(12) 設備も補強が必要と思う １人 

(13) 建物・備品等の老朽化 ２人 

(14) 展示ボード・机が重い、軽いものに取り替えてほしい ６人 

(15) 長机をキャスターがついているのに取り替えてほしい １人 

(16) 展示ボードの借用が大変なので購入してほしい ２人 

(17) 新しいボードの穴が大きくフックが外れる １人 

(18) 駐車場が少ない １人 

(19) ピアノカバーが色あせていて見苦しかったとの意見！来年はコーラスの時、すべ １人 



9 

て取るようにするとのことだが… 

(20) ピアノカバーを替えたらよいなと… １人 

(21) 舞台が少し高く出来ればとの意見が有り １人 

(22) 舞台がせまく、発表が気持ちよく出来なかった １人 

(23) 舞台を広くして欲しい １人 

(24) 放送設備の充実 １人 

  ２ 広報・広聴についての課題のコメント 

     ４５４件中１９件 

項番 項目 人数 

(1) 認知度 １人 

(2) PRが足りない・もっとしたほうがよい ２人 

(3) どれだけの人に文化祭のアピールができたのかがわからない １人 

(4) お知らせの掲示は目立つところに数枚貼ったほうが良い １人 

(5) 地域の方々掲示板には貼ってあり回覧板でも廻りましたが知らない人の方が多

く残念だった 

１人 

(6) 今回、町内の回覧板の配布（文化祭のお知らせ）がおそかったと思う １人 

(7) 中には、公民館文化祭の情報は気づかなかった方もいる。回覧に皆さんが気づい

て下さるような工夫は可能か 

１人 

(8) 地域の方々に周知する方法を考えて欲しい。ポスターなど １人 

(9) 公民館活動に参加していない帯域の方々へのアピールをどうするか １人 

(10) 近隣の自治会でも回覧板などでお知らせ １人 

(11) もっと自治会に働きかけた方が良い １人 

(12) 告知を大々的に １人 

(13) ちば市政だよりでも公民館文化祭の情報を掲載してほしい ４人 

(14) 各区の公民館の文化祭のスケジュールも知りたい １人 

(15) 来場者の方にもアンケートに答えてもらうのは良いと思う。次回はプログラムに

挟んでおくともっと効果的だと思う 

１人 

  ３ 展示・発表・イベント等の運営についての課題のコメント 

     ４５４件中６４件 

項番 項目 人数 

(1) 演技発表の時間の配分 ２人 

(2) 演技発表も午後からと短い気がする。午前中から余裕をもってやったらいいので

は 

１人 

(3) 演技を早く始める １人 

(4) 静かな演目の時周囲の騒音に配慮 １人 

(5) 音響・幕引き等の練習を １人 

(6) カラオケが多いので、別の種目もあってもいいのかと思う １人 

(7) カラオケを客も歌えるようにする １人 

(8) 喫茶室でのパンコーナー、いろんな意見でてましたけど、パンコーナーの方達は

あの場面を見て、どんなふうに思ったか 

１人 

(9) クラブ・サークル等連絡会組織の発表の部との打合せが少なかった １人 

(10) 健康に対する脳年齢と血管年齢の調査がよかった。半日ではなく、一日にして欲

しい 

１人 

(11) 午前中から演技が始まるとよい １人 

(12) 子どもの参加を増やすこと １人 

(13) こどものお話し会 １人 

(14) 子どもたちが楽しめる模擬店等 １０人 

(15) 地域の方にも来ていただけるような出し物があると良い。できれば、子どもが喜

びそうなもの 

１人 
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(16) 年寄にかたよっているのではないか。子供達もお祭に参加して楽しいイベント、

催しを多くすることが必要ではないか、工夫が不足している 

１人 

(17) コーヒーが濃い １人 

(18) 地元の出演者を増やすこと １人 

(19) 他で活動している団体を招待しているが、それだけでよいのかと疑問に思ってい

る 

１人 

(20) 他の公民館との連携がとれるようにして発表・交換ができるような雰囲気を作れ

ればいいと思う 

１人 

(21) 昼食の弁当の数の把握が難しい １人 

(22) 昼食の弁当はもっと多いほうが良い １人 

(23) 昼食時のお茶の用意 １人 

(24) 展示・発表数の減少、展示・発表を多くしてほしい ３人 

(25) 展示が一部屋とは淋しい １人 

(26) 展示の部、手打ちそばの評判が高かった。もう少し長時間の営業が出来ないか（来

館者数も増える） 

１人 

(27) 同メンバーが午前・午後出演はいかがなものか １人 

(28) 何か実際に体験出来ることがあるともっと楽しく、会員も増えるのではないか １人 

(29) 生バンドの方には最終の方にしていただきたい １人 

(30) バザー・野菜市・飲食の出店・販売等に関する提案 １５人 

(31) 発表演目の偏り １人 

(32) 発表クラブを１～２クラブ増やすことができればと思います。バンド、踊り等、

職員の方と一緒に検討してみたい 

１人 

(33) パン作りの途中でガスオーブンが消えたので、コンセントの使い方に考慮が必要 １人 

(34) ビーフンがさめてしまい残念だった １人 

(35) プログラムの件 午前中に同じような催しが重なったので、午後の部にも考えて

ほしい 

１人 

(36) 文化祭の発表の時間を午前中からにしてはどうでしょう １人 

(37) 催し物の時間に対して待ち時間が長いといった声があり、時間通りに開演できる

と尚よい 

１人 

(38) 催物にもう少し工夫が必要なのか １人 

  ４ 会場設定・設営等に関する運営についての課題のコメント 

     ４５４件中３８件 

項番 項目 人数 

(1) 案内表示が良くわからなかった １人 

(2) 入口・会場の装飾などの華やかさ ５人 

(3) 会場が狭い、会場がもう少し広いとよい ３人 

(4) 各部屋の展示のあり方に工夫が必要。パネルの両面使用を考えるべき １人 

(5) 学校の駐車場を借りることはできないか １人 

(6) 休憩スペースの充実 １人 

(7) 公民館片付けと中学校準備の時間がかさなっているのが気になった １人 

(8) 参観者の収容方法 １人 

(9) 集合時間が有って無いような感じで最初は皆さんうろうろしていた １人 

(10) 準備作業等が困難、準備・展示の簡略化等 １１人 

(11) 準備段階のマニュアル化が必要と思う １人 

(12) 女性が多く、クラブにはテント張りの際、男性のお手伝いが欲しい １人 

(13) スロープがわかりにくく、足の不自由な方が大変そうだった。スロープの入口は

開けておいたほうがいいと思う 

１人 

(14) 昼食場所の工夫・確保 ２人 

(15) 駐輪場、駐車場の再検討 １人 
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(16) 展示場所を多くする工夫を １人 

(17) 展示場所について話し合い希望場所に展示したい。各クラブスペースに差がある

と思う 

１人 

(18) 展示物の場所について…役員会の時に決定して頂くとありがたい １人 

(19) 発表会に使う楽品や小道具の置き場所がなく困った １人 

(20) 文化祭の折に男の方の手が欲しい １人 

(21) 文化祭のたて看板が外（玄関部分）へあれば、もっと関心をもってもらえるので

は 

１人 

  ５ その他運営全般についての課題のコメント 

     ４５４件中１１９件 

項番 項目 人数 

(1) 30年度のスタッフが 31年度も頑張るように １人 

(2) 一般から募集するかクラブ・サークル等連絡会組織以外から出るかのいずれかで

参加者を決めたい 

１人 

(3) 今の会長にずっとやってほしい １人 

(4) 一部の役員に負担が集中しており分担を明確にして来年に引き継いだほうがよ

い 

１人 

(5) 役員のなり手も準備の大変さがネック １人 

(6) 会議の回数がもう少し少なければ助かる １人 

(7) 会合の回数が増えるとよい １人 

(8) 会場に慣れた人を配置し協力体制をわかりやすく動きやすく、一人に無理がかか

らないよう皆でもっと力を合わせられるようにしたい 

１人 

(9) 会場の隅に少しイスがあったらよかったかなと思った（年配の方のために） １人 

(10) 外国人の方々にも公民館の存在・活動を理解してもらうことに努めたい １人 

(11) 館内放送で何が発表されているかなどを知らせてほしい、進行状況のアナウンス ２人 

(12) 行事（文化祭）に参加しないサークルの協力、会費の考え方を要検討 １人 

(13) クラブ・サークル等連協会組織加盟団体が減少、クラブ・サークル等連絡会組織

加盟団体を増やすこと 

２２人 

(14) クラブ・サークル等連絡会組織の運営全般 ４人 

(15) クラブ・サークル等連絡会組織の努力 １人 

(16) 例えばクラブ・サークル等連絡会組織加入の団体にのみ年間予約を認めるなどの

方策 

１人 

(17) 会員相互の協力と智慧で進めることが肝要 １人 

(18) 参観者の減少、参観者を増やすこと ３９人 

(19) くじ引きやちゅうせん会などやってみてはどうか １人 

(20) 集客数が少ないのは、連協に加入しているサークルが少ない為でしょうか？この

ままだと文化祭はなくなってしまうのかと心配 

１人 

(21) 設営、文化祭二日間の日程、集客率などを検討をしたいと思っている １人 

(22) クラブ員や地域のニードを把握し、地域の生涯学習の場として新たな取り組みが

必要 

１人 

(23) 前年度の人の引きつぎをもう少しくわしくおしえて下さい １人 

(24) 大変だけど直前にいったん集まる必要があるかも １人 

(25) 他館文化祭や他の地域行事との日程調整 ３人 

(26) 地域活動への（町会など）働きかけがあれば、参加者も見学者も多くなると思う １人 

(27) 手伝いの人をもっと増やせると良い １人 

(28) 土・日を比べると前日より後の日が見に来て下さる方が少ないようだ。二日続け

てにぎやかにする方法はないか 

１人 

(29) 土曜、日曜の午前の集客がもう少し増えればよいと思う １人 

(30) 日曜の来客が少なかったことが気がかり １人 
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(31) 日程に関する提案 １６人 

(32) 冬の寒い時期だったので、風邪気味の人が増え、人員確保で困った。 ２人 

(33) 昼過ぎると客数が少なくなる １人 

(34) 例年二日目の来場者が少ない １人 

(35) 日程、時間の再調整 １人 

(36) 反省会で出た事等、参考にして、今後よりよくなります様に １人 

(37) 文化祭参加に連協入会以外の利用サークルの参加を願いたい。どんなサークルが

活動しているのかも分からない 

 

(38) 準備とあとかたづけ、駐車場など、係を決めた方が良いと思った １人 

  ６ クラブ・サークル等同士の交流についての課題のコメント 

     ４５４件中３件 

項番 項目 人数 

(1) いろんな会の人たちともっと交流していきたい １人 

(2) 他の方の演目をもう少しゆっくり見たいと思う １人 

(3) 自分の会が忙しく余裕がなくて各会の発表を見られず残念 １人 

  ７ その他クラブ・サークル等についての課題のコメント 

     ４５４件中５０件 

項番 項目 人数 

(1) 演技 １人 

(2) 各クラブ積極的な協力が少なかったか １人 

(3) カラオケは知らない歌が多く一緒に口ずさむことができない １人 

(4) クラブ・サークル等連絡会組織の会員全体でもっと協力したほうがよい １人 

(5) クラブ・サークル等が減少、クラブ・サークル等を維持する・増やすこと １７人 

(6) クラブ・サークル等の構成員の減少、クラブ・サークル等の構成員を維持・増や

すこと 

１２人 

(7) クラブ・サｰクル等のパネルがあったら良い １人 

(8) クラブ・サークル等の PR資料作成 １人 

(9) クラブ・サークル等が文化祭になるべく参加を呼びかけてほしい １人 

(10) 準備不足もあり、手前にでも「ふれないで下さい。」の注意書きを置いとけば良

かったと思った 

１人 

(11) 気になり手に触れる方がほとんど。覚悟はしていたが、今後気を付けたいと思う １人 

(12) 製作できる部署は製品の販売を多くして活気のある文化祭にしたい １人 

(13) 全クラブが毎年文化祭に発表できるよう努力が必要と思う １人 

(14) 例えば七宝焼の制作の工程を図解もしくは工程表で示して欲しい １人 

(15) 展示するだけでなく作品魅力や作り方の工夫、難しさなど作品のファンを増やす

ために工夫してほしい 

１人 

(16) 陶芸の展示室には当番が必要。作品をバザー売り場に持ってきた人がいた １人 

(17) 始まったばかりのサークルなので次回はもっと作品を出したいと思った １人 

(18) 花の鉢がありましたが、少し高いのでは １人 

(19) 人手不足、若い方々に出てほしい １人 

(20) プログラムの作成はもう少しゆっくりの方が良いのでは １人 

(21) 文化祭は加入団体がもうすこし協力してもらいたい １人 

(22) 文化祭は全て連協に任せるという状態ではなくて、当日前日以外に一緒に協力で

きるところは助けてほしい 

１人 

(23) 来年も参加したいのでご配慮を １人 

  ８ 参加者全体にかかわる課題のコメント 

     ４５４件中１件 

項番 項目 人数 

(1) 参観者のマナー・配慮 １人 
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  ９ その他全般的な課題のコメント 

     ４４０件中７６件 

項番 項目 人数 

(1) 新しい風が欲しい １人 

(2) 来てもらえれば、公民館と自分とのかかわりを見つけることが出来るはず １人 

(3) クラブ連協を中心に、自治会と育成会と合同で実施しているが、高齢化が進展し、

活動が難しくなっている。連協単独にすることを検討する時期に来ている 

１人 

(4) 公民館サイドの更なる協力を得たい １人 

(5) 公民館と文化祭実行委員会は車の両輪であることから、今後もより一層連携を密

にしていくことが重要 

１人 

(6) 公民館文化祭は地域の活性化のため大事 １人 

(7) 公民館をただで利用できる施設として利用したい人の存在を考え、年 1度くらい

は助け合っていける環境づくりを考えたい 

１人 

(8) 高齢化・高齢者が多い ３２人 

(9) 高齢者が増加する傾向の中、健康で長命になることも考えると公民館利用し人の

交流も増加すると考える 

１人 

(10) 今年は天気も心配してた分、たいしたことなくよかった １人 

(11) これからも各サークルを支援してほしい １人 

(12) これまで同様に一体となって盛り上げる協力体制を期待している １人 

(13) 今回の取り組みを更に相互協議し、より円滑に運営する事が望ましい １人 

(14) 友情出演に関する不満 １人 

(15) さみしい ３人 

(16) 次年度は別館が閉館し、サークルも減少する。次回はどのように開催をしたら良

いか、心配 

１人 

(17) 太鼓が１つになって演奏されたら良いのでは。ただし、場所が狭くて不可能なの

かな？天気が良ければ外で演奏も素敵 

１人 

(18) だんだん人が少なく福祉バザーといっしょのほうがいいと思った １人 

(19) 土足のまま館内に入れるようにしたのが良かった １人 

(20) フリーマーケット良かったと思う。次に続けて良いかなーと思っている １人 

(21) 文化祭の必要性 ３人 

(22) 若い世代につながる催し ２人 

(23) 若い人の参加を増やすこと １７人 

(24) 若い人は忙しく文化の継承が難しくなりそう。なくてはならぬ公民館！！ １人 

  １０ 課題以外のコメント 

     ４５４件中５０件 

項番 項目 人数 

(1) 特にない、思いつかない、現状に満足 ２５人 

(2) 別にございます １人 

(3) 会員数が以前より減少しちょうどよい １人 

(4) 係りの方には大変お世話になり感謝 １人 

(5) 関係者皆様のご尽力によりスムーズに進行できた １人 

(6) 館長、職員の方が前日から文化祭終了までいろいろしてもらい、ありがとうござ

いました。感謝感謝 

１人 

(7) 館長や事務の方が一生懸命やって下さり、有難うございました。女性の事務の方

も足を痛める程頑張っていただき本当にありがとうございます 

１人 

(8) クラブ・サークル等の数が減った事により演技もゆっくり見られ、特に展示は多

くの作品を見られ、スペースもゆったり見られた気がする 

１人 

(9) 高れい化に伴い舞台飾り少なくして良かった １人 

(10) 公民館を使っている者にとっては発表の場があり、とても励みになり、又、上達 １人 
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の原動力につながるような気がする 

(11) 公民館の方々と共に文化祭が出来るように成り、何十年も前に戻ったように感

じ、うれしく感じた 

１人 

(12) 五目ずしもお赤飯も大変美味 １人 

(13) 今回は素晴らしかった １人 

(14) 実行委員会の人達のまとまりが良いので問題ナシ １人 

(15) 市民の皆様の趣味の発表する場所の提供が出来ていてとても良かった １人 

(16) 世代交代（替）の域に達してきた感あるも、高齢者らが大変元気であり、延ばし

ていく効果大 

１人 

(17) 助かりました １人 

(18) 天気にめぐまれてよかった １人 

(19) とっても良い文化祭でした １人 

(20) 人数が少なくても頑張っているクラブ・サークル等がある。おとなのバレエ、５

人で頑張っていた 

１人 

(21) 文化祭を運営するために、役員・実行委員の方のご努力に感謝 １人 

(22) 毎年、名物まんじゅうはすばらしい １人 

(23) またよりたい １人 

(24) 又、来年もどうぞよろしくお願いします １人 

(25) またイベント参加できたらうれしい １人 

(26) 役員、実行委員、館長さん方々が一体となり進められていたことは素晴らしい １人 

 

 Ｄ その他（自由記述） 

   ６３０人中２１５人（３４．１％）の方が２５１件の内容のコメントを記入 

   以下、コメントを類型ごとにまとめた主なものを掲載します。 

  １ 満足したという内容のコメント 

    ２５１件中１２９件 

  （１）施設・備品等についての内容のコメント 

     １２９件中４件 

項番 項目 人数 

(1) 公民館、床、トイレきれいになった １人 

(2) 施設がだんだんよくなった １人 

(3) テーブルも新しくなり、いろいろ修理されて良くなっている １人 

(4) 非常に館内が明るくなった １人 

  （２）展示・発表・イベント等の運営についての内容のコメント 

     １２９件中２０件 

項番 項目 人数 

(1) お弁当はおいしかった １人 

(2) バンドの後に、皆が参加できる「ふるさと」を手話で歌えたのは良かった １人 

(3) 音響が二、三年うまくいかず、とても心配したが、今年はＣＤを自分達でやった

のでうまくいった 

１人 

(4) 買い物をしたくて来る方も多々あった １人 

(5) 講師の指導の折、マイクが使用できるようになり、感謝 １人 

(6) コーヒー、紅茶の無料は良かった １人 

(7) コーヒーが有って良かった、美味 １人 

(8) コーヒーカフェはとてもよかった、次回もぜひ。赤字にならなかったかと気がか

り 

１人 

(9) 今回初のランチタイム交流の場づくりは成功だったと思う。和やかで温かい空気

が流れていた 

１人 

(10) 最後がとても良かった。地域の人、職員の方達がひとつになり、ほんのりとして １人 
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温かいものになり、感動した 

(11) 次年度も発表会があると嬉しいです。 １人 

(12) 食堂も良い味、特にカレーうどん、クッキー １人 

(13) 大変な演技発表の観客の多さにびっくり １人 

(14) 展示品、演技、いずれも多方面にわたり楽しめた １人 

(15) どの演技もすばらしかった、元気をもらった、楽しかった １人 

(16) 発表の機会を与えてくださり、サークルとして活動に励みが出る １人 

(17) フォークダンス、一般の方が参加できたことにとても良かったと意見をいただい

た 

１人 

(18) 保育園、幼稚園児の絵はとてもよい。子どもから高齢者まで参加しているが公民

館のよい点では 

１人 

(19) 皆さん一生懸命発表され楽しい二日間 １人 

(20) 喫茶室とても良かった。終えた後はお茶が飲めるのはたすかる １人 

  （３）会場設定・設営等に関する運営についての内容のコメント 

     １２９件中８件 

項番 項目 人数 

(1) 後片付け男性の方々がよく動いてくださり助かった １人 

(2) 講堂は広く使えてよかった １人 

(3) 今年の飾りつけ、すっきりしてよかった。役員として初めての参加、参考になっ

た。ありがとうございました 

１人 

(4) 男性の方々が重いものを運んでくれるのがとてもたすかった １人 

(5) 駐車場心配なく出来良かった １人 

(6) パネルが少なかったが明るくて良い １人 

(7) パネルの出し入れなど男性の方たちにやっていただいたのでとても助かった １人 

(8) バルーンアートはとてもかわいく、華やかな雰囲気 １人 

  （４）その他運営全般についての内容のコメント 

     １２９件中３６件 

項番 項目 人数 

(1) お世話になった １人 

(2) 思い出に残る文化祭、お疲れ様でした １人 

(3) 会長さん、副会長さんお疲れ様でした、ありがとうございました １人 

(4) おつかれさまでした ２人 

(5) 会長の指導力、気配りに頭が下がります １人 

(6) クラブ会員の方は次の文化祭に向かってがんばってください。ありがとうござい

ました 

１人 

(7) クラブ連協の協力体制がしっかりしていたように思う。文化祭の運営進行がスム

ーズ 

１人 

(8) 公民館に楽しみに行ける場所として、またリハビリをしている自分がいる。元気

で楽しい場所として長く続けていく様… 

１人 

(9) 見学者の方々は、皆様見に来て良かったとほめられた １人 

(10) 見学の人達が皆さん喜んで頂いた １人 

(11) 公民館の文化祭はとても楽しいので継続して頂きたい １人 

(12) 今年初めての参加でしたが、これからも地元の発展につくして下さい １人 

(13) 今後も公民館文化祭が継続出来ますよう １人 

(14) 先輩たちの努力のおかげ、いつまでも続けられると良いと思う １人 

(15) 今回の開催は十分楽しませて頂いた、ありがとうございました １人 

(16) 実行委員の皆さま、本当にごくろう様 １人 

(17) 事務局の対応が良好 １人 

(18) 準備から片付けまで楽しい文化祭 １人 
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(19) スタッフの方が一生懸命 １人 

(20) 素晴らしい公民館で行事ができて幸せ １人 

(21) 全体に例年よりメリハリがあって良かった １人 

(22) 男性が少ないが、女性のパワーはすごい １人 

(23) ところどころに気づかいがあり、あたたかさを感じた（玄関、トイレ、あたたか

いコーヒー、受付の所に日よけなど） 

１人 

(24) とても楽しい１日、役員の皆様ありがとう １人 

(25) 文化祭、開催するにあたり各クラブ員の協力があってとてもスムーズに文化祭が

開催できた 

１人 

(26) 他から来てはじめて参加しましたが、盛んで、感心 １人 

(27) 毎回盛況で今後も続けて １人 

(28) 皆さん頑張ってやっている姿がよくわかった １人 

(29) 皆さんのガンバリが良く見えた １人 

(30) 役員の方は毎回同じでなく、１年交替の中で皆さん精一杯努力されている姿がづ

い所に見られ、感動 

１人 

(31) 来年もがんばりましょう １人 

(32) 来年も楽しみにして居ります。楽しませていただきました。ありがとうございま

した 

１人 

(33) 来年も文化祭に向け頑張ります、宜しくお願いします １人 

(34) 来年もよろしく ２人 

  （５）クラブ・サークル等同士の交流についての内容のコメント 

     １２９件中２件 

項番 項目 人数 

(1) 公民館を利用している他団体の方々とお手伝いや発表を通してつながれたこと

を光栄に思う。楽しい時間を過ごすことができた 

１人 

(2) 他の方々との交流の場が嬉しいので、また来年も参加したい １人 

  （６）クラブ・サークル等についての内容のコメント 

     １２９件中１６件 

項番 項目 人数 

(1) アンコールも頂き（会場の来客さんより）うれしかった １人 

(2) おそばが大へんおいしかった １人 

(3) おそばが安くておいしかった １人 

(4) カラオケが楽しみです、創作ダンスも楽しかった、去年より今年とてもうまくな

ったと感じた 

１人 

(5) 今回チャイルドジャズダンスが入って一段と活気が戻った １人 

(6) 実演販売のおそばはとても美味しかった １人 

(7) 書道は素晴らしい １人 

(8) ソバの会の方々の素晴らしい動きとサービスに展示、発表と違った楽しさがあっ

てとってもよかった 

１人 

(9) ダンスの衣装などの展示がありよかった １人 

(10) フラメンコは華やかで素晴らしかった １人 

(11) 観客が熱心に見て下さり、出演した者としてとてもうれしく思った １人 

(12) 今後も会員数を維持し、参加したい １人 

(13) 同好会長老を筆頭に、全員文化祭を楽しませていただいた。ありがとうございま

した 

１人 

(14) 展示物は中々レベルが高く有意義な活動が忍ばれた。今後とも活発な活動が続け

られれば結構なことと思った 

１人 

(15) 吹矢の他、ダンス等も行った １人 

(16) 文化祭を作品作成の目標の一つとして来年も頑張る １人 
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  （７）その他全般についての内容のコメント 

     １２９件中４３件 

項番 項目 人数 

(1) 朝から８：４０～５０から玄関ドアを開けていただいて、早めに来た方もたすか

っている 

１人 

(2) 雨が降らずよい二日間 １人 

(3) いつも館長さんはじめ職員の方の親切でクラブ運営が助けられている。ありがと

うございます 

１人 

(4) いろいろな面で気持ち良く対応していただきありがたいと思っている １人 

(5) 老いて楽しく過ごさせていただいる １人 

(6) 大いに手使っていただき大変うれしかった １人 

(7) 快晴に恵まれた １人 

(8) 外壁、部屋、リホームしてみたいです、ありがとうございます １人 

(9) 館長さん提案のコーヒーおいしかったで～す。お疲れ様でした １人 

(10) 館長さんには本当にお世話になっています。ありがとうございます。館長さんが

長く公民館にいて下さることにを切に希望します 

１人 

(11) 館の職員さん達が良くしてくださいました １人 

(12) 玄関に置かれた大輪の菊の鉢がすばらしかった １人 

(13) 公民館、館長様をはじめ、職員の対応が非常に親切でありがたい １人 

(14) 公民館には利用し易い環境を整えていただきとても有難く感じている １人 

(15) 公民館の職員は皆さん、よく仕事してくれていると思う ２人 

(16) 高齢者の販売にて机、イスを事務所の方が運んで下さって有難うございました １人 

(17) 今年は天気もよく、文化祭をしてとてもよかった １人 

(18) 今回千葉市教育振興財団には公民館の環境整備を行ってもらい助かった １人 

(19) 今後ともよろしく ３人 

(20) 市全体も財団にスイッチするなど、健全な運営を目指してほしい １人 

(21) 指定管理者制度になって、良い方に変わった １人 

(22) 市の管理体制が良くなってきた、更なる取り組みを １人 

(23) 初回の事ですべて大変だったと思う。夏の暑い時から色々と手作りに本当に大変

でした。館長さんの来年の続投を望んでます 

１人 

(24) 職員の方々が親切 １人 

(25) 職員の方々もお疲れ様でした １人 

(26) 職員の皆様、御協力ありがとうございました １人 

(27) 職員はいっしょうけんめいで感謝 １人 

(28) とても親切でいつも楽しく利用できる １人 

(29) 職員の対応もグーッ！ １人 

(30) 職員の対応は充分 １人 

(31) 世話になった・世話になっている ２人 

(32) 二日間お天気にめぐまれてとても楽しい充実した一時 １人 

(33) 文化祭は昔の知人にたくさんあえてとても有意義。そういうチャンスがないので １人 

(34) 文化祭前日の準備と当日 2日間、スリッパに履き替えずに入館できて便利 １人 

(35) 平日練習の時に伺った時も受付をなさって下さる方がとても親切で楽しく練習

ができる。お世話になります 

１人 

(36) 防寒対策のお気遣いありがとうございました １人 

(37) 毎年、歌詞カードの作成や当日の付けの準備など館長さんはじめお手伝いしてい

ただきありがとうございました 

１人 

(38) 床のシートはりを手伝って頂き、たすかりました １人 

(39) 若い職員さんの心使いがとても良かった。今迄になかった親しみを感じました。

ありがとうございました 

１人 
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  ２ 不満又は課題・改善点の内容のコメント 

    ２４１件中１１３件 

  （１）施設・備品等についての内容のコメント 

     １１４件中２０件 

項番 項目 人数 

(1) Pタイルがはがれたり、割れた所が沢山有り空手は素足で破片をよくふみ危険。

直していただきたい 

１人 

(2) アルミ製脚立（長いほう）と同じものを購入してほしい １人 

(3) 展示品のボードがほしい １人 

(4) 大勢の人が集まる場です、トイレの改修を切に望む １人 

(5) トイレが明るい温水便座だといい １人 

(6) お年寄りには階段は大変だと思う １人 

(7) 草抜きを業者にしてほしい １人 

(8) 公民館の講堂がもう少し広いと良い １人 

(9) 公民館の机が古く、重く、ロックがきかない等扱いに危険性もあり、交換が必要 １人 

(10) 今後も文化祭前に巡回して環境整備を。また、公民館と接する市道の草刈等も土

木事務所と連絡を密にしてもらいたい 

１人 

(11) 照明が少し暗かった １人 

(12) 建替はできませんか １人 

(13) 建物施設内での段差のある場所が気になった １人 

(14) 展示用にはパネルを組立てなくてもよいレールがあるので設置してほしい １人 

(15) パネル（２０コ）及び脚（３０コ）の公民館購入を希望 １人 

(16) パネルの軽量化 １人 

(17) 春～夏にかけて業者に依頼してすみずみまで一度きれいにしていただいたら、文

化祭前の草取りでもっときれいにできる 

１人 

(18) 備品に不備あり（ボード） １人 

(19) 文化祭の前に毎年サークルの方たちと草取りをしているが、年にこの時一度だけ

なので草も多く、かたく、とり切れずに苦労している 

１人 

(20) 老齢化している現状を理解してパネルなど軽量化を望む １人 

  （２）広報・広聴についての内容のコメント 

     １１４件中３件 

項番 項目 人数 

(1) ＰＲの方法を今一度考えては １人 

(2) 年一度の大切なイベントですので、ポスター等ＰＲ用の宣伝も近隣のショップ等

に貼らせて頂くなど、事前の準備に力を入れてはどうでしょうか 

１人 

(3) もう少し文化祭の宣伝をしたら良いと思う １人 

  （３）展示・発表・イベント等の運営についての内容のコメント 

     １１４件中１７件 

項番 項目 人数 

(1) 映写会等 １人 

(2) おそば以外の実演販売のお店があったらもっと良かった １人 

(3) 公民館主催事業などをアピールするコーナーがあっても良いと思う １人 

(4) 高齢化の為もっと若い方が公民館に来たくなる様なイベント等を提案してほし

い 

１人 

(5) 書道は、字が読めなかったり、内容が分かりずらいので、解説があるとなお良い

と思う 

１人 

(6) 水墨画で皮工芸の出店がなくさびしかった １人 

(7) ステージで演奏している最中に、放送室からおしゃべりがきこえてきた １人 

(8) 前回まであったサークルの販売がなくなり、残念との来場者のご意見（おこしの １人 
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販売） 

(9) 地域の警察からの講師や赤十字によるＡＥＤデモなどが有ると良いと思う １人 

(10) 展示室は物足りなかった １人 

(11) 展示物が少ないので、展示物が多くなるとよい １人 

(12) 土曜日しか来れない人、日曜日しか来れない人もいるので、土曜日フラダンスサ

ークル、日曜日和太鼓三サークルでかたまったプログラムと思った 

１人 

(13) 何かもう少し興味がもてる内容の物を考えていただきたい １人 

(14) 舞踊等、床で踊っているがゴザがすべるのであればマット式タタミを敷く配慮が

ほしい。見ていていたいたしい 

１人 

(15) 弁当券を発行した方が良いかも １人 

(16) 焼きたてパン良かったのですが、少々お値段が高い気がする（一つ５０円くらい

が良いかなー） 

１人 

(17) 来館者が多いのは、土曜日の午前中が多いので、オープニングは午前中かと １人 

  （４）会場設定・設営等に関する運営についての内容のコメント 

     １１４件中８件 

項番 項目 人数 

(1) 演奏等の発表の場として、講堂・各目的ホールの二か所活用が必要 １人 

(2) 売り場が隠れている様、場所を検討して欲しい １人 

(3) 更衣室がなく、着替えが大変。トイレで着替えた １人 

(4) 晴天であったため、館内の客が少なく展示サークルの人にとって退屈な一日。子

どものゲームラリーを館内無理なら館庭の利用を 

１人 

(5) 外で飲食するテーブル・いすがもう少し多目にあるといいと思った ２人 

(6) 駐車場は図書室利用の方優先ということであったが、文化祭関係者等、空いてい

るのに使えないとなると、遠方から来る者にとっては誠に不便 

１人 

(7) 初めての来館の方がひと休みしたかった様ですが、場所が空いてなく気の毒。良

い方法は 

１人 

  （５）その他運営全般についての内容のコメント 

     １１４件中３３件 

項番 項目 人数 

(1) １日で終了してもいいのでは… １人 

(2) 一部サークルの催しだけではなく、地域全体が参加できるような催しも望む １人 

(3) 受付、来賓の方を案内しましたが、来賓の方を迎える準備ができていなかった １人 

(4) 打ち上げの参加人数も少なくなっているのでなくてもいいと思う １人 

(5) カラオケを行ってください。お土産を出してください １人 

(6) クラブ会員のみではなく、一般個人が展示できる様なコーナーがあればどうか １人 

(7) クラブ連協入会者じゃない人数（出演）が多かったように感じた １人 

(8) 見学者が少ないのはどういうものか １人 

(9) 子供さん少ない １人 

(10) 子供の姿がないなと…。何をしたら子どもが集まるのか １人 

(11) コミュニティセンターでサークルがたくさんあるが、文化祭はやってないと思う

ので、参加希望者などを募集してもよいのではないか 

１人 

(12) 最終日の片づけがはっきりしせず、時間を決めた方が良いのでは（展示） １人 

(13) 自転車整理案内係は次回から不要にしてはどうか。今回は立っているだけ。次回

は案内矢印だけで十分 

１人 

(14) 中年・若年・子どもが参加できるような企画も必要なのではないか。具体的な案

は思案中 

１人 

(15) 他の施設ではどうしているのか知りたい １人 

(16) 準備段階からの理事四人の負担が大きい １人 

(17) だんだん高齢化しているので、役員の業務を簡素化してほしい。文化祭も手作り １人 



20 

等の作業を軽減してほしい 

(18) だんだん皆が高齢者になってきました。少しでも若い人が参加してくれたら １人 

(19) 地域住民又はサークル会員以外の「友情出演」が多いのは問題。もう少し出演項

目等を含めて募集してみては 

１人 

(20) 内容として小中学生の共催であれば、主催はクラブ連協にできる、又学校関係に

対してのフォローは公民館に頼めるのではないか 

１人 

(21) 習い事はしたいが役員になれない方が多い（家庭の事情、体の事など） １人 

(22) 発表・展示の場としての文化祭なのか、人を寄せるための文化祭なのか目的をは

っきりさせてほしい(方法ややり方が違ってくると思う。） 

１人 

(23) 文化祭は毎年開催でもよいのでは １人 

(24) 文化祭もマンネリ化傾向で楽しさが無い １人 

(25) 見に来る人が少なかったせいか全体的に静か １人 

(26) 昔のようにとは言えませんが、もっと活性化してほしい １人 

(27) もう少しお手伝い（男性）の方が多い事を願います １人 

(28) もっと若い人の参加が望まれる １人 

(29) 若い人たち（子供たちも！！）がもっと集まってほしい １人 

(30) 若い人の入部がほとんどないので、問題が出てくると思われる １人 

(31) 私は過去に２回、役員の経験があるが、現在は役員担当者(持ち回りで各サーク

ルから１名）が５年に１度回ってくる 

１人 

(32) 役員担当は１２回くらい会議打ち合わせがあり、大変な負担 １人 

(33) 役員に当たるサークルは退会しサークル数が減ってきたりした事があり、役員担

当の検討等、考えてみては 

１人 

  （６）クラブ・サークル等についての内容のコメント 

     １１４件中８件 

項番 項目 人数 

(1) 新しいサークルが出来たらいい １人 

(2) お互いに友人の声かけを １人 

(3) 楽器の体験、踊りの体験少しだけそのサークルにふれてみたい １人 

(4) 演歌だけでなくシャンソン、ジャズなども入れて下さい １人 

(5) クラブ・サークルが多くなると良い １人 

(6) クラブ会員平均年齢が老齢化しているように思われる。何とか引き下げる妙案が

ないものか 

１人 

(7) 公民館の方、役員並び加入団体の方、公民館まかせでなく、皆で協力しなければ

いけないと思った 

１人 

(8) サークルの内容をもっと考えて作ったらと思う １人 

  （７）その他全般についての内容のコメント 

     １１４件中２５件 

項番 項目 人数 

(1) いろいろ苦労があろうかと思いますが、公民館の特性を守って １人 

(2) 管理人は何でも情報が入るあまり、他人へ何事もしゃべり過ぎる人がいる。注意 １人 

(3) 気軽に相談できる公民館であって欲しい。公民館は本気で勉強しようと思ってい

る人が利用する人々が多いと思うから 

１人 

(4) 教室での水分はいいけど、菓子類はやめてもらうように（虫もきます）言っても

らえないでしょうか？負担になる 

１人 

(5) クラブ連協参加サークルが年々減少している。公民館として連協参加サークルに

何らかのインセンティブが必要と思う 

１人 

(6) 公民館側の意見、たくさん発信して １人 

(7) 公民館側の意見などないですか。希望があったら皆に伝えたほうがいいと思う １人 

(8) 公民館独自の活動を増やしてほしい １人 
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(9) 公民館の職員さんは変わらないようお願いします １人 

(10) 公民館の働き方の中にコミュニティづくりがあったと思う。忘れないでいただき

たい。個人の学びだけでなく 

１人 

(11) 公民館を利用する団体やサークルが増えることが望ましい。例：公民館の空きコ

マを臨時の会、サークルに貸し出す(使わせる） 

１人 

(12) 高齢化が進む中、地域住民皆が楽しく過ごせる時間を創り出す工夫をしないとい

けないかなと思う 

１人 

(13) 今年初めて役員をやった。文化祭まで多々集まり、準備は皆でやった。少々大変

な時もあった 

１人 

(14) 今後も無料使用継続希望 １人 

(15) 市全体の方針でしょうが、６５歳以上と以下に分けて利用者の実績書くようにな

っていますが、もっと簡単にしてほしい 

１人 

(16) 自分が見ている範囲のことですが、年齢が高い方の利用が多い １人 

(17) 自分たちが出来ないところがあったらその時少し助けてもらいたい １人 

(18) スリッパに履き替えずに入館できたが、あとの掃除される人は大変な作業だと心

配 

１人 

(19) 総じて高齢化している １人 

(20) 団体メンバー数が５人以上となっているが、確保が難しく見直しをお願いしたい １人 

(21) 単なる部屋貸しにならないようにすることが望ましい。又、利用クラブ間の相互

協力（連携）を強化すべき 

１人 

(22) 地域の拠点となる様に努力して下さい １人 

(23) 建替の時がきましたらもっと大きな公民館にしていただきたい １人 

(24) 学び、集い、をスローガンとしている公民館。地域に密着した環境を整備するこ

とが先決。高齢者が集い、楽しめる場を提供して頂きたい 

 

(25) 開催時期は寒い時期を避けてほしい。できれば穏やかなシーズンに開催が望まし

い 

１人 

  ３ 満足・不満に分類できないコメント 

    ２５１件中８件 

項番 項目 人数 

(1) なし、特になし ８人 

 

 

第２ 来館者アンケート 

 Ａ 本日の文化祭について 

  １ 評定（公民館文化祭等全般） 

    （とてもよかった：４、よかった：３、あまりよくなかった：２、よくなかった：１） 

    平均３．４ 

  ２ どのようなところが（とても）よかったまたは（あまり）よくなかったか（自由記述） 

    ７８４人中５８７人（７４．９％）の方が７１５件の内容のコメントを記入 

    以下、コメントを類型ごとにまとめた主なものを掲載します。 

  （１）（とても）よかった印象に関係すると思われるコメント 

     ７１５件中５９６件 

     （一人で複数の記載がある場合があり合計が一致しません。以下同じ。） 

    ア 施設・備品についての内容のコメント 

      ５９６件中７件 

項番 項目 人数 

(1) 美しい館 １人 

(2) 公民館なのにとてもよいホール １人 

(3) 全体的にきれいであった。館内が明るく清潔であった １人 

(4) 掃除が行届いてとても清潔感がよかった １人 
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(5) 建てかえたので気持ち良い １人 

(6) 初めて公民館にきて、きれい、かんきょう、気持ちがいい １人 

(7) 古い時にも来てましたので、新しくなって初めてなので良かったと思った １人 

    イ 広報・広聴についての内容のコメント 

      ５９６件中３件 

項番 項目 人数 

(1) 頂いたチラシが分かりやすい １人 

(2) ちらし、プログラム、大変よかった １人 

(3) 事前のピーアールが良かった（社協まつりで見習わさせてもらう） １人 

    ウ 展示・発表・イベント等の運営についての内容のコメント 

      ５９６件中１４６件 

項番 項目 人数 

(1) １０日の展示会はいつもより沢山の作品があり良かった。 １人 

(2) 明るく活発、元気、また展示・発表等も良かった １人 

(3) いい品物をそろえております。又対応よいと思う １人 

(4) 一緒にフォークダンスを踊れた １人 

(5) 一緒にみなさんと踊って楽しかった １人 

(6) いろいろな演目・作品・展示がある ３人 

(7) いろいろ見ごたえがあった １人 

(8) イベント参加のグループや参加者（個人）が多く、活気がある １人 

(9) イベントは全部良かった １人 

(10) 歌や踊りで楽しかった １人 

(11) 演技発表等々皆さん熱が入っていた ２人 

(12) 演奏や踊る方たちをあたたかく見守る見学者の関係がとてもよかった １人 

(13) 多くの方々の色々な作品にふれる事ができた。近所の子供さんの作品も出品され

ていたので声がけしたいと思う 

１人 

(14) お子様もフェイスペイントをしてもらってとても喜んでいた １人 

(15) お琴の音色、懐かしくとてもよかった １人 

(16) お茶サービスがあり、サークルの皆と一緒に昼食出来よかった １人 

(17) お茶のコーナーが良かった ８人 

(18) お茶の接待、休憩所の設定があり、見学者のコミュニティーもありとても良かっ

た 

１人 

(19) おもちゃのリサイクルがあった １人 

(20) オリーブハウスさんの手作り品がよかった １人 

(21) オリーブハウスのお店もにぎやかになってよかった １人 

(22) 各部屋の展示が good！ １人 

(23) 喫茶室では菓子、あめっこ、コーヒー、紅茶、とてもゆっくり話しに花が咲いた １人 

(24) 近所の方がたくさん来るように（楽しめるように）お店や模擬店などがもっとあ

れば良い！！フリマとか！！ 

１人 

(25) くじ引きがとても良い ２人 

(26) 掲示の仕方がよかった。皆様の心がにじみ出ていた １人 

(27) 健康診断・健康チェックがよかった ３人 

(28) 見物人の参加型で良かった １人 

(29) 講堂が満員になりよかった ２人 

(30) 公民館で活動している団体がたくさんあることが分かった １人 

(31) こじんまりとしておりましたが、皆さん楽しんで画いている様子伝わって来た所

が良かったと思う 

１人 

(32) 子供達が主体的に参加できる場を作ってあげたことはすごく良かったと思う。私

も子供手作りの品、一つ買った 

１人 
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(33) 子どもたちの作品・発表がよかった ７人 

(34) 子どもたちの作品を毎年展示して頂き、今年も「私がつくったやつだ！」ととて

も嬉しそうにしていた。地域と子どもたちとのつながりを強く感じられるところ

が良いと思う 

１人 

(35) 今回は人が少なかったのでよくみれた １人 

(36) 最後、おどりの輪ができて、とてももりあがったと思う １人 

(37) 最後に全員参加で「ふるさと」手話で歌ったのは良かった １人 

(38) 参加グループが多くそれぞれが熱心に発表されていて、好感をもてた １人 

(39) 司会の方が一生懸命演目と曲目を伝えている。様子わかって良かった １人 

(40) 写真展示、太極拳発表、模擬店などにぎやかで良かった １人 

(41) 趣味の展示も良かったし、公民館の歴史（文化祭など）の展示も良かった。演技

部門も心打たれた 

１人 

(42) 食事とクッキーがおいしかった １人 

(43) 進行がスムーズに行われた、時間通りに進んでいたのが良かった ５人 

(44) スタンプラリーが良い ２人 

(45) 外の売店も手づくり感があってよかった １人 

(46) 多彩なプログラムがあり、全世代が楽しめる １人 

(47) 多数の演目があり、楽しませていただいた。展示物もいろいろあってよかった １人 

(48) 多数の方々が参加し、盛大に行われている １人 

(49) 食べものもおいしかった １人 

(50) ダンスが見れて楽しかった １人 

(51) 地域の方々の作品（とても素晴らしい）が展示してあり、日々の活動の成果がう

かがえ感心した 

１人 

(52) 小さなお子さんから大人までの作品がならんでいるのがとても良かった １人 

(53) 中学生の作品にはおどろかされる。才能をのばしてほしい １人 

(54) 中学生の演奏が良かった ２人 

(55) 中学校生徒の合唱と広島旅行報告 １人 

(56) 中学校・特別支援学校の作品展示が良かった １人 

(57) 陳列が整然としていて、大変見やすかった １人 

(58) 手作り作品がたくさんあり、中学生の演奏がとても多かった １人 

(59) 手作りのオレンジゼリー、コーヒーゼリー、リンゴケーキもお手頃でおいしそう １人 

(60) 展示・演技とてもすばらしかった。人気のクラブの演奏時には観客があふれてい

た（ギター演奏） 

１人 

(61) 展示が工夫されてて美しく目をひいた １人 

(62) 展示が良かった ７人 

(63) 展示作品・種類がたくさんあって良かった ４人 

(64) 入口・階段・ホールなど展示の工夫がよかった ３人 

(65) 展示品など見やすいようになっていてよかった ３人 

(66) 展示や演技がゆっくり見られた １人 

(67) 特に作品展を楽しみに来ている １人 

(68) 土１１／１０ＰＭ観客が多く、立ち見もあった １人 

(69) 同好会の種類が多く、色々なものが見れた １人 

(70) とても素晴らしい発表 １人 

(71) とても楽しく見聞した ２人 

(72) 中庭の販売、模擬店等は活気がありよかった １人 

(73) 日常の趣味が芸術作品として紹介・展示・発表される機会は、大変有意義なこと

だと思う 

１人 

(74) ぬり絵やスライム等体験的なものもあって良かった １人 

(75) 脳トレの企画がおもしろそうだった １人 
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(76) 発表がそれぞれ無理をせず参加できたのは良かった １人 

(77) 発表が多種あり、展示も内容が充実していた １人 

(78) 発表がよかった １０人 

(79) 発表もコンパクトで演者との身近さを感じた １人 

(80) 発表や見学に余裕があり、ゆっくり見られた １人 

(81) パンジーとシクラメンの販売担当でしたが、朝一から列が出来るほどで良かった １人 

(82) 昼のつどいがいいアイディア １人 

(83) 舞台はじめから終わりまではじめて全部見て感動した １人 

(84) 防災御膳がとてもおいしかった。ごはんもおいしくてビックリ（防災食でもおい

しいんですね） 

１人 

(85) 防災御膳の企画がよかった １人 

(86) 防災御膳の豚汁がおいしかった。卵も変わっていて良かった。（御飯が多い、や

わらかすぎ）販売が少なくて、ちょっと残念だった 

１人 

(87) 身近な地域の素敵な展示を見て大変感動した １人 

(88) みなが楽しく発表、見学でした １人 

(89) 皆様落ち着いてよく聞けた １人 

(90) 催しも多く楽しい １人 

(91) 浴衣地のもんぺ（？）がかわいかった １人 

(92) 来館者が展示をゆっくり見られるように配置されていたように思う １人 

(93) リサイクルコーナー等あってよかった １人 

(94) 両日ともお料理関係のサークルが食事の提供をして下さり、おいしくて助かった １人 

(95) レジャー、ホビー、エンジョイ、オールキャスト、チャイナ、タイキョクケン、

ハワイアン、フラ、ベリーグッド 

１人 

(96) レパートリーが豊富 １人 

(97) 私の主張、意見発表とても良かった １人 

    エ 会場設定・設営等に関する運営についての内容のコメント 

      ５９６件中１４件 

項番 項目 人数 

(1) いつもよりのんびり（ゆっくり）参加出来た。中庭のスペース（休憩）が良かっ

た 

１人 

(2) 入口が明るく入りやすい １人 

(3) 飾りがとてもよかった。公民館のイメージが変わった １人 

(4) 飾りつけがきれい、良かった ４人 

(5) 館内の案内など親切 １人 

(6) 看板の書がすばらしかった １人 

(7) 喫茶室が広くて良かった １人 

(8) 今年からパネルが外側だけになって、スッキリして見やすかった（講堂） １人 

(9) ステージが立派で出演者もやりがいがあると思う １人 

(10) 舞台の飾りつけが良かった １人 

(11) 毎年、設営に力を合わせ、コーディネーションがよろしいかと思う １人 

    オ クラブ・サークル等同志の交流についての内容のコメント 

      ５９６件中７件 

項番 項目 人数 

(1) 沢山のサークルがありますが、接すること、見れること、聞くことがないので大

変良い機会と思う 

１人 

(2) 他サークルとの交流も良く出来た １人 

(3) 他の皆様と顔見知りになり、よかった １人 

(4) 他の教室の方の作品を鑑賞できたり、体験できたりするので交流が生まれ良いと

思う 

１人 
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(5) 他のサークルの人とも知り合いになれてよかったです。次回も来て下さる方が多

そうでうれしく思う 

１人 

(6) 年一回地域のサークルが揃って発表する場があることは、交流を図る上でも良い

事業 

１人 

(7) 年間活動の発表の場と応援 様々な支援者の交流となっているところ １人 

    カ クラブ・サークル等についての内容のコメント 

      ５９６件中２６７件 

項番 項目 人数 

(1) ３階講習室の作品は、他の公民館に展示されていない物ばかりですばらしい！！

と思った 

１人 

(2) 明るい笑顔で特に二部合唱が素晴らしい １人 

(3) 編み物、パン教室、木ぼり、絵手紙、絵画、ペン習字、どれもこれも楽しみに作

品をみたり買わせて頂いた 

１人 

(4) アルパ演奏 １人 

(5) 一生懸命な演技発表に感動した １人 

(6) 一生懸命練習の結果が出ていたと思う １人 

(7) 一年間のおけいこの●がとってもよく出て、感激している １人 

(8) 一年間の作品をまた発表を見て、とても楽しい思いをさせていただいたと思う １人 

(9) 一年に一回、友の作品と会えることが、そして作品が年々上手に進歩しているの

が素晴らしい。努力に乾杯！ 

１人 

(10) いろいろな教室があり、それぞれ楽しくやっているように感じた １人 

(11) 色々な教室がありよかった １人 

(12) 色々なサークルを知ることが出来てよかった １人 

(13) 歌、ダンス、日ごろの成果が見られたこと １人 

(14) 歌がきけて楽しかった。手芸など習字も見られてよかった １人 

(15) 唄がすてき １人 

(16) 歌がよかった、郷愁を感じ、なつかしく思った、会場の方も参加して下さり、よ

かったと思う 

１人 

(17) 唄が皆さん声が合ってよかった １人 

(18) 歌の力がさわやかで気持ち良かった １人 

(19) 歌を一緒にたくさん歌えた事がとても良かった １人 

(20) ウッドアーツ、パッチワーク、水彩、よかった １人 

(21) 絵手紙 １人 

(22) 絵手紙、編物等はすばらしかった １人 

(23) 絵手紙がとても皆さん上手に描いてありステキだった １人 

(24) 絵手紙きれい。参加してみたい １人 

(25) 絵手紙や写真の展示がすばらしかった １人 

(26) 演技の一生懸命が良かった １人 

(27) お茶会に参加しましたが、ひと時をゆっくりと過ごせた １人 

(28) お茶席がよかった １人 

(29) 踊りが楽しそうで良かったと思う １人 

(30) おばあちゃんのおどり １人 

(31) 折り紙の作品、春夏秋冬季節がうまく表現されていた １人 

(32) 絵画、コーラス １人 

(33) 絵画等の展示 １人 

(34) 各クラブの作品展示、完成度が高かった １人 

(35) 各サークルとも高齢化が進む中、頑張っている様子が見えた １人 

(36) 各サークルの１年間の活動成果がみれて、活動しているみなさんも観にくる私達

も楽しいところ 

１人 
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(37) 各サークルの方々が一致団結して美しく楽しかった １人 

(38) 各サークルの方々の作品が素晴らしかった １人 

(39) 各サークルの展示、バザーが工夫を凝らしてあり、良かった １人 

(40) 各サークルの熱心な発表に感動しました。展示作品も見事でした ２人 

(41) 各サークルの発表や展示が大変すばらしい １人 

(42) 各部所、さりげなくて参加しやすい １人 

(43) 合唱団 １人 

(44) 活動を発表することにより、活動の多様性や活動の内容を多くの人に知ってもら

ったり、なお一層活動を活発にしていかれる 

１人 

(45) 活発な活動状況が良くわかった １人 

(46) 空手の吠切りが秀逸 １人 

(47) キッズダンスで元気がもらえました １人 

(48) 着物、手芸、リメイク、茶会（？）よかった １人 

(49) きれいで元気にがんばっているところ １人 

(50) きれいな歌声すてきでした １人 

(51) きれいに展示されていた １人 

(52) クラブ・サークルの活動内容がわかって参考にもなった １人 

(53) 健康体操は高齢者にも良く好感が持てた １人 

(54) 公民館を普段使っているサークルの発表を（カラオケ、ギター等）見ることが出

来、楽しかった 

１人 

(55) 高齢社会に向かい、皆さんのチームワークが素晴らしいと思う（特に「ちぎり絵」

は、素晴らしいと思う） 

１人 

(56) 高齢者の方が作った作品がとても良かった。パッチワーク、あみもの １人 

(57) 高齢者の作品 １人 

(58) 高齢の方々が難しい踊りや太鼓、そしていろいろな作品を見せていただき、感激

した。私もこれから何かに挑戦しようと思った 

１人 

(59) コスモスの会のお琴と尺八の演奏、素晴らしかった １人 

(60) 午前の部のコーラス、詩吟は発表の方もがんばっていた １人 

(61) 今年初めておそばを頂きましたが、とても美味しかった １人 

(62) 子どもが輪投げが楽しかったそうだ １人 

(63) 子供達の参加を一つ二つ増えるのも楽しいかと思う １人 

(64) コーラス １人 

(65) コーラスが知っている曲だった １人 

(66) コーラスとても楽しそうに歌っていた。よかった １人 

(67) コーラスにうっとり １人 

(68) コーラスに父が参加したので楽しかった。お客さんも参加出来たので、とても良

かった。小さい秋みつけたの添削がとても面白くてすばらしかった 

１人 

(69) コーラスもとても上手。プロのようだった １人 

(70) コーラスを拝聴しましたが、とても良かった。皆が知っている曲が多かったのと

最後に全員で歌ったのが良かった 

１人 

(71) コーラスを聴いた。感じたことは良き指導者により恵まれて、素晴らしかった １人 

(72) 子供たちのバレエ、とても良かった １人 

(73) こどものフラダンスがかわいかった １人 

(74) 根気のいる作品だった １人 

(75) 作品がすごくていねいに飾られたりされていた １人 

(76) 作品が良かった ３人 

(77) 作品展示と発表がよく工夫されていてよかった １人 

(78) 作品等は年を重ねることで腕を上げておられることを感じる １人 

(79) 作品の説明等楽しくして下さり、こちらもよく理解できた １人 
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(80) 作品はどれも心をこめて作られていると感じた １人 

(81) 作品や発表に取り組んでいる姿が素敵だった １人 

(82) サークル活動を発表できることは自分達の励みにもなるし、活動にプラスになる

と思った 

１人 

(83) サークルの方の普段の努力が見られて良かった １人 

(84) サークルの発表 １人 

(85) サークルの発表等、活気に満ちていた ２人 

(86) サークルの皆様が協力して作り上げていることがとてもよく伝わってきた １人 

(87) 参加している人たちが輝いていて、楽しくやっているので観ている私も楽しくな

った 

１人 

(88) 参加者、皆さんが明るい、親切 １人 

(89) 参加者の努力の跡が見られた。皆が楽しんでいた １人 

(90) 社交ダンスをやってたのでダンス見れて良かった １人 

(91) 写真の展示がよかった １人 

(92) 手芸クラブの作品がとてもかわいかった １人 

(93) 手芸作品等の展示 １人 

(94) 出演者が一生懸命演技をしていた。一緒に踊ったり楽しかった １人 

(95) 趣味の会が多く、いずれかに習いたいと思うが迷っている １人 

(96) 使用済の割箸を使用した細工は大変素晴らしいと思った １人 

(97) 少年少女合唱団子ども達の歌声に感謝。今年はこども空手見れず残念（急用のた

め） 

１人 

(98) 女性合唱団が特に良い。毎年聞きに来る。他も良かったと思う １人 

(99) 書道 １人 

(100) 書道、とても素晴らしいと思う １人 

(101) 新舞、民舞、華やかさ、充分に見ごたえあった。フラダンス、子どもの剣道、つ

い見とれてしまいました。とてもよかった。来年も是非披露して下さい 

１人 

(102) 水彩画クラブのぬり絵体験が新鮮で良かった １人 

(103) 水ぼく画などや習字などがたくさんあってとてもおもしろかった １人 

(104) すごくきれいな物がたくさんあり楽しく拝見した １人 

(105) 素敵な作品が出品されていた。絵版画 １人 

(106) ストレッチ体操を一緒に参加できた事 １人 

(107) 素晴らしい作品ばかりだった。 １人 

(108) すべての作品がきれい １人 

(109) 製作品、展示品はよく出来ていてよかった １人 

(110) 全員参加で歌をうたえて良かった（コーラス） １人 

(111) 全部見たわけでないが、すばらしい表現で良かった。ハーモニカ、コーラスも素

晴らしかった 

１人 

(112) そこにいる人がこれはどう書いたとかよく話してくれてよかった。その話で最近

習った事もあっておもしろく聞けた 

１人 

(113) そばが旨かった １人 

(114) ソバが美味しかった。ＰＭ１：００の太極拳が動きがとても良かった １人 

(115) そばが大変おいしかった。量が少ない １人 

(116) 染物等素人の作品とは思えない １人 

(117) それぞれお勉強の成果が出ていて、素晴らしい発表会だった １人 

(118) それぞれの方々の努力の結果を見せて頂き、驚くと共に羨ましく思った １人 

(119) それぞれの作品に心がこもっており、一つ一つていねいにみさせていただいた １人 

(120) それぞれの作品を一堂に見ることが出来た １人 

(121) それぞれの発表・サークル団体さんが活発に積極的に活動されていることが良く

感じられたところが良かった 

１人 
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(122) 太極拳、参加した。普段どんな活動をしているかフェスタで体験できるのがとて

もよいと思った 

１人 

(123) 太極拳の演舞がとてもよかった。特に多勢でそろっていて、体幹作りに良いと思

った 

１人 

(124) 太極拳を拝見しましたが、皆さんの気が感じられ、とてもすがすがしい気持ちに

なった。とても姿勢がきれいでやってみたいなあと思った 

１人 

(125) たいこ・おはやし １人 

(126) 大正琴！皆様すてきだった １人 

(127) 大正琴の演奏がすばらしかった。皆様方の作品にも感動した １人 

(128) 体操がからだに良さそうで良かった。フラメンコが良かった １人 

(129) 体操良かった １人 

(130) 大変リズミカルに指導して下さり、ふるさとの四季など楽しかった １人 

(131) タイルモザイクはとても美しくて良かった １人 

(132) タティングレース、謡、祭りずし １人 

(133) タティングレースがキレイだった １人 

(134) 書道の作品をもっと多く展示してほしい １人 

(135) 他の公民館文化祭で見られなかった。カッパーレリーフがとても良かった １人 

(136) 楽しくそして親睦を深めることができた。達成感も味わうことができた １人 

(137) たまたまフレッシュ体験と小さい子がおどっているフラダンスを見た。どちらも

いきいきとして良かった 

１人 

(138) ダンスにきた。とても良かった １人 

(139) ダンス、コーラスなども内容が良かった。なつかしい歌など（昭和） １人 

(140) ダンス等など広く場所をつかう際、観客をはじに寄せ、広く会場を使うのは良い。

作品がとても立派 

１人 

(141) ダンス等の発表がすばらしかった １人 

(142) ちぎり絵とは思ってないほどに素晴らしい １人 

(143) チャイルドジャズダンスがかわいかった １人 

(144) チャイルドダンス、とても上手で感心した １人 

(145) 茶会、内容説明して下さり良くわかった １人 

(146) ちょっとお声かけするとていねいに教えてくれ、よく理解出来た １人 

(147) 都合でコーラスとジャズダンスを見させていただきましたが、とてもすばらしか

った 

１人 

(148) 手編みサークルでの作品販売はないのでしょうか １人 

(149) 手作りの編み物、銅板レリーフ、絵画とどれも力作で楽しませてもらった １人 

(150) 手づくりの展示品 １人 

(151) 手打ちそばが美味しかった １人 

(152) 手打ちのおそばがおいしく嬉しかった １人 

(153) 手編みサークルが良かった。編み物をしないのでとても新鮮に感じて良かった １人 

(154) 手作り作品は丁寧に仕上げてあった １人 

(155) 手作りストラップや作品がかわいかった １人 

(156) 篆刻のレベル高かった １人 

(157) 展示で活動している方が、一緒にやりませんか？？と誘っていて、とても感じが

よくよかった（カゴなど「作るサークルの方）(押し花） 

１人 

(158) 展示品（ちぎり絵） １人 

(159) 展示品がたくさんで楽しめた １人 

(160) 展示品がたくさん出て、とても参考になった １人 

(161) 展示品がとてもステキだった １人 

(162) 展示品がとてもていねに仕上げられてとても良かった １人 

(163) 展示品が良かった １人 
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(164) 展示品と同じような作品の体験ができて良かった １人 

(165) 展示品も 1年間がんばった作品、とてもよかった １人 

(166) 展示品もいろいろ楽しめた。実技を見ていると自分もやりたくなった １人 

(167) 展示物がすばらしい １人 

(168) 展示物がすばらしいとても充実していてみなお上手 １人 

(169) 展示物がとても楽しく拝見することができた（ちぎり絵） １人 

(170) 籐手芸、アムアム等玄人はだしで感心した。皆生き生きとして若くて年齢を聞い

てびっくりした（ダンス等） 

１人 

(171) 特にフラダンスが良かった（普段あまり見られない） １人 

(172) どこのブースも作品が多くにぎやかで １人 

(173) どのクラブもサークルも気力や熱がこもっていて、その気がただよっている １人 

(174) どのようなサークルがあるのかがよくわかった １人 

(175) 何も知らずに図書室に用事で来たが、すばらしい作品群に圧倒された １人 

(176) 日舞よかった １人 

(177) 日本舞踊、フォークダンス、他はよくわからない １人 

(178) ぬり絵も楽しく、お茶席はステキ １人 

(179) 年一回の発表の場であり、それに向けて皆で色々意見を出し合い、工夫し、練習

を重ねた 

１人 

(180) 年々良い作品が多くなってきているように思う １人 

(181) ノルディックウォークの体験が楽しかった。展示物もていねいに作られていてよ

かった 

１人 

(182) 初めて参加させて頂き、踊りもみんなきれいに揃っていて、みていてうっとりし

た。衣装もそろえ、見栄えがした 

１人 

(183) パッチワークがとてもすてきでした １人 

(184) パッチワークや絵手紙の作品がすばらしかった １人 

(185) パッチワークやペン字など作品が見事 １人 

(186) 発表グループでは内容の説明をされたのがよい １人 

(187) 発表されている方々がいきいきしていて皆輝いていた １人 

(188) 発表した方の楽しそうな様子が見られた １人 

(189) 発表と体験に感動した １人 

(190) 発表もどのクラブも一生懸命に、そして工夫されたものだった １人 

(191) パフォーマンスがステキだった（社交ダンス） １人 

(192) ハーモニカの演奏が良かった １人 

(193) バンドがとてもよかった １人 

(194) バンド始めてみてとてもよかった １人 

(195) 日頃のクラブ・サークル活動の成果が発表され、みなさんが楽しそうにされてい

て、楽しませていただいた 

１人 

(196) 日ごろの努力の成果を発揮して、晴れやかな顔が印象的だった １人 

(197) 日ごろの練習の成果がよくでていたと思う。すばらしい発表だった ２人 

(198) 日頃の練習の成果を見聞きすることができて、感心いたした。また、見聞きした

いと思う 

１人 

(199) 久しぶりに一緒に踊りが出来て楽しかった １人 

(200) 久しぶりにハワイアンを聞いて青春時代を思い出した １人 

(201) ひとつひとつはとてもきれいで感激した １人 

(202) ふえの発表が良かった。押し花、絵手紙、編み物、ペン字、習字など展示も大変

良かった 

１人 

(203) フォークダンス、オカリナ、バレエ、ジャズダンス、太極拳、フォークダンスの

衣装も素敵で見とれた 

１人 

(204) フォークダンスと指笛を見ました。とても楽しい進行とおどりだった １人 
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(205) 舞台での演目、展示物の数々、どれもとっても大変良かった １人 

(206) 普段知ることのない個性的な作品を間近で見ることができたのが良かった。係の

方々がとても親切だった 

１人 

(207) 普段の練習の成果を見ることができ、とてもよかった １人 

(208) 普段の練習の発表ができてとても良かった １人 

(209) 普段目にすることのない素晴らしい作品等、拝見できた １人 

(210) 舞踊が華やかで良かった １人 

(211) 舞踊・フラメンコ、ステキ １人 

(212) フラ、コーラス皆さんの一生懸命 １人 

(213) フラがよかった ５人 

(214) フラダンス等、高齢者参加があり、ほほえましかった １人 

(215) フラダンスやコーラス等楽しませていただいた １人 

(216) フルートの会がすてき！素晴らしい演奏！ステキ １人 

(217) 毎年楽しみにしている油絵も鑑賞させて頂いた。その他の作品もすばらしかっ

た！！ 

１人 

(218) マジックがおもしろかった １人 

(219) 皆様、楽しそうで感動した １人 

(220) 皆さん、この日のために一生懸命練習をしていらしたのだと思う。とても素晴ら

しい 

１人 

(221) みなさんの衣装がすてきだった。 １人 

(222) 皆様とても上手な作品、感激した １人 

(223) みな様の作品がすばらしい。中にはプロ並みのできもあった １人 

(224) みな様の熱意が伝わってきた。コーラスのうた、又聞きたい １人 

(225) 皆様の日頃の努力の成果を拝見でき、とても興味深かった。和気あいあいとして、

なごやかで楽しい雰囲気 

１人 

(226) 皆さん各々に一生懸命に習得された事をお披露目されていて、良かったと思う １人 

(227) 皆さんがいきいき輝いて発表していたところが良かったと思った １人 

(228) 皆さんが生き生きと発表しているところが良かった １人 

(229) 皆さんが時間と心をこめた作品の数々、よかったと思った １人 

(230) みなさんがよくふだんの成果を発表なさっていたこと １人 

(241) 皆さんと一緒に踊りを踊り、楽しかった １人 

(242) 皆さんの活動の成果がわかってよかった １人 

(243) 皆さんの作品には工夫があり、絵には濃淡があって良かった。技術が優れている

と思う 

１人 

(244) みなさんの作品の努力がうかがえて、とてもよくできていてよかった １人 

(245) 皆さん練習の成果が出て良かった ２人 

(246) 皆 1年間練習した結果の発表で一生懸命だった １人 

(247) 民謡がよかった（友達が出たので） １人 

(248) 民謡と仕舞 １人 

(249) 昔話 １人 

(250) 昔話、良かった １人 

(251) 夢中になれるコトがあるってステキ １人 

(252) 目的をもって頑張ること(楽しんでやること）は良い事と思う。あまり見学の方

が残念 

１人 

(253) 物作りの楽しさが伝わった。丹精込めて作り、作っている人たちの笑顔を思いな

がら拝見した 

１人 

(254) やきものなど、一年間の作品が見られるところがいい １人 

(255) 指笛も良かった。民謡も良かった（秋田おばこ、九十九里） １人 

(256) 洋裁に興味を持っている方が多く、お話しを聞いて楽しかった。アイデアーもい １人 
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ただいたりした 

(257) よさこい １人 

    キ その他運営全般についての内容のコメント 

      ５９６件中１３２件 

項番 項目 人数 

(1) 一年間の学習の成果を発表できる場があることはとても良いと思った １人 

(2) あたたかみのある、和やかな雰囲気で良かった １人 

(3) アットホームな雰囲気がよく伝わってきて心温まる気持ち １人 

(4) ありがとうございました １人 

(5) 一度見学してみたかったので良かった １人 

(6) 一年間の成果が発表できてよかった １人 

(7) 一年間の勉強や作業の成果がスバラシイ １人 

(8) 一生懸命な所が良かった ９人 

(9) いつも拝見しておりますが皆さんよい １人 

(10) 入口（公民館）の飾りつけをもう少しはでにしたらと思う １人 

(11) 受付の対応が good！ １人 

(12) 園芸も日ごろの成果が出て良かった １人 

(13) お客様は大勢でしたが、静かな感じで落ち着いて見学できた。とても良かったと

思う 

１人 

(14) お客様もたくさん来て下さり、よかった １人 

(15) お客さんが大勢はいっていた １人 

(16) お客さんが沢山いてとても盛り上がりのある文化祭だったと思う １人 

(17) お年寄りが頑張っていてよかった １人 

(18) 思っていたよりも全体的ににぎわっていて良かった １人 

(19) 家族的な雰囲気を感じた １人 

(20) かんどうした １人 

(21) 頑張ってすごい １人 

(22) 気軽に入れる雰囲気が良かった １人 

(23) 公民館で日頃活動されていることがよくわかり、地域の皆さんとも出会えてよか

った。公民館に興味が湧いた 

１人 

(24) 声が大きく、元気！！ １人 

(25) ご近所の方々にお会いできて、楽しい一時が過ごせた １人 

(26) サークル連協主体に学校関係も含めて地域を結ぶ盛大な文化祭は文化振興に役

立っている 

１人 

(27) 室内がアットホーム的 １人 

(28) シニア世代が元気で楽しんでいる姿に、大変良い事だと思った。家にこもってい

るより楽しそう 

１人 

(29) 自由な空間が良かった １人 

(30) 世代を越えた活動、発表が行われていて、地域の方々の交流の場となっているこ

とを感じた 

１人 

(31) 全体的には成功した文化祭だと思った １人 

(32) 全体的によかった １人 

(33) 全体にまとまりがあった １人 

(34) 全部よかったです。楽しかった １人 

(35) 建物が新しくなったこともあるし、とても心がこもった様子が良く見える １人 

(36) 楽しかった ３人 

(37) 楽しく、気持ちよい時間を過ごしました ２人 

(38) 楽しく活動されている様子が見えてよかった １人 

(39) 楽しく活動なさっているようだ １人 
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(40) 楽しく笑ったりして、一日楽しく過ごせた １人 

(41) 楽しそうでいい １人 

(42) 楽しませていただいた １人 

(43) 誰でも参加出来そうなふんいき １人 

(44) 地域での人のつながりが強いと感じ、とても良いと思う １人 

(45) 地域の方がたくさんいらして大変賑わっていた ２人 

(46) 地域の方々と協力できるところが良いと思った １人 

(47) 地域の方々の活動を知る事が出来た １人 

(48) 地域の方々の交流の場になっていてよかったと思う ２人 

(49) 地域の方達が日頃充実した毎日を送っていることが良くわかった １人 

(50) 地域の方にたくさん会えた １人 

(51) 地域の方の発表の場があるところ １人 

(52) 地域の活動をいろいろ見ることができたから １人 

(53) 地域の行事としてはすばらしい企画と思う １人 

(54) 地域の公民館として参加・来館されている皆様の表情がとてもよく協力的で、積

極的で、それぞれ自己啓発の場となっているように思えた 

１人 

(55) 地域の皆さんの日ごろからの活動の場があることはとても大切だと感じた。また

そのレベルも高く感心した 

１人 

(56) 手作感に満ちていて楽しくすごさせていただいた １人 

(57) 手作り、自分たちの文化祭であるとの意識を感じられた １人 

(58) 手作り感が伝わり、ほっこりした ２人 

(59) 天気の良い日は屋外でのステージだと活気があって良いと思う １人 

(60) 内容が充実していたので １人 

(61) 長いこと楽しみにしていた。これからも楽しみにしていますので、よろしくお願

いいたします 

１人 

(62) なごやかに楽しく過ごすことが出来た １人 

(63) なつかしい顔にも会えた １人 

(64) のどかなところ １人 

(65) 始めて来たので文化祭の内容が良くわからなかったので来て良かったと思った １人 

(66) 久しぶりに地域の方々とお会いでき、一緒に楽しむことができた １人 

(67) 久しぶりにみる顔、顔、顔、共に学んだ日を思い出した。ありがとうございます。 １人 

(68) 久しぶりに見にきたので新鮮な思いだった １人 

(69) 久しぶりの文化祭でにぎやかに楽しかった １人 

(70) 人とのふれあい １人 

(71) 人と人が結ばれていると思う １人 

(72) ひとりひとりがんばっていらっしゃる様子がわかった １人 

(73) ふれあい。ともだちとの。大切と思う １人 

(74) ほっこりしていてよかった １人 

(75) ボン・エコーの歌がよかった。皆様頑張っていた(若さ） １人 

(76) 毎年、７６才のばあさん楽しみにしている １人 

(77) 毎年来ている １人 

(78) 毎年、楽しみに１１人連れ添ってきている １人 

(79) 毎年、楽しみにしている １人 

(80) 毎年実行されていて、なお質を落としていない。文化祭の実行者の年が上がるの

に変わりなく開いている 

１人 

(81) 前を通り初めて寄らせていただいた。気軽に寄れる感じがとてもよかった １人 

(82) また来年も来ようと思う ２人 

(83) 皆が一生懸命やっており活気があった １人 

(84) みなさま、一生懸命で年令を忘れさせてくれた １人 
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(85) 皆様、役員さんががんばっていたと思う １人 

(86) 皆様がんばっているのだなと思った １人 

(87) 皆様のご苦労が身に染みて本当にありがとうございます １人 

(88) 皆様のまとまりが良かった １人 

(89) 皆様やそれぞれの人たちが一生懸命だった １人 

(90) 皆さん、一生懸命楽しんでいるところ １人 

(91) みなさん、楽しそうにしていた １人 

(92) みなさん、仲良く楽しんでおられることに感動した １人 

(93) 皆さん一生懸命取りくんでおられると思った ２人 

(94) みなさん一生懸命やっているところを発表する場があり、とても良いと思う １人 

(95) 皆さん色々な事に挑戦している姿をみて元気をもらい、私も努力したいと思った １人 

(96) 皆さんが楽しそうに見たり聞いたりして良かったと思う １人 

(97) みなさん元気に前向きに楽しく活動されていたことに感動した。私も頑張りたい １人 

(98) みなさんたのしんで参加し、雰囲気があたたかい １人 

(99) 皆さん力を合わせて良くしようと頑張っていらっしゃる所が感じられた １人 

(100) 皆さんの笑顔 １人 

(101) 皆熱心にやっていた １人 

(102) 皆、楽しそうだった １人 

(103) みんななごやかに楽しんでいる様子が楽しい １人 

(104) 皆んな和気あいあいとよその公民館では感じられない、いい雰囲気で楽しめた １人 

(105) 見に来てよかったと思った。頑張ってください １人 

(106) 役員一同の協力と努力がうかがえて好感度高かった １人 

(107) 役員の方達が一生懸命で感じよかった １人 

(108) やはり先輩方の才能は素晴らしいと思った １人 

(109) 良くまとまっていた １人 

(110) 和気あいあいで良かった ４人 

(111) 大きな会場と違い、人と人が身近で和気あいあいとした雰囲気がここの良さだと

思う 

１人 

(112) 皆さんが力を合わせての手作り文化祭が私は好き。ありがとうございました １人 

(113) クラブの会員の身じゃなく参加できて一緒にやれたことはとてもよかった １人 

    ク 参加者全体についての内容のコメント 

      ５９６件中２件 

項番 項目 人数 

(1) お客様のマナーを良く楽しんで下さった １人 

(2) 観客が一体となって唱っていた １人 

    ケ その他全般についての内容のコメント 

      ５９６件中１８件 

項番 項目 人数 

(1) 1Fの花壇 １人 

(2) 新しくなった公民館にはじめてお邪魔した。なつかしい １人 

(3) スリッパが必要なく、安全、汚れるかと思ったが予想外 きれいに床が保たれた。

天気にも感謝 

１人 

(4) 公民館の職員の方が一緒になって協力して、温かい空気の流れでほんとうに良か

った 

１人 

(5) 今年はお天気も良く、見て下さる人が多く見えた １人 

(6) 施設が新しく気持良かった。暖かな雰囲気、館長のお世話 １人 

(7) 実行委員ですが会議の時から意見を聞いて頂き、会員の皆様が見える様に館内に

資料を作成して展示して下さり感謝している 

１人 

(8) 天気にめぐまれたこと ３人 
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(9) 職員が手伝っていて良かった １人 

(10) 心配していた天気も皆さまの心がけでよかった １人 

(11) スリッパに履き替えなかったので入りやすくてよかった １人 

(12) テニスコートがオムニコートを使用した事がよかった １人 

(13) テニスコートについて中田スポーツセンターのオムニコートを使用したのが良

かった 

１人 

(14) テニスサークルの集まりで和気相々と出来、楽しい一日 １人 

(15) 土足であがれた １人 

(16) 身近な場所に立派なステージがあり、生演奏が聞けることは最高に良い １人 

  （２）（あまり）よくなかった印象に関係すると思われるコメント 

     ７１５件中１１３件 

    ア 施設・備品についての内容のコメント 

      １１３件中３件 

項番 項目 人数 

(1) オーディオの準備、公民館側でお手伝いあった方がよいのでは １人 

(2) 更科コートの整備をして欲しい １人 

(3) ダンスの発表の時のステージをもっと広くさせてあげたかった １人 

    イ 広報・広聴についての内容のコメント 

      １１３件中３件 

項番 項目 人数 

(1) 当日のプログラムが配られていたかわからないが、見当たらなかったので、わか

りやすい所に置いてほしい 

１人 

(2) 別の日になったも回覧もなく知らなかった １人 

(3) もっと若い人々へのＰＲが必要か １人 

    ウ 展示・発表・イベント等の運営についての内容のコメント 

      １１３件中５９件 

項番 項目 人数 

(1) 「ジャズダンス・コスモス」は残念な事にラジカセの音量が足らず、これは改善

の余地有り 

１人 

(2) １回のみ出演する団体もあれば２回も３回も出演する団体もあり不公平である。

又、友情出演はやらなくてもよい。１回組にチャンスを与えてほしい！！ 

１人 

(3) 甘酒の鍋が熱いので、近くに子供が来ると危ないと思った。机の一番端に置けば、

少しは安全かと思う 

１人 

(4) 演芸が少なくなったのは寂しい １人 

(5) 演芸部門・展示部門とも参加者の減少が気になっている。子供達が参加できる新

企画等、検討したらと思う 

１人 

(6) 演目が少なくて淋しかった １人 

(7) おそばが早く終り残念 １人 

(8) 会が始まり後ろのおしゃべりが本当にうるさくイライラしました。会の前に再度

発表中の私語はつつしんでとアナウンスして欲しい 

１人 

(9) 解説（司会者）マイク使用がよい １人 

(10) 各サークルとのつなぎが時間がかかり過ぎた様に思う。その間、待っている人に

飽きさせない工夫が欲しいと思った 

１人 

(11) カラオケ発表で音が途切れたことが残念だった １人 

(12) 観客席がもう少し多いとさらに良かった １人 

(13) かんたんな体験などもあった方が良いのでは １人 

(14) 喫茶とか体験コーナーなど、住民が参加できるイベントがあると良い １人 

(15) 客席ががらがらになることが多い １人 

(16) 曲の解説にはできたらマイクがあったら良く聞こえたと思う １人 
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(17) 去年より出品作が少なく、少しさみしかった １人 

(18) 今年は絵手紙等なかった １人 

(19) 子どもづれで来た人たちの喜ぶようなもの（ゲーム、わなげなど景品つきで）が

あったら喜びそう 

１人 

(20) 昨年より展示品が少なかった様に思う １人 

(21) 作品の出品数が若干少ないと思った １人 

(22) 残念ながら出し物が少なったようで寂しかった １人 

(23) 残念なこと 行動の「文化祭」の文字はぜひ、書道の先生の人による文字で １人 

(24) 司会者(指揮者）の話で、曲の説明は良いが、出演者のマナーが悪いとか練習が

今日できなかったなどは不必要なことで不快に感じた 

１人 

(25) 時間配分、進行にロスがあった １人 

(26) 時間配分の持ち時間をもう少し守って頂けると尚良かったと思うが… １人 

(27) 写真をもう少しほしかった（絵にないから） １人 

(28) 出演者が少なく、又会場で鑑賞される方々も少なく、客席は出演者が過剰の様で、

これでは自作自演。残念 

１人 

(29) スタンプラリーの机がよごれた。下に紙でも置いてればよかった １人 

(30) 体験できるコーナーがあると良いかな １人 

(31) 展示が少なかった ４人 

(32) 展示作品(今年も楽しみにした部）が少ない １人 

(33) 展示数が年々減少しているように感じる １人 

(34) 展示物が少ない。午前中来館してもつまらない １人 

(35) 展示物はイベント会場では見にくい（講堂発表中には） １人 

(36) 展示の仕方の工夫がほしいと思った １人 

(37) 展示品は前年度より少なく少々淋しかった １人 

(38) 展示物、演技物が数なくて、物足りなかった １人 

(39) 展示や発表が少なくなっている。もっとにぎやかにできると良いと思った １人 

(40) 特定のサークルが二度又は長時間出演するのはいかがなものか １人 

(41) 何か小物が売っていたらいいと思った。例えばおさいふ、ブローチ等々 １人 

(42) 年々、高齢化にともない展示作品数も少なくなってきて寂しい １人 

(43) 発表曲で 1曲 3分と 5分と分けられているが、1曲 3分にすべきだろう。もらっ

てる時間がバラバラ 

１人 

(44) 発表グループが少なくなったことは寂しい １人 

(45) 発表するクラブが少なかった １人 

(46) 発表と発表の間があり、客数がまばらになる時間帯があった １人 

(47) 発表はサークル１５分程で手頃かなと…。３０分は少し長い気がする １人 

(48) 人が多すぎて座れなかった １人 

(49) 舞台があると演じる人が映えるし、観る方がとっても見やすい。フラット床で親

近感は生まれるが… 

１人 

(50) 舞台の出入口が締め切られていて入りにくい。ドアは開放した方が良いと思う １人 

(51) 見る人が少なく残念 １人 

(52) もう少し演目があった方がいい １人 

(53) 友情出演の人が多数いて、一人で二回も歌っている １人 

(54) よくわかったところは、バザーは内容が中途半端に感じた １人 

(55) 例年にくらべ展示作品等が少ないのが残念 １人 

(56) レパートリーを広くしたほうが良いと思う １人 

    エ 会場設定・設営等に関する運営についての内容のコメント 

      １１３件中７件 

項番 項目 人数 

(1) お弁当の時間と発表クラブの時間が重なっているため、人の流れが一つになって １人 



36 

しまって、場所がせまかったので右往左往していた 

(2) 今年は外ではなく中で販売、人が多く、通るのが大変！！もうちょっと通りやす

くしてほしい！！ 

１人 

(3) 小学生の絵画の展示が階段の踊り場で取り付け難しかった。来年は場所の検討が

必要 

１人 

(4) スタッフ、発表者皆さん高齢化していて、ボードの準備、撤去など危険が伴うこ

とがあり、見ていてハラハラした(要検討） 

１人 

(5) 外からみると飾り付けなどが寂しく、あまりわからない １人 

(6) 駐車場がせまくてこまった １人 

(7) 駐車する場所がなく困った １人 

    オ クラブ・サークル等についての内容のコメント 

      １１３件中１１件 

項番 項目 人数 

(1) お点前中に先生から道具や茶銘など説明があるとなお楽しめたと思う １人 

(2) 合唱、コーラス等題名、曲名の紹介をしたほうが良いと思う １人 

(3) カラオケは二番までで良いのではないか。三番までは長すぎると思う １人 

(4) クラブが少なくなったことはちょっと淋しい！！ １人 

(5) 書道の作品が少なかった。写真展もなかったのでは？手芸等も以前はもっとあっ

たと思うが、編み物だけだったので寂しかった 

１人 

(6) ステージ発表の部で曲に合わせて発表するものの、準備が悪すぎる。テープの頭

出しが不備なもの、三味線を舞台で音合わせをするする等、最悪 

１人 

(7) 説明される方がいなかった。「書」 １人 

(8) 俳句等、又、踊りやダンスが加わるといい １人 

(9) ハーモニカの澄んだ音にタンバリンはちょっと違和感があった １人 

(10) 展示のお部屋は内々で会話中で、外部の者はちょっと拝見しづらかった！ １人 

(11) 利用団体の個々の方々が文化祭をどのように受けとめているのか。年一度の自分

達の発表の場を大切に思い参加してほしい 

１人 

    カ その他運営全般についての内容のコメント 

      １１３件中２４件 

項番 項目 人数 

(1) 運営がもう少しスムーズだと良いと思った １人 

(2) お客様が少なく感じた １人 

(3) 会員が高齢化している。若い方の参加啓発が必要 １人 

(4) 見学者が年々減少していて少し寂しい １人 

(5) こじんまりして静かなのでもう少し活気づくといいと思う １人 

(6) 今回は人が少なかったので来年は多く集まるよう期待した １人 

(7) 寒い中、係の方が外で大変そうでした １人 

(8) 参加クラブがもっと多いと良かったと思います。多くの人達に見てほしい １人 

(9) 出品作品、クラブ発表等、参加者の減少で盛り上がりが少ない。参加クラブの積

極的な参加が望まれる 

１人 

(10) ぜひ地域の子供達にも見てもらいたいと思った １人 

(11) 全体的に活気がなかったように思う １人 

(12) 全体的に貧弱な感じで残念でした １人 

(13) 昼食が取れるようにしてほしい １人 

(14) 初めての企画だが楽しめた １人 

(15) 発表するよい機会を得られてよかった １人 

(16) 華やかさが無くさみしい。販売もなく １人 

(17) プログラムの交付の時、無駄話が多く耳障り １人 

(18) もう少し規模を大きくしても、活気が出て良くなったかなと １人 
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(19) もう少しクラブサークルが多くあれば良いと思う １人 

(20) もう少し若い人の来場があれば尚良い １人 

(21) もっとたくさんのサークルが参加してほしかった １人 

(22) もっと年齢が広がり（中学生が参加されましたが）、皆様の文化交流の場となれ

ればと思っている 

１人 

(23) 良かったと思いますが、もう少しかっきがなく、つまらない。カラオケでも、他

から友情出演でもう少しカラオケが多くしてほしい 

１人 

(24) 利用団体の参加がもっと多くなるよう考えてほしい １人 

    キ 参加者全体についての内容のコメント 

      １１３件中３件 

項番 項目 人数 

(1) 一部の人が聞いている時おしゃべりが多く注意されていました。特に女性の方

（子供ではないので常識をもって） 

１人 

(2) フラダンスが終わったら帰った人が多かった １人 

(3) まだ出演する人が残っているのにほとんどの人が帰ってしまったこと １人 

    ク その他全般についての内容のコメント 

      １１３件中３件 

項番 項目 人数 

(1) アンケートの「管理業務」「連絡会組織」など非常に堅苦しくて違和感があった １人 

(2) 天候がよいともっとよいと思った １人 

(3) 別館「あすなろ」の廃止に伴い、「あすなろ」の行事が最後になったのが特に残

念、今後の対応についてお伺いする 

１人 

  （３）よかった・よくなかった印象に分類できないコメント 

     ７１５件中６件 

項番 項目 人数 

(1) なし ２人 

(2) 11:30～参加 １人 

(3) “ふつう”であった １人 

(4) 展示を見ていないので判らない １人 

(5) 用が出来、途中に失礼した １人 

  ３ 本日の公民館文化祭等をどのように知ったか 

項番 項目 人数 

ア 公民館でポスター・チラシを見るなどして知った ３６．０％ 

イ 地域で掲示板・回覧などから知った １７．６％ 

ウ 家族や知人などから聞いた ２５．９％ 

エ インターネットで見た ０．６％ 

オ その他 １８．５％ 

 （複数記入や無記入の場合があり合計が１００％となりません。） 

 

 Ｂ 今後どのようなプログラムがあると良いか（自由記述） 

   ７８４人中３５２人（４４．９％）の方が４５５件の内容のコメントを記入 

   以下、コメントを類型ごとにまとめた主なものを掲載します。 

  １ 具体的な種目を記載したコメント 

     ４５５件中１６０件 

項番 項目 人数 

(1) 油彩、水彩画、水彩画教室、水墨画 ３人 

(2) 絵手紙、書道、生花と書道のコラボレーション、ちぎり絵 ４人 

(3) 写真サークル、写真展 ２人 

(4) 映画・映像 ２人 
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(5) 折り紙、切り紙、和紙で作ったもの ５人 

(6) 工芸教室、陶芸、七宝焼き ３人 

(7) 革加工 １人 

(8) 竹細工 １人 

(9) 編み物、手芸、パッチワーク、つるしびな、バッグ、手作り作品 ７人 

(10) ドライフラワー、植物の展示 ２人 

(11) ミュージカル、音楽、コンサート、楽団、ジャズ、バンド ７人 

(12) カラオケ、カラオケ大会、飛び入りカラオケ、外国人のど自慢 １２人 

(13) 歌、歌の指導、歌曲、童謡、唱歌、民謡、合唱、二部合唱、コーラス １５人 

(14) 楽器、オカリナ、太鼓、バイオリン、ピアノ、ハーモニカ ９人 

(15) 尺八、三味線、大正琴 ４人 

(16) 吹奏楽・弦楽器、オーケストラ、クラシックコンサート ６人 

(17) 小中学生の音楽発表 ３人 

(18) 踊り、舞踊、音楽に合わせて体を動かす運動、踊りと音楽 １０人 

(19) ダンス系、キッズダンス、フラダンス、社交ダンス、フォークダンス、民族舞踊 １２人 

(20) スポーツを広げてほしい １人 

(21) 身体を動かすこと、体操 １１人 

(22) 健康に関するプログラム ２人 

(23) ヨガ・気功・太極拳 ４人 

(24) テニス、卓球 ２人 

(25) 文学講座、文芸作品についての講義 ２人 

(26) ペン習字 １人 

(27) マジック、手品 ４人 

(28) 落語、お笑い、寸劇・漫才 ４人 

(29) 英会話 １人 

(30) パソコンクラブ、デジタルサークル、スマホ講習 ３人 

(31) お茶席、お茶教室、茶道体験 ８人 

(32) お料理、季節料理、もてなし料理、パン・味噌作り ４人 

(33) 伝承遊び・昔遊び ２人 

(34) 手話、手話ダンス ２人 

(35) ボランティア講座 １人 

  ２ 展示に関するコメント 

    ４５５件中１５件 

項番 項目 人数 

(1) 展示がよかった、楽しい ２人 

(2) 小物が楽しみ １人 

(3) 展示がもう少し増えると良い、少なく寂しい １０人 

(4) 出品作品の内容をもう少し細かく説明してほしい １人 

(5) 展示はもっと芸術性のあるプログラムを １人 

  ３ 発表に関するコメント 

    ４５５件中２６件 

項番 項目 人数 

(1) 教室部の発表が多い方が良い １人 

(2) いろいろなサークルの発表があり時間的にも良い １人 

(3) バレエが素晴らしい １人 

(4) フラダンス等楽しい １人 

(5) 健康体操やヨガを見せてほしい ２人 

(6) 発表が少ない、もっと参加者・サークルが多いと良い １３人 

(7) 発表にバリエーションが増えると良い １人 
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(8) 早い時間が良い ２人 

(9) 待ち時間が多かった １人 

(10) 同じ種目を続けない １人 

(11) 活動サークルは 15分程度の紹介で良い １人 

(12) 発表できるクラブがあれば譲り合って数を増やすともっと楽しめる １人 

(13) もっとたくさんのクラブ発表があると良い １人 

(14) うたの会-たのしい ２人 

(15) 交流会はとても良い企画 ２人 

  ４ 体験その他に関するコメント 

    ４５５件中９５件 

項番 項目 人数 

(1) クラブの初心者がやることを文化祭来場者に手ほどきするコーナー １人 

(2) 展示における実演 １人 

(3) 参加型・体験型、ワークショップ・講座など ４４人 

(4) 全員で行うプログラム、一体感を感じられるようなもの ３人 

(5) 参加者全員で簡単にできるクイズ １人 

(6) 参加者全員で歌う。 １人 

(7) ゲーム、遊び、楽しむ機会など ４人 

(8) わいわい塾 １人 

(9) 目立つようなもの １人 

(10) 芸能人を取り入れる ３人 

(11) 仮装テニス試合 １人 

(12) バーベキュー １人 

(13) 食べ物屋、食品販売 １０人 

(14) お茶、カフェコーナー ７人 

(15) 小物類、作品の販売 ２人 

(16) バザーのような売店や模擬店、即売会、屋台、フリーマーケット １１人 

(17) 地産地消の物販 １人 

(18) 日曜もバザーがあると良い １人 

(19) 安い価格設定の出店 １人 

(20) 健康体操やヨガを見せてほしい ２人 

  ５ 参加資格に関するコメント 

    ４５５件中７件 

項番 項目 人数 

(1) サークルに入ってなくても参加できた １人 

(2) 連協の枠でなく公民館利用者が広く発表できる場であってほしい １人 

(3) 登録のない団体も参加できるようにしたら良い １人 

(4) 活動をアピールする場にしていろいろなサークルが参加するともっと楽しいも

のになる 

１人 

(5) 地域のプロの出演も刺激になるのでは １人 

(6) 近隣住人の特技発表の場 １人 

(7) 一般市民の展示 １人 

  ６ 広報に関するコメント 

    ４５５件中６件 

項番 項目 人数 

(1) 地域に開催を知らせる広報をしてほしい １人 

(2) 出演者を増やす PRを １人 

(3) プログラム表に絵を入れたほうがいい １人 

(4) ポスター配布が少し早かった １人 
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(5) この公民館の活動内容の説明 １人 

(6) サークルの講師から声をかけられ知った １人 

  ７ プログラム全般その他に関するコメント 

    ４５５件中１３９件 

項番 項目 人数 

(1) 年配者主体で少し寂しい １人 

(2) 大人と子どもなど様々な年齢層が参加できるプログラム ８人 

(3) 子ども・若者・学生の参加 ２４人 

(4) 子どもの出し物、子どもが活躍するサークル １１人 

(5) 近隣の学校等と連携した企画 ４人 

(6) 狭い場所をうまく利用している １人 

(7) 良い、盛りだくさんで良い、楽しかった、楽しみ １１人 

(8) 地域の連帯感が素晴らしい １人 

(9) 皆活気に満ちていた、元気の素になる ３人 

(10) 現在のサークルが長く持続しますように １人 

(11) 発表、展示、体験といろいろある １人 

(12) 自分もなにかやろうと思った １人 

(13) 赤ちゃんが来ていて、皆がほっこり(全員と握手して）よかった １人 

(14) 役員さんありがとう １人 

(15) 今後ともよろしくお願いします １人 

(16) これからも発表の場を維持してほしい １人 

(17) 人が少ない、もっと参加人数が多いと良い ３人 

(18) もっと見学者が多いと良い １人 

(19) 参加できないサークルも写真展示で案内があると良いかも １人 

(20) 新しいサークルの掘り起こし ２人 

(21) 趣味で集まることが大切 １人 

(22) 今のままでよい、十分 ３１人 

(23) 普通 １人 

(24) 天気に恵まれた ２人 

(25) 来年もあるといい ２人 

(26) 現状では手一杯 １人 

(27) 長年行われたプログラムを変えるのは難しい １人 

(28) 新しいプログラムを作る時間的余裕が無い １人 

(29) もっと飾り付けると良い １人 

(30) 工夫の必要がある、工夫が足りない ２人 

(31) 文化祭はいまいちパッとしない １人 

(32) お任せする １人 

(33) ない、特にない、思いつかない １４人 

(34) プログラムがなかったためわからない １人 

(35) 不明 １人 

 

 Ｃ その他（自由記述） 

   ７８４人中２６５人（３３．８％）の方が３０９件の内容のコメントを記入 

   以下、コメントを類型ごとにまとめた主なものを掲載します。 

  １ 満足したという内容のコメント 

    ３０９件中１５８件 

  （１）施設・備品についての内容のコメント 

     １５８件中８件 

項番 項目 人数 
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(1) 1階のトイレがきれいになって良かった １人 

(2) 飲料の自動販売機があると便利かといつも思う １人 

(3) 仮設トイレ、良かった １人 

(4) 花だんには花が咲いてきれいだった ２人 

(5) 菊の花、ステキだった １人 

(6) きれいな施設で気持ち良く楽しく過ごせた １人 

(7) 講堂が広く明るくてよい １人 

  （２）広報・広聴についての内容のコメント 

     １５８件中１件 

項番 項目 人数 

(1) 回覧板でくるので日時がわかる １人 

  （３）展示・発表・イベント等の運営についての内容のコメント 

     １５８件中２１件 

項番 項目 人数 

(1) 甘酒やジュース、コーヒーが無料なのは嬉しい。また、野菜屋さんが来てくれる

のも嬉しい。出来たらお花もお願いします 

１人 

(2) いつもと違う祖父を見れてよかった １人 

(3) 演技発表や作品展示の他、出店（浅間まんじゅう等）もあり、充実していた １人 

(4) お菓子サービス、良かった １人 

(5) お茶コーナーがゆっくり出来、ありがたかった １人 

(6) お茶とコーヒーも飲んだ。ごちそうさまです １人 

(7) お茶の接待ありがとうございました ２人 

(8) お茶は楽しみの一つ １人 

(9) ご近所の野菜も助かっている。ありがとうございました １人 

(10) コーヒーがよかった １人 

(11) コーヒーなどひと休みできる場所があるのはとても良い １人 

(12) たべものとか販売してほしい １人 

(13) たべものをたくさん １人 

(14) 地域の幼保の子どもや小中学の子供の展示、楽しく見ている １人 

(15) 知人が出演していると応援のしがいがある １人 

(16) とても楽しかったです。小２の女の子の平和についての自由研究はとても良かっ

た 

１人 

(17) 防災御膳、とってもおいしかった。お茶付きで￥２００なんてとってもお得 １人 

(18) 毎年甘酒、他のサービスうれしく思う。おいしかった １人 

(19) 催し物が多く楽しめた １人 

(20) 焼きそば、とても美味しかった １人 

  （４）会場設定・設営等に関する運営についての内容のコメント 

     １５８件中６件 

項番 項目 人数 

(1) 雨天時、受付の席が暗い印象になりがち。今年は館長がライトをつけてくれた １人 

(2) 車で来る都合があるので駐車場を確保して下さり、大変ありがたい １人 

(3) 玄関その他の飾りつけにご苦労様でした １人 

(4) 今年は駐車場が少し遠くなったが、案内板と案内人の設置があり、留めやすかっ

たと思う 

１人 

(5) 外に休憩所あってよかった ２人 

  （５）クラブ・サークル等同志の交流についての内容のコメント 

     １５８件中１件 

項番 項目 人数 

(1) 普段あまり顔を合わせることのない他のサークルの方々ともお話しできる機会 １人 
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があり文化祭はよい機会 

  （６）クラブ・サークル等についての内容のコメント 

     １５８件中２０件 

項番 項目 人数 

(1) 歌踊りとても良かった １人 

(2) 押花素晴らしい １人 

(3) 楽器の演奏等いいですね １人 

(4) クラブ活動で「人生に潤いを」生じるように、上手に活動したい １人 

(5) 芸術的才能の持ち主が多いことを知り素晴らしいと感じた。今後とも色々紹介し

て下さい 

１人 

(6) シニアの人がいきいきとして合唱しているのがとても楽しかった １人 

(7) ジャズ体操とても良かった １人 

(8) ストレッチ体操楽しかった １人 

(9) 大正琴で一緒に歌わせてもらった。参加出来た様で満足 １人 

(10) タイル作品に感動してコーラスで元気をもらって楽しい日をすごした １人 

(11) タイルモザイクがとてもステキだった １人 

(12) 楽しみにしてくれる人がいると、はりあいが出る １人 

(13) 展示品、発表とどれもすばらしかった １人 

(14) 何かの新聞で知り、ギターアンサンブルを楽しみに来た。良かった １人 

(15) 熱心に作られた作品の販売会もすばらしかった １人 

(16) 年に一回だけでも発表する場があるといい。練習にもやりがいがあり １人 

(17) 年齢とともに家でじっとしていず、外で趣味をとおし、人と知り合い、作品つく

り、その成果発表 

１人 

(18) 日ごろ、訓練が「すばらしく」最高 １人 

(19) 太巻ずしの販売を楽しみにして来た １人 

(20) 力作が揃っていて見ごたえがあった １人 

  （７）その他運営全般についての内容のコメント 

     １５８件中８０件 

項番 項目 人数 

(1) （ピアノとかバイオリンの）高齢者の持っているかくされているワザが発表され

る場としての活用を望む 

１人 

(2) ありがとうございます ６人 

(3) いつまでも続きますようにと願う １人 

(4) 運営、お疲れ様でした。また、参加したい １人 

(5) 運営される皆々様に心から感謝申し上げる １人 

(6) 笑顔が多かった １人 

(7) 大勢の方々がお見えになって良かった １人 

(8) 関係者の皆様、お疲れ様でした １人 

(9) 関係の皆様ありがとうございました １人 

(10) クラブ連協のみなさんの組織的な運営に関心した １人 

(11) この文化祭を楽しみにされている方がいるので、継続してほしいと思う １人 

(12) このようなイベントは、今後も継続してほしい。地域にとっても大事な行事と思

う 

１人 

(13) これまで通りでよろしいかと思う １人 

(14) 今後ますますの発展を祈る １人 

(15) 参加なさっている方々がいきいきなさっていた １人 

(16) 主催の皆様、お疲れ様でした １人 

(17) 準備から終了まで役員の皆様お疲れさまでした。感謝感謝です。ありがとうござ

いました 

１人 



43 

(18) 準備などいろいろたいへんだと思いますが、これからも頑張ってください １人 

(19) 準備やあと片づけにたずさわった方、ありがとうございます １人 

(20) スタッフが頑張って、お茶席の案内もして頂いた １人 

(21) スタッフの皆様、準備お疲れ様でした １人 

(22) ぜひ、より一層盛り上げていただきたいと思う １人 

(23) 楽しかった １２人 

(24) 地域の中心として大変良く動いてると思う １人 

(25) 地域の人たちのコミュニケーションが取れている様子 １人 

(26) 続けてほしい ３人 

(27) とても楽しく過ごさせていただきました。有難うございました １人 

(28) とても和やかな感じがしてよい ２人 

(29) 長い間公民館を利用し、地域の皆様の生涯学習の場として関わっておりますので

文化祭は毎年の行事と思っている 

１人 

(30) 年に一度ここで会える人のなんと多いことか！楽しみにしている １人 

(31) プログラムにあるように、まっすぐな文化祭で楽しかった １人 

(32) 文化祭、いつも楽しみにしています。皆さんのご尽力に感謝する １人 

(33) 文化祭を実行実施して下さる方の協力を感謝する １人 

(34) 本日はありがとうございました １人 

(35) 毎年来ていますが、いつもすばらしい １人 

(36) 毎年参加している １人 

(37) 毎年楽しみにしている ２人 

(38) 又、色々なイベントを開催して頂けたらと思う １人 

(39) 皆様一生懸命にやられていた １人 

(40) 皆さんいきいきと活動していて良いなあと思った １人 

(41) 皆さんが日ごろの成果を発表できる身近な文化祭は大きな意義があると思った １人 

(42) 皆さんの元気ではつらつとした姿に勇気をもらう。ありがとうございました １人 

(43) みなさんの発表よかった １人 

(44) 皆さんの日々の努力が感じられる文化祭だった １人 

(45) 皆々様の御努力に感心するばかり １人 

(46) みんなが楽しめるアットホームな文化祭はとても魅力だと思う １人 

(47) 昔、色々とかかわった事を思い出しお準備なさった方々に感謝する １人 

(48) 役員さん、係の方など家族的でだれにも挨拶していたよい感じ １人 

(49) 役員の皆様 ご苦労様でした １人 

(50) 役員の皆様のおかげで楽しんだ １人 

(51) 役員の皆々様、お疲れ様でした １人 

(52) よかった ２人 

(53) 来年もお願いしたい、楽しみにしている ５人 

(54) 来年もまた来る １人 

(55) 和気あいあいとした運営がなされ楽しい文化祭だと思う １人 

  （８）参加者全体についての内容のコメント 

     １５８件中１件 

項番 項目 人数 

(1) 今年も文化祭、盛大でたくさんの人が見て下さり、披露する方も司会者も笑顔が

こぼれた。ありがとうございました 

１人 

  （９）その他全般についての内容のコメント 

     １５８件中２０件 

項番 項目 人数 

(1) 風もなく快晴に恵まれた １人 

(2) 館長ステキ！（笑） １人 
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(3) 今日、土足で入る事ができた点、とてもよかった １人 

(4) 靴のまま入館できた事、玄関先がきれいだった １人 

(5) 公民館事務室の職員の方々がグループ連協の方々ととても良く協力して下さっ

て助かった 

１人 

(6) 公民館素晴らしい １人 

(7) 公民館の職員の方がとても親切でした。有難うございました １人 

(8) 公民館の無料使用は、年金生活者にとってありがたい １人 

(9) 市の企画等をパンフで知るのも楽しく、良く見ている １人 

(10) ジャニーズＬＯＶＥ、Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰ １人 

(11) 職員さんの移動がなきようお願いする １人 

(12) 職員さんのおかげて楽しい文化祭だった １人 

(13) 外に向かう自分を…どうしても家にこもりがち、興味・関心・感動を心がけてい

きたいと思う。そんな機会を公民館に期待 

１人 

(14) 地区の伝統文化を残していく為に今後も文化祭へ参加、協力して共に盛り上げて

いきたいと思っている 

１人 

(15) 月 1回老人会会合でお世話になっている １人 

(16) 天気がなにより ２人 

(17) 天気を良く二日楽しんだ １人 

(18) 図書室がきれいで良い １人 

(19) とてもここの人達は親切でいつも心よく来られる １人 

  ２ 不満又は課題・改善点の内容のコメント 

    ３０９件中１３３件 

  （１）施設・備品についての内容のコメント 

     １３３件中１４件 

項番 項目 人数 

(1) エレベーターがあるといい。階段の上り下りがたいへんだった １人 

(2) エレベーターの早期実現 １人 

(3) 活動発表の場所として場所が狭すぎるので、今後、施設や設備が改善されること

を望む 

１人 

(4) 館内はとても狭く感じた ２人 

(5) 高齢化にともない、エレベーターがあったら良いと願う １人 

(6) ご年配の方が多いので、エレベーターがないし、不便なところがある。歩行器で

来る人など大変 

１人 

(7) 施設の改善を求める（２Ｆには高齢者は行けない）（高齢者の多い地域対応が必

要と思う） 

１人 

(8) 室内がちょっと暗い １人 

(9) できればカラオケ設備を入れて下さるようにお願い申し上げる １人 

(10) テニスコートをオムニコートにしてほしい １人 

(11) マイクの調整を良くしたら １人 

(12) 緑区にはホールがない。（他の区はあります）音楽ホールがほしい（閉校した小

学校のリニューアル利用など） 

１人 

(13) 洋式トイレががたがたしていた（２Ｆトイレ） １人 

  （２）広報・広聴についての内容のコメント 

     １３３件中１４件 

項番 項目 人数 

(1) ＰＲが足りない １人 

(2) 各サークルの曜日や時間が描いてあると良かった １人 

(3) 近隣の地区には回覧板で知らせてほしい １人 

(4) 公民館主催事業等町内会の回覧でまわしてもらうといいと思う(他の地区ではま １人 
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わっている） 

(5) 公民館の音響設備の交換必要（古い）。来期の予算計上してほしい。４０年でし

ょっ！！ 

１人 

(6) 公民館のホームページに公民館の行事を掲載して下さい １人 

(7) この様な文化祭関係をＰＲし、出演、観客の人達を増やし、会の将来につなげら

れたし 

１人 

(8) 作品を作った連絡先があるといいと思う １人 

(9) 文化祭が開催されること、駐車場の場所、プログラムをＷＥＢ公開してほしい １人 

(10) 文化祭の広報活動、ポスターを増やされては １人 

(11) 皆にもっと知らせる方法を考えて下さい １人 

(12) もう少し各町内会などに宣伝して見学者を増やしたらと思う １人 

(13) もっと地区に知らせた方が良い １人 

(14) 来場者を増やすにはどうしたらよいのでしょうか。小中学校にも知らせたら来る

人が増えるのでは… 

１人 

  （３）展示・発表・イベント等の運営についての内容のコメント 

     １３３件中３３件 

項番 項目 人数 

(1) 以前にあったお弁当やごはん物等あれば、もっと良い。業者のお弁当でも良いの

であれば助かる 

１人 

(2) 以前にメニューが少なく感じた。 １人 

(3) 同じ演目はない方がいいと思う １人 

(4) お弁当の販売をもっと多くしていただけたら １人 

(5) 会長の挨拶は短めで良い。目的をてきかくに！ １人 

(6) 可能な限り多くの作品が出店されているとより楽しいかと思った １人 

(7) 今日の「よさこい演舞」を楽しみにしていたのですが…残念 １人 

(8) 金曜日のカラオケ残念 １人 

(9) 午前中に出来たら良いかな １人 

(10) 今年は展示が少なかった気がする １人 

(11) サークルの発表の演目の偏り。ＡＭとＰＭの観客の人数の違いが目立つ １人 

(12) 作品数が年々減少傾向にあるように感じた １人 

(13) 作品に関してはもう少し種類が多いと良いと思う １人 

(14) 自治会より出品者をさがすのが大変 １人 

(15) 住人の年令が増え、健康増進、楽しいサークルとして歌をうたうものを増やす必

要あり 

１人 

(16) 食品販売ブースに研究が必要かも １人 

(17) チョッピリ展示淋しかった １人 

(18) 展示物が少なくなった １人 

(19) 当日出し物が変更されるのは極力避けたい １人 

(20) なるべく沢山のサークルでバラエティーに富むと楽しい １人 

(21) 日曜日一日に集約させ、濃度を濃くするようにしたらどうか １人 

(22) 庭などでバザーとかあるいは地元の野菜などを売ることなどをすれば、外からの

人が集まるのではないでしょうか 

１人 

(23) バザーをしてほしい １人 

(24) 発表サークルを多くして、土・日・ＡＭ・ＰＭ楽しめる文化祭 １人 

(25) 太巻と防災御膳が貧弱であった １人 

(26) 太巻き販売あったらいい １人 

(27) プログラムが予定より早く進んで見のがしてしまったものがあったのが残念だ

った 

１人 

(28) 弁当ですが整理券を出すと可 １人 
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(29) 防災御膳を￥２００では購入しない。もっと値段は高くても食事の提供ならばお

菓子等を付加しないと子供達にも人気がない 

１人 

(30) 難しいかもしれませんが、バザー販売で食品等がもう少しあると嬉しい １人 

(31) もう少し展示物があると良いと思った １人 

(32) もっと気楽につまめる模擬店がほしい １人 

(33) ライトが当たり、光って見ずらい絵もあった １人 

  （４）会場設定・設営等に関する運営についての内容のコメント 

     １３３件中８件 

項番 項目 人数 

(1) 華道のお花は先生のは受付とか正面に置かれると華やかになると思う １人 

(2) 休憩場所が少ない量で一寸困った １人 

(3) こじんまりしていいのですが、一階が薄暗くて入りにくかった １人 

(4) 子どものあそべるスペースをつくった方がいいと思う １人 

(5) 子どものビンゴが公園だったので、いつものにぎわいがなかったように思う １人 

(6) ちょっと場所が狭かった １人 

(7) 文化祭開催にさきがけて、全館清掃を実施したが、８０才、９０才の方々も参加

されていて傷などなさらないか心配だった 

１人 

(8) ロビーに机よりもイスを増やした方が休憩できる人が増えるのではないか １人 

  （５）クラブ・サークル等についての内容のコメント 

     １３３件中１２件 

項番 項目 人数 

(1) 軽音楽を聞きましたが、歌詞がほしい １人 

(2) コーラスにアンコール曲がなくて残念。みんなで歌う曲目をもっとふやして全

体、声量を増した方がよい。より参加型文化祭になると思う 

１人 

(3) コーラスに関し個人個人に自己紹介させたらよかった １人 

(4) 今回は出るクラブが少なくないので、もっと多く出ていただきたい １人 

(5) サークルが、挨拶しても知らぬふりをしていた １人 

(6) サークル活動に若い人達を勧誘してください。 １人 

(7) 茶話室での時間をひとつのサークルで長時間居座り、後からの利用者が困ってい

た 

１人 

(8) 自分達の発表だけで、他クラブの発表の時は帰ってしまうという現状なので、せ

めて会員だけでも最後まで参加してほしいと思う 

１人 

(9) 前日トリの刀・木刀 解説者が欲しい（古武道の良さＰＲ） １人 

(10) 展示品の前（たなの上）で自分の荷物を整理していた。作品の破損につながる １人 

(11) 初めて当館での文化祭だったのでしょうが、あいさつしても返ってこず、ガッカ

リです。和気あいあいと行きたい 

１人 

(12) 麻雀クラブがあると良い １人 

  （６）その他運営全般についての内容のコメント 

     １３３件中３２件 

項番 項目 人数 

(1) 二年に一度 残念 １人 

(2) 以前より作品展示が少ないように思った １人 

(3) お客さんが少し少なかったように感じた １人 

(4) お手伝いの方が振まいが大きく、見学に来た人が小さくえんりょうしている？ １人 

(5) 開催日きまりましたら早目に公民館入口付近知らせを貼られたらと思う １人 

(6) 各サークルの人数も減っているので、魅力のある、外から人がもっと来てくれる

ような取り組みが必須だと思う 

１人 

(7) 各サークル負担という方法は今までは良い方法と思っていましたが、これからは

一考が必要か 

１人 
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(8) 各町内会で募集をかければ(クラブ活動のみならず）発展するのではないか １人 

(9) 活動クラブは多数あるので、出来るだけ多くのクラブが出られる様にしてほしい １人 

(10) 川鉄祭はいつも１０月末の日曜日なので、文化祭の日と重ならないように。今ま

では文化祭は１１月だった 

１人 

(11) 区民まつりと重なるのはこまる １人 

(12) グループ連協加盟団体の文化祭となっておりますが、少なくってさみしい限り。 １人 

(13) 見学の方も、もう少し多く来てくれたらと思う １人 

(14) 公園に、子どもたちのレクレーションが変わったせいなのか子どもたちの声が聞

こえないように思った 

１人 

(15) 今年の公民館の文化祭開催はないと思っていらした方々も多く声を後日聞く事

もあった 

１人 

(16) 子どもが多く出入りする文化祭になるといい １人 

(17) 子供達も活躍できるとよい １人 

(18) この会は二度と出たくない！ １人 

(19) コミュニティーセンターとかち合わないようになるといい（孫のも見たいと思

い）。 

１人 

(20) 参加が増えるといい １人 

(21) 参加グループを増やす必要がある １人 

(22) 他でもこの時期いろいろな催事があり、重なっているので、一考を必要とする １人 

(23) 担当の人が多いとやりにくいのではと感じた １人 

(24) 小さなお子さんから８５・９０歳のご老人、高齢者世帯と幅広く集える場をセッ

ティングして下さると助かる 

２人 

(25) 駐車場が混雑していたので誘導係の人がいたらよかった １人 

(26) 飛び入りがあったり、この文化祭を勝手に操り、私物化しているのはどうかと思

う 

１人 

(27) 文化祭にしてはさびしい感じ １人 

(28) 見てる人も少なかったのでもっと大勢の人が見てくれると良い １人 

(29) 皆さんの文化祭、舞台であるのを忘れないで欲しい １人 

(30) もっと若い人にも参加するようにして １人 

(31) 来訪者が例年より少ないと感じた。 １人 

  （７）参加者全体についての内容のコメント 

     １３３件中９件 

項番 項目 人数 

(1) 後ろの座席での私語、慎んでと大きくドアに貼って欲しい １人 

(2) 私語、むだ話が多い ５人 

(3) 実技の場で始まっているのに席取りをして、最後まで来なかった。途中で席が足

りず、椅子を運んでいましたがおかしい 

１人 

(4) 立ち見の人がいるのに席に荷物を置いて、座れないようにするのはどうかと思う １人 

(5) 途中で帰る方がいる。皆さん一生懸命練習しているので、最後まで見てあげた方

が良いと思う 

１人 

 

  （８）その他全般についての内容のコメント 

     １３３件中１１件 

項番 項目 人数 

(1) 「人が少ないなあ」と思いました。雨が降ったから仕方ない １人 

(2) 教室の利用方法がもう少し簡単に借りられるようになればと思う １人 

(3) 公民館活動は全般的に低調気味であるのが一般的と思う。高齢化、連携感の欠如

の社会現象の中で仲間を増やす努力が必要 

１人 

(4) 公民館の歴史を記録して下さい １人 
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(5) 公民館は地域の行事の後の飲み会等はやってもいいと思う １人 

(6) 天気が良ければもっとにぎやかだったかな… １人 

(7) 時々、公民館を使わせて頂きますが、エアコンや明りも使うので、せめて一人＠

１００円位の使用料があっても良いのでは 

１人 

(8) 文化祭全体の評価ってなかなか難しいですね。そもそも「実行委員会等の役員」

って何？って感じです 

１人 

(9) 役員になるのが大変との事で退会してしまいますが、グループ連協に入って下さ

るようなご協力を頂けると大変うれしい 

１人 

(10) 私達、見学者は財団とか知らないのでもう少しわかりやすいアンケートにしてほ

しい 

１人 

(11) ワンイヤー4ステージジョウでもヨイトオモイマス １人 

  ３ 満足・不満等以外の内容のコメント 

    ３０９件中１８件 

項番 項目 人数 

(1) 以前は写真を出品していましが、最近は山に登れなくなり山岳写真はあきらめて

退会した 

１人 

(2) クリスマスパーティーはいつか １人 

(3) 公費の援助があるのか？ １人 

(4) これからは、互助の力が必要となるので沢山の地域住民を集める場所、誰もが楽

しく過ごせる場所として活躍してほしい。 

２人 

(5) 仕事で少し立ち寄らせていただきました。次回はゆっくり見に来たいと思う １人 

(6) 市の職員が公民館にいるのではないのですか？教えてほしい １人 

(7) なし、特になし ８人 

(8) 閉校した小学校の有効利用として発表（展示・演技）できる場として活用したい １人 

(9) 毎年、晴天を祈っている １人 

(10) 不明 １人 

 

 


