
 

【アンケート結果】 

深草ふれあいプラザ２０２１オンライン 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

【自由記述】 

Q5.の回答について、理由をお聞かせください 

・観ていて微笑ましい 

・身近に開催の様子を知ることができた 

・皆さんの活き活きした活動が手にとるようにわかったから 

・楽しい様子が見られました 

・地域を知るのにいいと思う 

・開催内容が良くわかりました 

・情報発信 

・どんな活動なのかがわかりやすい 

・無難な作り方だと思った 

・こんなにも活躍されている方が大勢いらっしゃって皆様イキイキされてい

るのを見て驚きました 

・コロナ禍の中密集を避け、動画を見られたから 

・動画がわかりやすい 

・楽しそうな動画が良かった 

・楽しそうな様子が分かったこと 

・コロナで発信出来て良いと思います 



 

・きっちょうくんは可愛いが、わかりにくいところがあった。 

・普段見ることの無い地域の皆さんの活動を知ることが出来た 

・各年齢層の溌剌とした集まりの提供 

・いつもはベンチとかで見るのもいい席は取られて知り合いとかに会うとゆ

っくり見られなかったのですが、お家なのでゆっくり見られました 

・さまざまな催しの内容を知ることができた 

・身近に感じられなかったから 

・いろいろ活動されていることを知れて良かったです 

・子供がいるので、地域でのイベントや行事に参加していきたいと思いまし

た 

・コロナ禍で集まる機会が減り、地域の皆さんの素晴らしい活動がホームペ

ージで見られとても良かったです 

・沢山の方々が年齢に関係無く、広範囲に活動されている様子について上手

くまとめられ、わかりやすい内容でした 

・地域の方達の活動を見ることができたのでよかったです。自分の子どもも、

幼稚園の時にふれあいプラザで発表したのを思い出し、家族にとっても良

い思い出です。 

・活動内容がわかりやすくまとめられている 

・地域の方たちの活動の内容がよくわかりました 

・どの動画もコンパクトにまとめられて、時間をかけずに見ることができた 

・さまざまコンテンツを用意してもらっており、楽しめたから 

・引っ越してきたばかりでコロナで出歩く機会がなかったので、地域の活動

が知れたから 

・コロナ禍の中、オンラインという感染リスクのない参加で、楽しむことが

できたから 

・楽しそうだった 

・いつでも繰り返し見ることができます 

・クイズに当たりそうだから 

・楽しみが沢山有りとても満足感が有りました 

・深草の各種団体の活動がゲームや催しでよく分かった 

・毎年子供と参加してたので、オンラインでも子供がみても楽しめるゲーム

的な要素があればよかったです 

・いろんな情報を知ることが出来た 

・それぞれの団体の熱心なご尽力や活動がよく分かってきたから 

・地域の方々の活動を知る事ができて深草をより身近に感じる事が出来まし

た 

・食べ物が美味しくてステージも楽しかった 

・見やすかった 

・色んな催しがされてるのを知る事ができた為 

・動画もわかりやすく、解説もわかりやすかった 

・いろんな活動をされているのがわかった！ 

・沢山の方の活動が動画で見る事ができて、わかりやすく、良かったと思い

ます 



 

・楽しかった 

・沢山の人出の中でゆっくりと観たり観賞出来なかったのが、何回も観てそ

の場にいるような感覚で楽しめました 

・色々なイベントをされているのを知り、興味深かった 

・今迄知らなかった各種団体の活動内容等を知る事ができて良かった 

・昨年、夏に深草に引っ越してきて、深草での活動を知ることができて、 

是非、一度参加してみたいと思いました 

・普段気づかなかった深草の良さを知ることができた 

・多岐にわたる取り組みがわかった 

・動画が面白かった 

・YouTubeが面白かった 

・フラダンスがよかった 

・藤森神社のドローン映像がよかった 

・参加した時の楽しかったことを思い出せた 

・過去の活動がわかりやすくアーカイブ化されていたため 

・楽しく活動している 

・参加団体の活動の様子がよくわかったため 

・コロナで中止になっていたのでオンラインで見れて良かった 

・動画も入っていて、知らないこともわかりやすく解説されていたため 

・ムービーだと活動内容がよく解っていいと思います 

・楽しくきょうとを学べた 

・きれいにまとまっていて分かりやすかった 

・コロナ禍で地域のつながりが希薄になる中、オンラインで地域の様子がわ

かるのは良い 

・知らなかった内容がたくさんあったので楽しめたから。再開した時の楽し

みが増えました。 

・楽しそうな雰囲気が伝わってきていいと思います 

・以前、子どもがステージに参加させていただいたことを思い出して、懐か

しく嬉しい気持ちになったため 

・楽しい遊びがたくさん見られて面白かったからです 

・楽しい遊びがあったから 

・動画が面白かった 

・出店されている各団体さんがどういった団体なのかがしっかり紹介されて

いて、よく分かったから 

・活動内容がよく分かった 

・どのような活動団体があるのかわかった 

・今まで時間が間に合わず見られなかったステージも見られて良かった。子

どもたちやご近所の方との新たな会話のきっかけになりそうです。 

・コロナ禍で色々なイベントが中止される中、工夫して開催されているとこ

ろが良いと思いました 

・素敵でした 

・当日の様子がわかりやすかった 

・楽しそう 



 

・みなさん楽しそうでした。機会があれば、参加したい。 

・内容が判って良かったです 

・動画を見て雰囲気が分かり、楽しそうだったから 

・コロナ禍で引きこもりがちになることが多く、交流が少ないのでいろんな

方の活動を見られて元気をもらえました。 

・いろいろな活動をされていることを知り、興味深いと感じました 

・いろいろな活動を知ることが出来ました 

・動画がたくさんあって面白かったです 

・いろいろな取り組みに参加してみたいと思ったから 

・自分の学校での取り組みが見られたから 

・動画の数が多すぎるし、一つずつが長いと思う 

・コロナ禍でさまざまなイベントが中止される中、オンラインで楽しめてよ

かったです 

・たくさん動画があり様子を見ることができた 

・地域の活動がよくわかりました 

・未知の地域の活動を知ることができた 

・色々な動画の説明があって、わかりやすかったから 

・興味が湧く記事があった 

・今まで知らなかったことが知れた良い機会だと思ったから 

・初めて知るきっかけになったから 

・初めて知ったゲームなどもありまた参加する際の楽しみが増えました 

・子供がステージに参加させてもらっていて、いつも通りなら見に行って遊

んで帰れるはずだったのに残念でしたが、こうやってホームページで見せ

て頂けたのでうれしかったです。ありがとうございました。 

・好きな時に見られるから 

・みんな楽しそう 

・時間をかけてゆっくり使用することができた。それぞれの団体の様子もよ

くわかった。 

・やっぱり実際に体験しにいきたい 

・楽しめた！ 

・今まで各団体のあまり知らなかった部分の活動内容等が理解できました 

・色々な地域の取り組みがわかってよかった 

・いろんなイベントが動画でわかりやすかった 

・知っている人がいておもしろかった 

・イベントを楽しんでる様子がわかるから 

・地域の思わぬことを知りたい 

・子どもの頃深草に住んでいて、参加していました。昔の写真を見てすごく

懐かしく思いました。 

・懐かしくなり、また行きたくなったから 

・見やすい 

・地域の方々と楽しい時間を過ごし、ふれあいを大切にしていて、観ていて、

楽しかったです。 

・地域の事がよくわかり大変良かった。 



 

・引っ越して来たので住民の身近なふれあいセンターのような所を知りたい

と思う 

・実際のふれあいプラザではあまり知ることの無い、裏方の大変なお仕事を

知った 

・幅広い年齢の方が色々な活動に参加されている様子が楽しそうで素敵でし

た 

・これまでは会場でしか見られなかったことがいつでも見られたり、普段接

することのない他学区の様子を知ることができて良かったです。 

・地域の事が自宅に居ながら何度も調べる事ができるので 

・地域の交流が活性化される取り組みがなされていると思いました。 

・今の時代にあっていて、いつでも楽しく拝見できるのがよかった！ 

・直感でタップすると見たいところに進むからわかりやすいです 

・色使いが目を引くし、吉兆くんもかわいいから 

・良いデザインだがアーカイブのショートカットを次々クリックした際に色

が変わらないのでどこまで開いたか分かりにくい点を減点すると｢とても

良かった｣には為らなかったため。 

・これからも、オンラインで発信していくとよいと思う。 

・色々な団体があり、活動内容も分かり、良かった 

・地域振興 

・画面が見やすい。吉兆くんが可愛い 

 

 

Q6.今後、深草ふれあいプラザにつきまして、御要望や御意見がありましたらお

聞かせください 

 ・コロナ禍で開催できないためこうして閲覧できて楽しい気分になれました 

 ・地域で長く続けてください。いつか参加したいです 

 ・コロナ禍なので、オンラインでのふれあいがあってもいいと思います。 

双六や将棋から始まり、カードゲームや MMOも視野に入れて・・・ 

 ・早目に予定を入れて友達を誘って(1人では何となく行き難くて)行ってみた

いですね 

 ・早くコロナが収まり、人が集えるプラザができるといいですね 

 ・ぜひ参加したいです 

 ・ぜひ家族で参加したいです 

 ・もっと身近に参加できるように工夫したら、大勢の方々が参加します 

 ・きっちょうくんのグッズが欲しい 

 ・どうぞお住まいの方々が笑顔になれるページづくりを 

 ・おっさんが楽しめるイベントにしてほしい 

 ・オンラインもゆっくり見られて良かったのですが、やっぱり生でも見たい

のでどちらもやってもらえたらいいんですが 

 ・子供が楽しめるイベントがあると嬉しいです。地域の食材を購入できる機

会があると良いなと思いました。 

 ・ステージがもっと沢山の色々な発表の場になればいいと思います。 

コーラスや吹奏楽等。 



 

 ・引き続き末永く続けていただきたいと思います 

 ・今までの様に開催されるのを楽しみにしています 

 ・今後も続けて欲しいです 

 ・コロナ禍が落ち着けば実際に集まれる場をつくっていただきたいです 

 ・この調子で結構ですよ 

 ・色々な催しを実施してください。楽しみにしています。 

 ・此れからも色々な企画をして欲しい 

 ・毎年継続してほしい 

 ・これからも楽しみにしています 

 ・今までどおりに継続して欲しい 

 ・地域の皆さんへの、内容のピーアールがまだまだ足りないのではないかと

感じる。新聞やチラシも良いけれども、声での伝達も必要ではないかなと

も思う。足を使っての声掛けも良いかもしれません。 

 ・来年度は対面で開催されることを楽しみにしています 

 ・早くコロナが終息して再開して欲しい 

 ・コロナで開催されず寂しいですが、また再開される日を楽しみにしていま

す。色々大変だとは思いますが、頑張ってください！ 

 ・子供達がいつも楽しみにしています。コロナが収まり、また子供達の楽し

みが戻ってきますように 

 ・今年、開催出来ることを願っています 

 ・自治会、町内会等も参加出来るように考えて欲しい 

 ・コロナ禍の今、なかなか行事に参加したり、見聞きすることができなかっ

たですが、今回、回覧板でこのような情報が回ってきて、深草の新しい一

面を知ることができました。コロナが落ち着けば、是非子どもを連れて参

加したいと思います。SNS等での発信もしていただければ、ありがたいです。 

 ・コロナ禍でコミュニケーションを取る機会がなく、深草の情報を得るきっ

かけとして、子育て中にはありがたいです 

 ・内容は分かりませんが、男性が多数参加できそうなものがあればいいと思

います 

 ・今後も楽しいイベントをして下さい 

 ・また開催して欲しい 

 ・楽しいイベントだったのでまた開催してほしい 

 ・一度参加してみたい 

 ・コロナが収まったらまた開催してほしい！めちゃくちゃ楽しかったから！ 

 ・参加しやすいよう工夫して発信すれば良いと思います 

 ・コロナで開催できない場合でも、今回のようにオンラインで楽しめるよう

にしてほしい 

 ・毎年楽しませてもらってました。コロナ禍がおさまったら、オンラインで

はなく是非また実際に開催してもらいたいです。 

 ・抽選会は盛り上がる反面、すごく時間がかかる印象だったので、コロナ禍

が落ち着いて今後現地開催が再開しても、事前オンライン抽選にして、発

表だけ当日行う形式でも良いかと思いました。 

 ・お茶やお華など、小学生の子どもと親子で一緒に参加できるイベントを開



 

催してほしいです 

 ・毎年家族で参加を楽しみにしていたので中止になり残念ですが、こうして

オンラインで発信してもらえると参加した気分になれるのでいいと思いま

す 

 ・大きいイベントではなく、少人数で参加できるイベントをたくさんしてい

ただけると嬉しいです 

 ・早くコロナがおさまって、みんなで思い切り楽しめる時が来たら、ぜひ参

加したいので、とびきり楽しめるイベントをお願いします！ 

 ・ゲームをたくさんしてほしい 

 ・既存のものだけでなく、学生さん達に新しくやりたい事を募ってみては？ 

 ・来年はまたリアルで!でもオンラインも続けてほしいです 

 ・機会があれば参加させていただきたいです。早く安心して集えるようにな

ってほしいです 

 ・楽しそうな企画を期待します 

 ・またホームページ見ます 

 ・ページ移行を簡単にしてほしい。タッチ箇所を判りやすいのが良いです。 

 ・子供が行きたいと言っていたので、参加できる日が楽しみです 

 ・再開やオンラインの更新楽しみにしています 

 ・コロナが終息して、ふれあいプラザに参加したい 

 ・イベントを発信して欲しいです 

 ・コロナがおわったらまた絶対参加したいです 

 ・飲食も遊びも毎年同じ感じなので少し変えてもいいと思う 

 ・どんな形でも続けていくことに意味があると思うのでこれからも継続して

欲しいです 

 ・動画がある場所がわかりづらかった 

 ・早くコロナがおさまって、また参加出来るのを楽しみにしてます 

 ・みんなで集まって深草ふれあいプラザのイベントに、参加したいです 

 ・いろいろな企画をしてほしい 

 ・いろいろな分野について特集してほしい 

 ・早く通常通り開催できるといいなと思います 

 ・子供がふたりいて、上の子は楽しく参加させてもらっていたのに下の子は

全然何もなくて…コロナが落ち着いたら思いっきり子ども達を遊ばせてあ

げれるように開催してほしいです。 

 ・息子と参加したことがあります。街の身近な方がやってくださっているの

で安心して参加できます。ネットの方も家族で見て元気をもらいました。 

 ・オンラインの取り組みは良かった！！ 

 ・また次のふれあいプラザを楽しみにしています 

 ・これからも期待しています！ 

 ・早くコロナが終息して、また元のふれあいプラザを開催してほしいです 

 ・またやってほしいです 

 ・また参加したい 

 ・ゲームをまたやりたい 

 ・早くリアルで出来る日がきますように 



 

 ・開催できるようになってからも動画配信をしてくれると嬉しいです 

 ・こどもが楽しめる遊びや大人が楽しめる美味しい飲食の提供を期待してい

ます 

 ・家族がまだそちらに住んでいるので、機会があればまた参加したいと思い

ます 

 ・頑張ってください 

 ・これからも、楽しく、生き生きした町であってほしいです 

 ・毎年たくさんの参加があり、最後のビンゴゲームで残念ながら最後まで参

加したのに何も当たらずがっかり帰られる方がいらっしゃいます、簡単な

景品で良いので沢山の方に当たるか、何も当たらなかった方に何か残念賞

があればいいと思います 

 ・もっとお店の紹介などがあればイイと思います 

・ 今年は開催されなくて、すごく残念です。子供も毎年楽しみにしてたの

に。。。来年は、楽しみにしてます 

 ・コロナ禍で、企画、運営大変だったと思います。ご苦労様でした 

 ・取り組みにどんなものがあるのかなど、今後また Web で追ってみたいと思

っています 

 ・コロナ禍が明けたらまた以前のようなたくさんのコーナーや抽選会をして

いただきたいです。毎年楽しみにしていました 

 ・また対面で実施される日を楽しみにしています★ 

 ・山科区のようにウォーキングポイントが付くような健康に関する企画 

 ・コロナにより、集まる機会が無くなりつつあると思います。オンラインが

高齢者まで浸透して、発信できるものになれば良いと思います 

 ・コロナ禍の状況でもありますが、令和４年度はなんとか開催出来るといい

ですね。今まで通りの開催は難しいと思いますが、区民の皆さんが楽しめ

るイベントを期待しています(^^)/" 

 ・やっぱり藤森神社でやりたいです 

 ・楽しそうな画像なので、都合がつけば参加したい 

 ・会場が土なので埃っぽい。当初の会場が良かった 

 ・経費縮小して、各関係団体が連携して、自主的に運営して、継続できるよ

うになるとよい 

 ・コロナが落ち着いたら、藤森神社で実施して欲しい 

 ・継続して欲しい 

 ・メルマガも作ってもらえればもっと良い 


