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１．旅クラブが 2015 年度に取り組んだ事業実績	 

2015 年度は、「大阪まち遊学」、「ご来光カフェ」といった当 NPO がこれまでに開発、実践して

きた事業を継続しつつ、「大阪まち遊学」では高石商工会議所との連携継続によりさらに新たなコ

ース作りに取り組み、多くの参加者を集めた。 

また、今年も継続・継承されている「北浜テラス」の活動も、当 NPO会員の積極的参画により、

プロジェクトでの重要な役割を果たしながら、地道な成果をあげてきているといえる。その他、前

年度に続き、当 NPO 有志で実施した「もうひとつの旅」では、初代理事長が地域活性化に取り組

む大分県豊後大野市を訪問し、当地の活性化を図る関係者及び団体等と意見交換・ヒアリングを行

い、ネットワークの拡充に繋がった。各地域で活躍する人々に出会い、全国にネットワークを広げ

る活動として、今後も継続的に展開していきたい。 

各活動についての新聞、雑誌、ホームページ、ブログにおける情報発信も充実し、「ご来光カフ

ェ」や「大阪まち遊学」などの集客にも結びついてきているといえる。 

 

以下が本年度の主な事業項目一覧である。 

 

 

（1）「大阪まち遊学」の企画・実施 

 

（2）「ご来光カフェ」の企画・運営 

 

（3）「大阪川床・北浜テラス」の企画・調整および実施協力 

 

	 	 （4）都市大阪創生研究会「まちあるき企画」の実施 

 

（5）「もうひとつの旅～豊後大野」の実施 

 

（6）情報提供、提言活動事業 

 

 

これら事業の詳細や組織内評価分析を以下に報告する。 

 
	 

マチに学び都市を楽しむ／まちづくりＮＰＯ	 

特定非営利活動法人	 もうひとつの旅クラブ	 

2015 年度（第 14 期）事業報告書	 
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【事業趣旨・目的】 

自分が身近に生活するまち（居住地でも勤務地でも構わない）を

旅人の目線であるいてみる。普段なにげなく接しているそのまちに

いままで気がつかなかった魅力を発見してしまう。その魅力をその

人の視点で紹介、自慢し、再び訪れたくさせる。旅人とジモティと

の出会いを生み出す新たなコミュニティ・旅のプログラムを造成し

まちの活性化を促進する。 

 

【事業内容】	  

① 	 大阪まち遊学 2015の実施 

② 	 高石商工会議所主催	 高石まち歩きツアーの実施 

 

■例年の大阪まち遊学は、まち歩きするエリアを定め、そのエリア内に潜在する魅力を掘り起こ

すことでコースの造成をしていた。今年度は、従来のやり方から脱却し「大阪の粋をはしごす

る」をメインテーマとして、特定の地域に拘らないコース造りに試験的に取り組んだ。その結

果、職人・大阪のおばちゃん・伝統芸能など多種多彩なまち歩きプログラムを実践することが

出来た 

 

■昨年同様、高石市商工会議所よりまち歩き企画の委託があり「高石まち歩き」のまち歩きコー

スの造成と実施をした。 

 

【事業成果】 

① 大阪まち遊学 2015 

以下の 5コースを計画し、4コースを実施した。 

実施日 タイトル 参加数 
（お客様） 

2015/11/ 01（日） 色の生まれる現場たち 
 

10名 

2015/11/ 07（土） 大阪の粋な「おば（場）ちゃん達」 6名 

2015/11/14（土） 文楽人形、「生きてるみたい！？」に見える謎 9名 

2015/12/20（日） ぶらり鶴見 不催行 

2016/01/16（土） 貝塚で粋（すい）な処をはしごする 6名 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	          	  合計	 	 31名 

 

【主担当】米谷理事長、脇理事、小坂谷監事、田尻事務局長	 

	 

	 

	 

	 

（1）	 「大阪まち遊学」の企画・実施	 
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	 	 大阪まち遊学 2015 の様子	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

② 高石まち歩きツアー 

・日	 時：2015年 5月 23日（土）、5月 30日（土） 

 (いずれも午前 10時 00分〜13時 10分) 

・参加者：5月 23日（土）	 14名 

5月 30日（土）	 17名 

・内	 容： 

	 	 	 テーマ	 「マニアックな高石を訪ね歩く」 

	 	 	 	 〇南海本線	 高石駅集合 

	 	 	 	 〇専称寺「寺内見学と住職の講話」 

	 	 	 	 〇旧家 井上家住宅内見学「住人による家屋内説明」 

○毎日放送高石送信所「MBS社 社員による送信設備およびアンテナの技術説明」 

	 	 	 	 	 ○ガレージキット制作・完成品販売『仁工房』「店舗見学 ガレージキットに関する説明」 

	 	 	 	 	 ○鹿児島物産アンテナショップ『いまよし茶舗』訪問 

 

	 	 	 高石市内における普段は訪れ難い少しマニアックなスポットを訪ね歩いた。 

毎日放送高石送信所は今回初めて一般の見学を受け入れて頂き、同社の技術部門社員による 

放送設備に関する技術的な説明を聞いた。仁工房においては特撮ものを中心にしたガレージ 

キット制作と完成品制作の工程（型作りから塗装）に関してオーナーより詳細を聞いた。 

 

・主催：高石商工会議所	 	 ・共催：高石市 
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高石まちあるき 

	 

	 

【主担当】米谷理事長、脇理事、田尻事務局長、小坂谷監事	 

	 



もうひとつの旅クラブ 2015 年度総会資料 

5	 

 
	 

 

【事業趣旨・目的】 

市民共有の資産である「中之島の水辺」を舞台に「都心の

自然」という魅力の発掘を行い、水辺という公共的空間の過

ごし方、使い方を多様な側面から提案し、各人それぞれの

「中之島時間」を発見していただくことで、実施期間後、1

人でも多くの方に中之島の豊かな普段使いをしていただく

ことを目的とし、今年で 10回目の開催となった。 

 

【事業内容】 

・期	 間：2015年 10月 1日（木）～8日（木） 

・営業時間：5:30～8:30 

・場	 所：大阪水上バス淀屋橋港桟橋 

・内	 容：①桟橋を装飾し、テーブル・椅子を設置して朝日

を眺めるカフェを営業、飲み物は 400円で提供 

②アクア miniによるミニクルーズの実施（今年は、10年目スペシャルクルーズ（5:50

出港）を実施、その他 6:30より随時運航、乗船料 1,000円ワンドリンク付） 

③専用ホームページによる PRと営業日誌の公開 

④10年目ご来光カフェに向けたメッセージ募集のためのメッセージボード設置 

⑤継続的な開催のための賛同者・ボランティアスタッフの募集 

⑥ご来光カフェ ロゴ入りコースターのお客様への配布 

⑦10年目限定ピンバッジの配布（オープン日のスペシャルクルーズ乗船者・カフェ来

訪者の各先着 10名） 

・協	 力：大阪水上バス株式会社 

 

【事業成果】 

今年はご来光カフェの 10年目ということで、日の出前の 5時 50分に出港して船上から日の出を

楽しめる「スペシャルクルーズ」を企画運航した。期間中は天候に恵まれ 8日間全て営業、かつス

ペシャルクルーズの集客増もあって、延べ 847名という 2012年に次ぐ多くの来訪者があった。 

企画の段階からオペレーションについての議論を重ね、開店からご来光時間（6 時過ぎ）にかけ

て集中する来訪客の混乱を避けるため、スペシャルクルーズ専用受付を設けるなどの対応を行った。

これに加えて日々スタッフから出る意見を取り入れてオペレーションを改善することにより、例年

みられる受付での停滞や飲食の待ち時間が長すぎる不満が極めて少ない円滑な運営をすることがで

きた。これには長年連続して参加してくれるボランティアスタッフの経験や熱意が一役買っている。 

ご来光クルーズの乗船者数は 446 名で、過去最多の乗船者となった。これは来訪者の半数以上

（53%）が乗船していることになり、スペシャルクルーズ運航の効果もあるが、ご来光カフェとク

ルーズはセットで楽しむというのが来訪者のスタイルとして確立しつつあることを示している。毎

年快く協力していただける大阪水上バス株式会社とクルーズ担当の船長に深く感謝したい。 

（２）	 「ご来光カフェ 2015」の企画・運営	 
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マスコミの取材は、船場経済新聞（10/3	 http://semba.keizai.biz/photoflash/898/）に掲載されたほか、

FM（FMcocolo､FM802）及び AM（ラジオ関西・森脇健児の遊わーくウィークリー（9/29放送））の

番組内でも紹介されたのを聞いて来られたお客様も例年と同じく見られた。 

また、今年は、Facebook ページにおいて開催告知を掲載したところ、リーチ 23,193 人・シェア

85件（掲載から約 23時間後時点。）となり、昨年度以上の伸びを見せており、Facebookでの情報伝

播がご来光カフェの周知に大きく寄与しているといえる。 

日の出前のスペシャルクルーズを行うことで、来訪客の飲食と座席の分散がおこり、混雑の緩和

につながることが把握できた。来年度の実施に向けては、クルーズ実施の枠組みを含めた全体的な

ご来光カフェの運営方法の検討が必要と考えられる。また、スタッフについては、ボランティアス

タッフも増えて、シフトを組める人数も充実しつつある状況にあるが、特定のメンバーに負担がか

かり過ぎる問題がおきている。役割に偏りや固定化が起こらないような新しい運営体制も考えてい

くことが必要である。 

また、来訪者に対しては、接客・運営の円滑化による快適性の向上とあわせて、単なるカフェで

はないご来光カフェを通じての、水辺での時間の使い方、中之島界隈の魅力を発見してもらえるよ

う水辺の魅力を伝えるコミュニケーションが重要と考えられる。 

 

【活動写真】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【クリエイティブアウォード関西 2015へのエントリー】 

毎年『関西圏を中心とした創造的な活動』をジャンル、

自薦他薦問わずに募集し、その勇気ある取組に対して関

西、そして全国からエールを送るプロジェクトである

「クリエイティブアウォード関西 2015」に、「ご来光カ

フェ」としてエントリーした。第 1次書面審査を通過し、

第 2次審査に選出され、岩田理事によるプレゼンの結果、

第 2位を受賞した。 
 

授賞式の様子	 

（難波経済新聞掲載記事より）	 
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■エントリーシート内容 

○『クリエイティブ』アピールポイント 

私たちは普段暮らしている街を、どう感じ、どのように接しているのだろうか？新しい何かを持

ち込むのではなく、素顔のままの新しい見え方や面白がり方はないだろうか？今年 10年目を迎える

ご来光カフェはそんなインスタレーション。大阪で唯一東西に水面が抜ける淀屋橋。両側のビルに

阻まれ年に 2回 8日間しかご来光が見えない 10月に、大阪水上バスの船着場をカフェに設え、東に

そびえる生駒の山を眺めながらご来光を待つ。自然は気まぐれ、ご来光が出るかどうか、ギャンブ

ルでもある。ご来光が出た時のみんなの感嘆の声、写真を撮る姿、鏡のような水面が真っ赤に染ま

る美しさ、普段のビジネス街からは想像出来ない感動がある。スタッフの淹れた珈琲を片手に、街

が動き始める早朝のひとときをゆったりと過ごす。そんな街の楽しみ方があってもいいのではない

か。 

○活動内容について 

「ご来光」という、言葉では言い表せない荘厳な自然のドラマが、大阪市内のど真ん中で体験で

きるイベントです。NPOや、毎年この時のために集まるボランティアスタッフのメンバーが、大阪

水上バス株式会社の船着場で早朝 5：30 からカフェをオープンします。期間は毎年 10 月 1 日から	 	 

8日間。スタッフが真心込めて淹れる珈琲や手作りの軽食をお出ししてお客様をお迎えしています。

また 1 日 2 回、土佐堀川を周回するクルーズツアーもあり、朝の心地よい空気を感じながら、いつ

もと違った角度から川沿いの街並みや近代建築を見ることが出来ます。今年は 10回目を記念して、

船上でご来光が拝めるスペシャルクルーズを企画。その他特別な企画も予定しております。 

 

審査講評より 
<一次審査>	 ○大阪の秋の定番になっている。○その場に居合わせた人同士の交流が生まれている

ようだ。○日常的な風景をちょっと見方を変えることで、特別な風景にしていく試みは、非常にい

いと思う。同じのような視点で街の中でいろんな素晴らしい風景を生み出す可能性がある。○早朝

の大阪に新しい観光資源を発掘し、期間限定ながら１０年間続けてこられていることは最高の評価

に値します。○地域の魅力を限りなくシンプルに活用している	 ○ご来光の感動を、まちなかの日常

にお祭り的感覚で演出されているところが素敵ですね。自然と隣にいる人と笑い合えるノンバーバ

ルなところもいいですね。	 ○大阪の名物の一つに定着している。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

<二次審査>	 ○年間で限られた瞬間を大切にして自然に向き合う、面白い取り組みだと思います。	 

○消費的な方法でなく、今あるものを再発見するのは、生産的で心温まる活動だと感じます。○人々

が日の出の一瞬に立会い、感動を分かち合う場が日常に作り出されていることが	 その土地に生きて

いることを再認識させるすばらしい取り組みです。○日常の中の小さな喜びを真剣に企画にする姿

勢に好印象を持ちました!	 ○朝日と夕日と月明かりで街は違って見えますが、特に朝日が差してい

る街をゆっくりと見られるのは貴重な体験だと思います。○１年に数日しか見られない「ご来光」

とカフェを組み合わせた活動に魅力を感じました。街の普段は見せない景色を多くの人が発見する

点、１年に１回のお祭りみたいにボランティアやお客様が集まっている点に好感を感じ、自分も訪

れたいと思う内容でした。10	 年の長期にわたって活動されている点に敬意を表します。今後の末永

い活動を応援しています。	 ○日の出という新たな活力とか有難いものという点に目が行きがちです

が、眺めている足元(ここでは街)の別の一面を発見することにも繋がるのですね。面白い!	 

 
【主担当】岩田理事、小坂谷監事、脇理事、羽田理事、中瀬、 



もうひとつの旅クラブ 2015 年度総会資料 

8	 

 

	 

【事業趣旨・目的】 

北浜テラスは、今年新規 3 川床 2 店舗が増え、12 川床 11 店舗となった。また、大阪府との水

上ステージや船着場の設置など新たなコンテンツや風景をつくるための協議を行った。あわせて、

協議会の理事による業務分担を進め、自律的な運営体制を推進した。 

 

【事業内容】 

①各種会議 

・総会（5/29） 

・理事会（原則毎月１回） 

②テラスの設置・運営、テラス新設への支援 

・テラス 3川床の新設（合計 12川床） 
-1	 石原ビル	 	 オリザ・中之島スピニング店 （6/26オープン） 
-2	 北浜１丁目平和ビル	 １Ｆエントランス川側…店舗ではない 

-3	 EDKビル	 農家厨房北浜店（8/17オープン） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③その他 

・協議会の作業分担、事務局外部委託検討 

・覚書の改正 

など 

 
【主担当】岸田理事、泉理事 

（泉、岸田は北浜水辺協議会の理事を兼ねる） 

（３）	 	 「大阪川床・北浜テラス」の企画・調整および実施協力	 
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【事業趣旨・目的】 

前年度の大阪まち遊学で行った「外国人から見た大阪」をテーマと

する調査検証を踏まえ、大阪の新しい魅力発見につながる取組みとし

て、都市大阪創生研究会から「大阪を楽しむ英語ガイドブックの作成」

におけるまち歩き企画を受託し、大阪大学の留学生向けに 5コースを

造成・実施した。 

コース造成にあたり、留学生の意見やアンケートでは大阪のまちに

対する関心は多岐に亘った。出身国の違い以上に、個人の興味や価値

観等によりまち歩きに求められるものが異なる点では日本人と同様で

あった。日本で生活し日本語が堪能な人達なので、大阪まち遊学のよ

うに、身近に生活するまちを旅人目線で歩くことで見出した普段なに

げなく接しているまちに潜む魅力を伝えた。留学生が実際にまちで興味を持った場所やものの感想

からは、意外と我々が面白いと思うものに留学生も反応していることが伺えた。 

同研究会では英語ガイドブックに代えて、上記のまち歩き企画と実施結果をまとめた「留学生と

歩くもう一つの大阪めぐり」を発行した。 

 

【事業内容】	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

(1) まち歩きコースの企画・実施 

①天満・天神コース 

	 ・日	 時：2014年 10月 26日（日） 

	 ・参加者：16名 

②阿倍野・天王寺コース 

	 ・日	 時：2014年 11月 15日（土） 

	 ・参加者：12名 

③難波・道頓堀コース 

	 ・日	 時：2014年 11月 16日（日） 

	 ・参加者：12名 

④大阪城周辺・京橋コース 

	 ・日	 時：2014年 11月 30日（日） 

	 ・参加者：15名 

⑤大阪駅構内・大阪駅前ビル・お初天神コース 

	 ・日	 時：2014年 12月 6日（土） 

	 ・参加者：16名 

 

(2) ワーキンググループの運営 

	 	 	 ①ミーティング：8回	  

	 	 	 ②コース下見歩き：2回 

	 	 	 ③振り返りワークショップ・交流会：1回 

（４）	 都市大阪創生研究会「まちあるき企画」の実施	 
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【活動写真】 

    
天満・天神                 天満・天神	 	 	 	 	 	    	 阿倍野・天王寺 

   
難波・道頓堀             大阪城周辺・京橋           大阪城周辺・京橋 

   
       大阪駅構内・大阪駅前ビル・お初天神            振り返りワークショップ 

 

【主担当】米谷理事長、森副理事長、羽田副理事長、田尻事務局長、小坂谷監事、泉理事、 

岩田理事、岸田理事、脇理事、磯上 
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【事業趣旨・目的】 
もうひとつの旅クラブの初代理事長 李有師氏は今、大分県豊後大野市で（一社）ぶんご大野里の

旅公社専務理事として、観光まちづくり事業に取り組んでいる。そこで、「もうひとつの旅 2015」
の訪問地を豊後大野に定め、里の旅公社の取り組みについて現地視察を中心にヒアリング・意見交

換を実施した。豊後大野市は平成の大合併で大野郡 5町 2村（三重町、清川村、緒方町、朝地町、
大野町、千歳村、犬飼町）が集まってできた大分南部の内陸のまち。古くから農業が盛ん。近年で

は数多くの野球場、グラウンド、テニスコートなどを活用したスポーツ合宿の地としても有名にな

りつつある。 
 
【事業内容】 
・ 日時：2015年 4月 10日（金）～12日（日）2泊 3日 
・ 訪問先：大分県別府市、（一社）ぶんご大野 里の旅公社、豊後大野市内など 

   
「さんふらわあ」で別府へ	 	 	 	 別府まちなかアート	 	 	 	 	 緒方ポタリング 

   
原尻の滝	 	 	 	 	 	 	 	 辻河原石風呂 体験	 	 	 	 	 	 石風呂 集合写真 

    
豊後大野市長･李専務理事と	 	 	 	 	 	 普光寺磨崖仏	 	 	 	 	 	 	 	 	 ラムネ温泉 

 
【主担当】米谷理事長、森副理事長、羽田副理事長、田尻事務局長、小坂谷監事、岸田理事、 

岩田理事、泉理事、福田理事 

（５）「もうひとつの旅～豊後大野」の実施	 	 
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	 (1)～(5)の他にも、まちづくり NPO として、大阪のまちの魅力を再発見・開拓し、多くの人々と

共有するために、各種情報提供や提言活動への参加などを展開した。 

 

◆ブログによる情報提供 

2015年 4月にブログをリニューアルし、過去に実施した大阪まち遊学の報告、ご来光カフェ、2015

年大阪まち遊学の告知・報告など情報提供を行った。 

上記イベント開催時には、ブログのみならず Facebook、Twitterなどにおいて、メンバー各自によ

るアナウンスが行なわれた。 

 

更新内容は次の通り。 

・四代目新理事長、就任初仕事は・・・HP、blogの整備！（2015年 04月 03日 up） 

・2013年度、2014年度、大阪まち遊学レポート全コース UPされました（2015年 06月 18日 up） 

・今年のご来光カフェはプレミアム！！（2015年 09月 05日 up） 

・ご来光カフェ 2015＠大阪･淀屋橋港にウチから間に合うか？調べてみた。NAVERにまとめ 

（2015年 09月 28日 up） 

・プレミアム、10年目のご来光カフェ開催まで、あと 2日！！（2015年 09月 29日 up） 

・ご来光カフェが、ラジオで放送されました！！（2015年 09月 30日 up） 

・限定ピンバッジ（2015年 09月 30日 up） 

・船場経済新聞でご来光カフェを、紹介していただきました（2015年 10月 03日 up） 

・今年の大阪まち遊学、始まります！！（2015年 10月 11日 up） 

・2015年ご来光カフェ、終了しました（2015年 10月 11日 up） 

・大阪まち遊学 2015‐大阪の『粋』（すい）第一弾	 色の生まれる現場たち 

（2015年 10月 14日 up） 

・大阪まち遊学 2015 ‐大阪の『粋』（すい）第二弾 大阪の粋な「おば(場）ちゃん達」 

（2015年 10月 15日 up） 

・大阪まち遊学 2015 ‐大阪の『粋』（すい）第四弾（2015年 10月 21日 up） 

・大阪まち遊学 2015 ‐大阪の『粋』（すい）第五弾 貝塚で粋（すい）な処をはしごする 

（2015年 10月 21日 up） 

・大阪の「色」を辿る小さな旅に、一緒に出掛けませんか？（2015年 10月 27日 up） 

・開始迫る！！大阪の粋な「おば（場）ちゃん達」（2015年 11月 05日 up） 

・ご来光カフェが・・・！！クリエイティブアウォード関西 2015の一次審査を通過しました！！ 

（2015年 11月 09日 up） 

・これぞ、大阪上方の粋－すいｰ 文楽人形、「生きてるみたい!?」に見える謎 

（2015年 11月 09日 up） 

・NPOもうひとつの旅クラブが、『関西ウォーカーＴＶ』に出演！（2015年 11月 29日 up） 

・大阪まち遊学 2015‐大阪の『粋』（すい）	 貝塚・まちあるき（2015年 12月 04日 up） 

 

 

（６）	 情報提供、提言活動事業	 
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◆新聞・ホームページ等への掲載 

1. 都市と建築のブログ『豊後大野：里の旅』（Vol.30） 

2. 泉州エンタ『高石まちあるきツアー』	 (2015年 04月 14日掲載) 

3．高石市議会議員 松本よしひろ のブログ『高石まちあるきツアー』	 (2015年 05月 31日掲載) 

4.	 ラジオ関西『森脇健児の遊・わーく・ウィークリー』（2015年 9月 29日放送） 

5.	 FM（FMcocolo、FM802）『「ご来光カフェ」紹介』（2015年 9月） 

6．船場経済新聞『大阪期間限定の「ご来光カフェ」10年目 生駒山からの朝日を望む』 

 （2015年 10月 03日掲載） 

7.大阪スケジュール 10月号『ご来光カフェ 2015』 

8.関西ウォーカーTV『活動報告、まち遊学紹介』（2015年 11月 24日） 

 

◆講演・発表 

①パブリックデザインセミナー「北浜テラス	 水都大阪	 水辺再生の試み」 

・主	 催：パブリックデザインコンソーシアム 

・開	 催：2015年 11月 12日（木）	 コトブキ DIセンター2階ホール 

・担	 当：岸田理事 

※公共空間のデザイン、制度や基準、製品等の現状を知り、新たなパブリックデザインのあり

方を考えるセミナー。北浜テラスの活動紹介を行う。 

 

②クリエイティブアウォード関西 2015	 授賞式 

・主	 催：一般社団法人ワオンプロジェクト 

・開	 催：2015年 12月 6日（日）	 ACDC;02 

・担	 当：岩田理事 

※関西圏を中心とした創造的な活動をジャンル、自薦他薦問わず募集し、エールを送るプロジ

ェクト。「ご来光カフェ」活動で応募し、ファイナリスト 16組に選ばれ、授賞式でプレゼン

を行い、第 2位に入賞。また、当日プレゼンテーション賞を受賞した。 
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▲ 都市と建築のブログ『豊後大野：里の旅』（Vol.30） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ 泉州エンタ『高石まちあるきツアー』 
	 (2015年 04月 14日掲載) 
 

▲ 船場経済新聞『大阪期間限定の「ご来光カフェ」
10年目	 生駒山からの朝日を望む』 
（2015年 10月 3日） 
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◆情報提供は HP（アーカイブ）とブログ（最新情報）との積極的使い分け。 

◆HPによる情報提供 

●2015年 4月～更新履歴 

	 	 大阪まち遊学 2013年度 2014年度及びご来光カフェ 2012年 2013年 2014年度アーカイブ作成。

アーカイブということでWhat’s newへの記載停止。 

◆ブログによる情報提供 

●ブログ更新回数は 24回、新理事就任（1）、ご来光カフェ関連（9）、まち遊学関連（14） 

今年度は一年ぶりに大阪まち遊学が開催、従来のように「一つの場所」ではなく「一つの 

テーマ」にそって設えられたプログラムが新たな可能性を開拓した。 

また、昨年に引き続いての更新はご来光カフェ。記念すべき 10 年目開催が行われ人気を博し

た。上記イベント開催時には、ブログのみならず Facebook、Twitterなどにおいてメンバー各自

によるアナウンスが積極的に行なわれ、それら連動によってブログアクセスが伸びていると思

われる。 
◆2015年 04月～2016年 02月、サイト更新アクセス分析結果。 

●ページビュー（アクセス数） 

昨年の更新ページアクセス総合計は、4月（91）6月（52）9月（343）10月（1,354）11月（258）

12月（44）1月（52）、総計（2,424） 

一年通してのブログアクセス総合計（更新ページ以外へのアクセスも含む）は、16,375／前年

度より＋5,127 

●参照元 URL  

旧もうひとつの旅クラブ HPサイト、新ブログサイト内、および google検索からが主となって

いる。 

	 ●2015年度総合計ページビュー上位 3 

	 	 ◇大阪まち遊学 2015‐大阪の『粋』（すい）‐第一弾	 色の生まれる現場たち（364）2015/10/14 

◇お待たせしました！今年の大阪まち遊学、始まります！！2015/10/11（233） 

◇大阪まち遊学 2015 ‐大阪の『粋』（すい）‐第二弾	 大阪の粋な「おば（場）ちゃん達」（225）

2015/10/15 

●国別のページビュー 

日本（8,536／前年度より＋2,016)、アメリカ合衆国(6,919／＋2,767)、ロシア(190／84)、 

ポルトガル（177）、中国(31／＋1)、ウクライナ（29／＋14）、ポーランド（25／＋0）、 

イギリス（24／＋4）、フランス（22）、ドイツ(21／＋5)、の順となり、昨年入っていた大韓民

国、オーストラリアが欄外になり今年はポルトガルからのアクセスが新たに加わっている。 

●オペレーションシステム別のページプレビュー 

Linux／6,291 (40%)、Windows／6,208 (39%)、iPhone／1,164 (7%)、Android／875 (5%)、Macintosh

／」860 (5%)、iPad／217 (1%)、iPod／27 (<1%)、Other Unix1／3 (<1%)、DoCoMo／9 (<1%)、iPod 

touch／8 (<1%)	 以上より Linuxと Windowsが逆転を果たしたのち、さらに Linuxが伸びてお

り、iPhoneも昨年に引き続き存在感を増している。 
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２．旅クラブの組織活動（組織活動の充実と強化）と財源確保	 

（１）組織活動、市民参加による事業促進	 

①会員の拡大 
大阪まち遊学の参加者との交流やご来光カフェの運営ボランティアスタッフの充実などを通じ、

当 NPO の活動主旨に賛同いただける方の発掘に努めた。今年度は会員数、2 名増加した。当 NPO
の活動に関心を持っている方は着実に増えている。 
◇2015年度の会員数 

・正会員	  26名（前年度比 2名増、1名減） 
・賛助会員	 0名（前年度比増減なし） 

②組織活動 
昨年度と同様に運営委員会を月例で開催し、大阪まち遊学、ご来光カフェ、その他特別な事業の

企画・実施方策等を協議した。また、まち遊学に加えて、OSAKA 旅めがねに運営協力しているメ
ンバーを中心として OSAKA旅めがねのコ－ス企画・実施を行い、他のメンバー等も実施のサポ－
トを行った。企画調査業等につては、今期中実施に至った業務はなかったものの、企画の打診があ

り、引き続きの検討課題となった。 
◇総会（第 13回）の開催 

・開催日時：2015年 3月 21日（土・祝）16時 00分～17時 00分 
・会	 場	 ：「Bar &Grill Lei the Table 北堀江」（大阪市西区北堀江） 
・出	 席	 ：12名（書面出席 7名）、欠席 6名 
・議	 案	 ：2014年度事業報告及び決選報告 

2015年度事業計画及び収支予算の審議 
役員改選 
懇親会も同店にて開催する。 

◇理事会の開催 
理事会は総会に先立ち 2015年 3月 21日（土）に 7名参加にて行われた。 

◇運営委員会の開催 
以下の通り、理事・会員混合型の運営委員会を開催し、各事業の企画・運営協議を行った。 

1月 16日（金）8名参加	 	 	 2月 20（金）10名参加	 	 	 4月 25日（土）11名参加、 
5月 29日（金）7名参加	 	 	 6月 27日（土）7名参加 	 	 7月 25日（土）7名参加 
8月 29日（土）14名参加	 	  9月 27日（土）8名参加	 	  10月 25日（土）9名参加 
10月 25日（日）9名参加	 	  11月 28日（土）7名参加	 	 12月 27日（日）15名参加 
各運営委員会は当 NPOに興味のある人にオ－プンで行われ、1月 1名、8月 4名のオブザーバー

の参加を得て行われた。6 月には、ご来光カフェ・キックオフミーティングを行い、ご来光スタッ
フから４名の参加があった。今年はご来光カフェがスタートして 10年目となる。 
	 

（２）財源確保の充実と課題	 

2015年度は収入面では委託事業に加え、ご来光カフェなど定着化した自主プログラムをプログラ
ム毎に収支バランスを取る原則で着実に継続し、支出面では管理費を最大限圧縮することにより、

運営の基盤となる定常的な経費をまかなうことができた。ご来光カフェについては、10年目を迎え
られた喜びを参加者やボランティアスタッフと分かち合うため、保有資産を活用して記念品及び 10
年の歩みを示す掲示板を制作した。 
今後も多様な活動を継続していくためには外部からの委託業務の受託が重要であり、引き続き委

託事業の開拓に努めるとともに、自主事業の更なる魅力向上を図っていく必要がある。 


