もうひとつの旅クラブ 2017 年度総会資料

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

2017 年度（第 16 期）事業報告書

１．旅クラブが 2017 年度に取り組んだ事業実績
2017 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、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、当
NPO 有志で実施した「もうひとつの旅」では、富山県氷見市および富山市を訪問し、地域資源と
人的ネットワークを活かした名産品開発、観光客誘致、移住促進など地域活性化を図る関係者およ
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）
「もうひとつの旅～氷見・富山」の実施
（5）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。

（1） 大阪まち遊学の企画・実施
【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
旅人の目線で歩いてみる。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】
大阪まち遊学 2017 の実施
今年度の大阪まち遊学は、各コース担当者がテーマと地域をベースに、コースを造成し実施し
た。その結果、書、文楽、70 年代のまち、西淀川、酒屋など多彩なまち歩きプログラムを実践す
ることができた。
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【事業成果】
大阪まち遊学 2017
以下の 4 コースを実施した。（12 月 16 日の「まちの酒屋（北区編）」は順延しました。
）
参加数
スタッフ
実施日
タイトル
（お客）
参加
大阪の智に遊ぶ－書のまちおおさか昔と今と－
10 月 28 日（土）
2名
3名
伝統芸能「意外にも自由！」な文楽
11 月 11 日（土）
13 名
3名
－復元に揺れた近松門左衛門の大傑作－
11 月 25 日（土）

70’s 昭和のワンダ－ランド！「箕面船場」
－鉄道延伸でまちが変わる「前」に－

5名

4名

12 月 2 日（土）

西淀川 海の道と陸の道

3名

4名

12 月 16 日（土）

まちの酒屋さんめぐり（北区編）

順延
37 名

合計

大阪の智に遊ぶ
－書のまちおおさか昔と今と－

伝統芸能「意外にも自由！」な文楽
－復元に揺れた近松門左衛門の大傑作－

西淀川 海の道と陸の道

70’s 昭和のワンダーランド！「箕面船場」
－鉄道延伸でまちが変わる「前」に－

【主担当】米谷理事長、森副理事長、田尻事務局長、磯上
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（２） 「ご来光カフェ」 1 週間だけの夜明け伝説 の企画・運営
【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 12 回目の開催となった。
【事業内容】
・期 間：2017 年 10 月 1 日（日）～8 日（日）
・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・椅子を設置してご来光
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（スペシャルご来光クルーズ（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
④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
・協 力：大阪水上バス株式会社
【事業成果】
2017 年は、休業日はなかったものの、8 日中 6 日が曇りまたは雨の日で、期間中の来訪者数は 560
名と、昨年に比べると 30 名減少した。天候が晴れた 2 日（10/1、8）については、日曜日というこ
ともあり、150 名以上が来訪された。これは例年の休日と同程度の来訪者数である。この 2 日につ
いては、日曜日であったことに加え、初日及び悪天候が続いた最終日といった特別感のある日だっ
たこともあったことも影響していると考えられる。
クルーズについては、10 年目を記念し、2015 年に運航した「10 年目スペシャルクルーズ」の継
続企画である「スペシャルご来光クルーズ」を昨年（2016 年）に引き続き実施した。クルーズ乗船
人数は 307 名と来訪者のうち 55%が乗船した。これは、12 年間で最も高い割合となっている。
来訪者の感想などを記入いただくメッセージボードへは、延べ 176 のメッセージが寄せられた。
ご来光が見られたときもそうでないときもそれぞれのご来光カフェの空間を楽しみ、再訪したいと
いったコメントが多く見られた。
マスコミの取材は、船場経済新聞（10/6 http://semba.keizai.biz/headline/770/）に掲載されたほか、
FMCOCOLO、毎日放送等で紹介され、ラジオ聴取者の来訪も見られた。
フェイスブックページの開催告知について、リーチ 14,552 人・シェア 76 件であり、これは昨年
の 2〜3 割減にあたる。原因は天気の影響と思われる。しかし、この数は大きく今後もフェイスブッ
クでの情報発信は集客の要となる。
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スタッフについて、今年は新規スタッフ応募が 7 名と例年より多かった。これはフェイスブック
とホームページ、また人づてに積極的に呼びかけたことが功を奏している。今年も新スタッフと経
験スタッフの協力の下、平均約 17 人のスタッフでしっかりと運営することができた。
来訪者の特徴として、スペシャルクルーズを中心とするご来光クルーズをめざして来られるお客
様の割合が格段に増えている。これはリーフレットや SNS で発信される映像にクルーズ船のイメー
ジが大きいためと思われる。ご来光を楽しめるのはクルーズに限らないので、より正確な情報発信
を心掛けていきたい。また、ご来光カフェの魅力は水辺のスペースで、ご来光をきっかけにゆっく
り豊かな時間を過ごしていただくことや、中之島界隈を散策して新たな水辺の魅力を発見すること
であることも積極的に伝えていきたい。
スペシャルクルーズを中心とするご来光クルーズは、大阪水上バスや船運行スタッフの多大な負
担の下に成り立っており、いつまでも継続できるとは限らない。今後は、大阪の水辺の魅力を伝え
たいというご来光カフェの原点に立ち、スタッフのできることを総合してどこまでの活動ができる
かを話し合いながら、新たなご来光カフェの姿を模索することが必須となってくる。
【活動写真】
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【メッセージ】
メッセージボードに寄せられたコメントを以下に掲載する。
○ご来光や朝の風景・時間について
＜ご来光について＞
毎年楽しみにしているご来光、今年もとてもステキでした♡/雲一つないご来光で最高でした!/今日は
今までの中でもカンペキ!/例年にもまして最高でした!!すばらしーーーーー!!/早起きは三文の徳（得？）
すばらしいご来光でした!!/1 年ぶり!最高のタイミングでした(^^)/初めて来ました。最高!!/あっぱれ、ご
来光!/良い 10 月のスタートをきれました。最高の景色でした!/心が洗われました。昨年は雨で見れず
… 最高でした!!気持ちの良い朝でした!ありがとうございました（*^▽^*）/あけました、おめでとう
ございます。ええご来光でした!/すばらしかった!!/今日はよかった!/天満橋のご来光☀
/毎年見に来てます。10/5 今日は残念(~_~;)/太陽さん…

ありがとう。

雲がカッコよかった。パンうまし。/2/8

回の貴重なご来光拝めて最高!!!/ご来光の力で卒業します!/イモーショナルでした。/もう 1 日頑張っ
てみようと思えました。/幸運にもキレイなご来光も見れて、船からも普段と違った大阪を見れて、ステキな
日曜日になりそう♪

ありがとうございました★/朝日がきれいでサイコーでした!!来て良かったで

す!!/最終日サイコーの日の出でした!!いい思い出になりました!!/ご来光、素晴らしかったです!見れて
よかった♪

ありがとうございました!/早起きしたかいがありました。朝日サイコー!!/ご来光とても美し

くすがすがしい空気を味わえました!ありがとうございました。/今年 2 回しか見れなかったご来光を
見ることができて、とても嬉しかったです。今日も 1 日頑張ります☺/人間の力をこえたもの。すば
らしい/今年もきれいなご来光に会えました。ありがとうございます。/近くに住んでますがとても素晴
らしい光景に出会えました。ありがとう/今日は、来て良かったです。久しぶりの友人にも会えたし、日
の出も見れたし、いい予感☺/お天気最高でした!また、来ます!/大願成就

家内安全

目に焼き付けられてシアワセです!!天気も良く、空気が澄んでいて気持ち良かったです♪
たいです(*^^*)v

☀♡

10 月 8 にち にち/最終日にラッキーでした☺

K.K/ご来光、
また来年も来

昨年は雨でした…が、今年

は☀/ご来光見れてサイコーでした。/3 時におきて始発にのったのにクルーズにのれなくてめっちゃ
ざんねん。来年は!!ご来光めっちゃキレイ♡☺

sugane/今年もご来光が観られて Happy でした!又、

来年!!（そ）/キレイなご来光でした!/ご来光が見れて幸せです!!ありがとうございました☺/サイコー!
♡

パワーを頂きました♡/ご来光キレイでした☺☀/山から出てワーってなって 2 分で雲に消えてスー

ッと落ちつく/ご来光拝顔!ラッキーな 1 日のスタートとなりました。来年も楽しみ!/大阪の大好きな
場所での朝日のしゅんかん♡

ありがとうございました。/キレカッタ!/朝一のご来光が見れて最高で

した!/最終日に太陽が見れてよかったです♡

satoco

＜朝の風景・時間について＞
いやされました。ステキな時間をありがとうございます☺/風が気持ちよくて、リフレッシュできまし
た。またきます!/気持ちよかった。ありがとうございます。/スタッフの皆さま、朝早くからありがと
うございます。とてもキレイな景色が見えました♡/寒さを忘れる位楽しかったです!来年も来たいです。
/去年から楽しみにしてました。気持ちよかったです!/ご来光はみれませんでしたが、早起きしてよか
った!ありがとうございました。/愛媛から来ました。寒かったけど朝の澄んだ空気を感じました。あ
りがとう!/くもりでも楽しいクルーズでした。/めっちゃ楽しかった!キレイでした☺/朝日見れた。き
れいでした。コーヒーおいしかった。川からの風景がめずらしく感じた。/すばらしいクルーズ案内でした!!
ありがとう。来てよかったです。/ステキな水都大阪を見て聞いて感じることができました✧✧

あり

がとうございます。/ご来光は見れませんでしたが、朝からテンション上がりました。また来ます!!/朝
やけみたかったー!!でもはやおきしていいきもち♡/たのしかった。あさやけみたかった。（晴れを願うイ
ラスト付）/ご来光見れなくて残念だったけど、朝の空気が気持ちよかったデス♡来年も来たいです!!/
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去年から参加。また来年も。あたたかなコーヒー美味しかったです☺/毎年来てます☀

空がとっても

キレイでいい時間をすごせました☺/残念ながらボヤッとした日の出？でしたが、気分はキリッとしま
した。（ま）/ご来光見れず残念。でも早起きして楽しみに待つのもいいですね。来年こそリベンジ♡/残
念ながらくもり空でした。でも移り変わる空が美しかったです。/とても気持ちいい朝がすごせました☀
ご来光めちゃきれいで感動!!
＜ご来光カフェ全体について＞
夫婦の毎年のイベントになっています。今日は、少し残念でしたが、このひと時が最高です!!/晴れろ!で
もくもり空も悪くないで!（マ）/お客様

まさかの一名

でもご来光☀/今年は寒かったですが、ゆっ

くりしてました/岩田マネージャーのてっぺんからご来光☀/雨でも楽しかったヨ/今年も楽しかったで
す!/今年 2 回目。よかった!/サムイ/ありがとうございました☺/きれいな太陽にコーヒー

おいしかっ

たです。
（コーヒーの絵）/今年も来られて良かったです。幸せな気持ちになれました。/気持ち良くて
楽しかったです/なにもかもきれいだった/今年も来られて HAPPY 120％でした♡

いつもありがとう

かんざ/今回、始発に乗り遅れなくて良かった!!朝から元気をもらいました。今日も 1 日がん

ございます

ばろう。/寒いけど楽しかったです♪/去年は来れなかったご来光カフェ。今年は何とか来れた!しかも
2/8 の確率のキレイなご来光☀✧✧
の絵）/たのしかった!

最終日の最終便。ステキ✧✧

また来年♡

ゆーこ（船とコーヒー

ななせ （プリキュアの絵）/楽しい時間をありがとう!!/感激度 200%

に 1 土、人生に 1 土の絶好のチャンス/ご来光☀

一年

めっちゃ良かったです!コーヒーもおいしかった!!

○クルーズ・川からの風景について
お天気に恵まれ、今回は、はっきりきれいにご来光が見えました。クルーズも楽しかったです♪/今回
のご来光クルーズは、私にとって新たな船出。素晴らしい朝を本当にありがとうございました!/最高
の最高の最高のご来光クルーズでした♡

スタッフの皆様、企画に感謝します。

Jennie♡/ご来光、

サイコーでした。クルーズ、水面からの景観、見応えがありました。スタッフの皆様ありがとうござ
いました。 娘と来たパパ/朝モヤ

クルーズ

ステキでした/水上クルーズは、いつも見てる景色とちが

ってキレイでした!ちらっと朝焼けは見れてよかったです!☀/大阪を新しい角度から見れて楽しかったで
す!ナイス解説でした!/初クルーズでした!ハマりそうです♪

こんどは晴れの日～☺/大阪で 60 年います

が、川から見る景色は初めて見ましたぁ☺/大阪について知らなかったことがたくさんありました。楽
しかったです。/淀屋橋の下をくぐるのは初めてで、とてもスリリングでした。おもしろかったです!!スタッフ
の皆さん、ありがとうございました。/大阪が美しかったです!非常感謝♡/サムイ
い

なんてひだ/船にのれたのはラッキーでしたが…

クモリ

橋通れな

次のチャンスに期待!（今日は寒かった!!）/あ

りがとうございました/ふねたのしかった（笑顔の女の子の絵）/ふねでうれしかった。ありがとうご
ざいます。/1 番船に乗れなくて残念!!…と思ったけど、カフェからのご来光もステキでした!!今年最後
の来光船もとても楽しかった!!来年はぜひ、1 番船/素晴らしいご来光を見れて感動しました!!ご来光ク
ルーズ最高でした!!/ありがとうございました☀

解説が Good!乗る値打ちあり。（ご来光クルーズ船

の絵）/ご来光には間に合わなかったけど、クルーズに乗れて朝から嬉しかった。来年リベンジ!!/ご来
光最高!☀

水上ガイドさんも最高!楽しい感動のひと時、ありがとうございました。/ご来光クルーズ

はじめて参加できてよかった。最終便にのれて感動しました!/きれいでした!ありがとうございました。
次は 5:50 のクルーズにまにあうように来たいですが…次もやって下さいね/スペシャルクルーズ、朝
4 時から来てもねうちあり!また来年よろしくお願いします!
○初来訪の感想
初めて来ました。外国に来た様なステキな風景でした♡

Nao/初めて来ました。とても気持ち良かった

です。朝日と川とコーヒー、最高でした。/はじめてきましたー。みえなくて残念でしたが、きもちい
い朝でしたー。寒かったです。来年リベンジします。/初めて来ましたが、接客もていねいでキレイな朝
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日も見れてシアワセでした♫

来年も有れば来ます。/初めてきました。ご来光最高でした♡

来年もきま

す☺/初ご来光カフェでした。ご来光が見れて、とてもステキな朝でした。スタッフのみなさん、1 週
間ご苦労様です。ありがとうございました!/初ご来光。パワーをもらいました♡
さい。/初ご来光☀

素敵な企画続けて下

感動しました。又、来ます!

○再訪意向
今年もきました。楽しかった!!また来年もきます（生）/2 年前から毎年の楽しみになってます!!また来
年も来ます!/早起きして良かったです!!また来ます☺♡/美しかった。楽しかった。また来たい。/来年
もよろしく。すてきでした♡/次回はもっと早起きしてチャレンジします!!/早起きして来て良かったで
す!又、来たいです!!コーヒー、パン、おいしかった♡/又、来るぞ!/スペシャルな朝になりました。来年
もヨロシクお願いします。/早起きしたかいがありました。次はベスポジで!（ご来光風景の絵）/初め
てのご来光。めっちゃ感動✧✧

来て良かったです☺

来年はベスポジねらいます☀✧✧/昨年来れな

くて、来年は絶対行く!と思ってたので、来れて良かった!来年も来たいです♡/とってもキレイなご来光
でした。今年初めてでしたが、ぜひ来年も来たいです。ありがとうございました。/今年のご来光も最
高でした。またきます♪/すばらしい。また来ます。/☀とってもステキでした♡また来年もたのしみに
しています/早起きしてよかったー（^▽^） 来年もくる♡/毎年楽しみにしています。来年も楽しみに
しています♡/また来ます!!/ご来光はみれなかったので、もう１度きます☺/たのしかったです。またき
たいです☺/楽しかったです!また来年もきたいです。/またきまーす/母の情報でやってきましたが…
(TT)

来年は母と一緒にご来光見にきたいです☺

ありがとうございました!（ち）/毎年来てます。

また来年も楽しみにしています。/また来年チャレンジします/去年も参加しましたが 2 年とも雨☂
来年こそはリベンジしたいです☺
れましたー♡

Thank you!!/来年も来るヨ♡

☂

雨でも楽しい♡/やっと今年こ

次こそ晴れますように♡/来年リベンジしたいです!!/来年も来ます。ありがとうございま

した。/寝坊して見れません!!!(笑)

来年また来ます!!!

てらこ☀/とっても楽しめました♡

すてきな

Café、ありがとうございます!来年も来ようと思います♡♡/ご来光見られてよかったです。来年も来ま
す。スタッフのみなさま、ありがとう/継続は力なり!また来年!!/今年もありがとうございました♡

来

年も来ます!!/ありがとうございました。来年も見たい!!☀
○スタッフに対するメッセージ
ありがとうございます☺☀ 2017.10.1/コモン
とうございました☺
フのみなさま

ありがとうございました!!

金井☺/コモン!!ありが

細井/スタッフのみなさん いつもありがとう☺/初日、よいご来光でしたネ。スタッ

ありがとう（フ）/ 2 回目です。今朝はすばらしい朝日、ありがとうございます。スタ

ッフのみなさま、ありがとうございます。/キラキラのご来光を拝めました。スタッフの皆さん、あり
がとうございます!/スタッフさんが半袖でスゴイっす!おつかれ様＆おはようございます。
（ご来光ロゴ
Ｔシャツの絵）/雨でしたが…スタッフさんの笑顔と船長さんの楽しいお話がとてもよかったです!また来年
来ます!!☺/雨だけど、スタッフさんの笑顔でご来光☀

Thanks!!/残念ながらご来光には拝めませんで

したが、スタッフの皆さんの笑顔と心づかいが朝日のように心にしみ入りました♡

早朝よりのご準備あり

がとうございました!!楽しかったです♪

2017.10.7 塩田/1 年越しの夢が叶いました!日の出パワー!ス

タッフの皆様ありがとうございました♡

（大きなご来光の絵）/スタッフの方が明るく、親切でよか

ったです

【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、泉理事、岩田理事、岸田理事、
福田理事、脇理事、小坂谷監事、中瀬、水谷
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（３） 「大阪川床・北浜テラス」の企画・運営および実施協力
【事業趣旨・目的】
北浜テラスは、今年新規 2 川床 2 店舗が増え、15 川床 14 店舗となった。また、水上ステージと
船寄場の方針がようやく関係者で合意され、工事がスタートすることとなった。
【事業内容】
① 各種会議
・総会（2017 年 5 月 24 日）@キタリシテ
・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 2 川床の新設（合計 15 川床）
-1 北浜ビジネス会館 『MOUNT』
（2017 年 1 月）
-2 昭和興産ビル『北浜倶楽部』（2017 年 11 月）
③ 水上ステージ＆船寄場の設置検討
・大阪府、西大阪治水事務所、大阪水上バス、協議会や地域との協議をへて決定
・照明を中心に景観整備するアートステージと船寄場を２丁目で整備
・船の係留施設は１丁目で整備
④その他
・日本都市計画学会 関西支部 『関西まちづくり賞』受賞 H29.4.8
・川床撤去保証金のルール改定
・店舗連携イベント「RIVER SIDE FROW」開催

定例総会（5/24）

日本都市計画学会関西支部「関西まちづくり賞」表彰式（4/8）

【主担当】泉理事、岸田理事
（泉、岸田は北浜水辺協議会の理事を兼ねる）

（４） 「もうひとつの旅～氷見・富山」の実施
【事業趣旨・目的】
富山の地場で生活を営み、地域おこしを画策する様々なジャンルの方々を訪れ、地域活性化のケ
ーススタディを学んだ。「みらいエンジン」は行政から氷見移住促進の委託を請け、しごと探し・
住い探し・なかま探しの観点で様々な移住支援施策を打ち出す団体。「セイズファーム」は地元で
の原料調達・製造・販売・雇用に拘るワイナリー。宿泊先の「湯の里いけもり」は地元の旅館女将
たちのネットワークを構築し、インバウンド獲得に奔走する。「まちづくりとやま」は富山市行政、
8
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商工会、中小企業が出資、市街地活性化に取組む第三セクター。ヒアリングした学生まちづくりコ
ンペティションは富山大生が考えたビジネスアイデアの実現を支援する事業で、産学連携の成功事
例としては興味深いものであった。
【事業内容】
・日 時：2017 年 6 月 24 日（土）～6 月 25 日（日） 1 泊 2 日
・場 所：富山県 (富山市内 氷見市内)
・訪問先：氷見市 IJU 移住応援センター「みらいエンジン」、ワイナリー「セイズファーム」、
旅館「湯の里いけもり」、株式会社「まちづくりとやま」

旅館「湯の里いけもり」

市内電車環状線 セントラム

氷見市 IJU 移住応援センター
「みらいエンジン」

株式会社
「まちづくりとやま」

ワイナリー「セイズファーム」 「セイズファーム」羊たち

【主担当】米谷理事長、森副理事長、田尻事務局長、岩田理事、岸田理事、福田理事、脇理事、
中瀬、藤原、山本

（５） 情報提供、提案活動事業
（1）～（4）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等を展開した。
◆ブログによる情報提供
ブログにおいて、各種イベントに関する告知・報告等の情報提供を行った。
更新内容は次の通り。
・ご来光カフェが『大阪春秋』に掲載されました！（2017 年 4 月 6 日 up）
・＼祝！／「北浜テラス」が関西まちづくり賞を受賞（2017 年 4 月 22 日 up）
・
【募集】大阪まち遊学 2017、参加者募集！！（2017 年 9 月 2 日 up）
・ご来光カフェ 2017 始動…！！（2017 年 9 月 2 日 up）
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◆Facebook による情報提供
ご来光カフェ、大阪まち遊学それぞれのページでイベントの告知・報告等の情報提供を行った（更
新回数はご来光カフェ 24 回、まち遊学 7 回）。また、所謂「ファン」を表す「いいね！」の数は、
ご来光カフェ 1,172（前年度より+115）
、まち遊学 481（前年度より+57）と、共に増加し、多くの人
にリアルタイムな情報をフォローしてもらえるようになった。今後は Facebook のより積極的な活用
が求められる。
＜ご来光カフェとまち遊学の Facebook ページ訪問状況＞
ご来光カフェ Facebook の利用状況として、リーチ数は、8 月 25 日（6328）
、10 月 4 日（3450）、8
月 26 日（3019）の順であった。開催予告、開催中に 2 つのピークが見られた。リアクション、コメ
ントの傾向も同様であった。
まち遊学 Facebook の利用状況として、リーチ数は、8 月 12 日（466）
、8 月 13 日（286）
、11 月 28
日（258）の順であった。リアクション、コメントはご来光カフェと比較すると断続的に見られた。

ご来光カフェ Facebook ページのリーチとリアクション状況（2017 年 4 月～2018 年 1 月）

まち遊学 Facebook ページのリーチとリアクション状況（2017 年 4 月～2018 年 1 月）

◆HP による情報提供
HP において、各種イベントに関する告知を行った。
更新内容は次の通り。
・
【募集開始！】大阪まち遊学 2017 参加者募集～！（2017 年 9 月 16 日 up）
・ご来光カフェ 2017 始動（2017 年 9 月 16 日 up）
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＜公式 HP（www.tabiclub.org）のセッション数＞
HP アクセス解析ツールである Google アナリティクスは、1 セッションを「ユーザがウェブサイ
トに積極的に関わっている期間」と定義する。2017 年 4 月～2018 年 1 月の月別セッション数を前年
と比較すると、4 月：253（-71）
、5 月：288（-148）
、6 月：239（-92）
、7 月：238（-64）
、8 月：268
（-123）
、9 月：984（-1192）
、10 月：1216（-1203）
、11 月：178（-348）、12 月：156（-317）
、1 月：
180（-217）となった。
ご来光カフェ等、
旅クラブイベントが活性化する秋のセッション数が他の時期より際立って多い。
一方、秋以外の時期のセッション数を増やす魅力アップが必要である。

セッション数の月別変化、前年との比較：ブルー：2017 年度、オレンジ：2016 年度
＜公式 HP を訪問するユーザの OS＞
公式 HP を訪問するユーザの OS を前年と比較すると、第 1 位 iOS：42.9%（+0.1）
、第 2 位 Windows：
31%（+3.2）
、第 3 位 Android：20.3%（+2.6）、第 4 位 Machintosh：5.3%（-4.7）となった。スマホや
タブレットで使われる OS は、iOS や Android でありこれらの合計は 63.2%（+3.6）である。
現在の公式 HP は、スマホ・タブレットに対応できていないため、スマホ・タブレット対応を検
討する必要がある。

ユーザ OS の内訳、前年との比較
◆新聞・ホームページ等への掲載
1．大阪春秋（平成 29 年春号）
「夕陽のまち おおさか」特集 『日常の中の非日常の楽しみかた～
ご来光カフェを通して～』
（羽田副理事長執筆）
2．船場経済新聞『大阪・期間限定「ご来光カフェ」天候に泣かされるもクルーズは盛況』
（2017 年 10 月 6 日掲載）※同日の YAHOO!ニュ－スでも紹介
3．FMCOCOLO HIRO TS AMUSIC MORNING DJ

ヒロ寺平『ご来光カフェ 2017』紹介
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4．毎日放送『ちちんぷいぷい放映』 九条のまち案内人谷口靖弘氏による御堂筋の紹介にて、ご来
光カフェ、ご来光クルーズの紹介（2017 年 11 月 20 日放送）
5．関西ウォ－カ－19 号「秋イベントカレンダ－」
（2017 年 9 月 18 日発行）
6．大阪スケジュール 10 月号『ご来光カフェ 2017』紹介
7．大阪スケジュール 11 月号『大阪まち遊学』伝統芸能「意外にも自由！」文楽－復元に揺れた近
松門左衛門の大傑作－紹介
8．大阪スケジュール 12 月号『大阪まち遊学』まちの酒屋さん（北区編）紹介

大阪春秋（平成 29 年春号）

船場経済新聞（10/6）

YAHOO!ニュ－ス（10/6）

大阪スケジュール 10 月号、11 月号、12 月号
【主担当】福田理事、磯上、藤原
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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が、今年度は 2 名の会員減となった。
◇2017 年度の会員数
・正会員

24 名（前年度比 2 名減）
0 名（前年度比増減なし）

・賛助会員
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、その他事業の企画・
実施方策等を協議した。
◇総会（第 15 回）の開催
・開催日時：2017 年 3 月 18 日（土）16:00～17:00
・会 場 ：
「巴うどん」
（大阪市阿倍野区阿倍野筋 1-3-5）
・出 席 ：17 名（内書面出席 6 名）
・議 案 ：2016 年度事業報告及び決算報告
2017 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
◇理事会の開催
理事会は、2017 年 3 月 18 日（土）に 8 名参加にて行われた。
総会後の理事会にて理事長、役員の再選の理事会が行われ、再任された。
◇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 28 日（土）10 名参加

2 月 26 日（日）9 名参加

4 月 1 日（土）6 名参加

6 月 3 日（土）8 名参加

7 月 8 日（土）8 名参加

8 月 10 日（木）3 名参加

9 月 10 日（日）7 名参加

11 月 23 日（祝・木）6 名参加

なお、各運営委員会は当 NPO に興味のある人にオ－プンで行われ、9 月には、ご来光カフェ決
起集会、事務準備を行い、ご来光スタッフ 6 名の参加があった。

(２) 財源確保の充実と課題
2017 年度は、収入面では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したが、悪天候でイベント参加者
の大幅減少などもあり、運営の基盤となる定常的な経費をまかなうことはできなかった。
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。
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