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健康ふれあい交流会アンケート結果 

 （平成 27年 1月 31日 グランシップ） 

 

１ アンケート属性 

  回答者数：380人 （男性 71人 女性 302人 性別不詳 4人 年齢不詳 3人） 

 

  10代  17人 

30代   5人 

40代  21人 

50代  27人 

  60代  76人 

70代  177人 

80代  50人 

 

 

 

２ 地域 

 

  東部   69人 

中部  315人 

西部    4人 

県外    2人 

 

 

 

 

３ 何で知ったか（情報源・・・複数回答可） 

 

  ポスター    35件 

チラシ      70件 

新聞        11件 

財団情報誌  28件 

県民だより  21件 

知人や友人 133件 

その他      91件 

（出演者から、老人会、シニアクラブ等） 

無回答      12件 
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４ 内容 

 

 良かった 316人（83％） 

 普通    36人（9％） 

 不満    2人（1％） 

 無回答   26人（7％） 

 

 

 

５ よかった内容（複数回答可） 

  チアリーディング       117件  似顔絵            59件 

  熟年メッセージ        150件  骨密度測定会    76件 

  ダンス             87件  自立体力全国検定  28件 

  シニアコーラス        117件  食の体験コーナー  67件 

  リフォームファッションショー 124件  美術作品展示      20件 

  鰹節のうた体操         84件  ポスター          18件 

  吹奏楽演奏          175件  標語展示          14件 

  お楽しみ抽選会         49件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 次回の来場 

   

来場したい     325人（85％） 

  来場したくない  3人（1％） 

  わからない   37人（10％） 

  無回答     15人（4％） 
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７ ご意見（自由記述欄から） 

 ①熟年メッセージ 

  ・女性の強さと積極性を感じました。少しでも自分も感謝と笑顔で一歩を踏み出そうと

思う。（70代男性） 

・熟年メッセージを聞くことをメインに来たのですが、3 人だけでなくもっと多くの方

の作品にふれたいと思います。（70代男性） 

・熟年メッセージ発表は、豊富なディスプレイに視線がとどまり、発表者への視線が、

それがちとなってしまった。ディスプレイの数を割愛されたらいかがと思いました。

（80代男性） 

・熟年メッセージでは「私のいきがい」がよかった。（50代女性） 

・出来れば普通の方達（公務員等）を選んでもらいたかった。（60代女性） 

・熟年メッセージは大変勉強になりました。（60代女性）とても良かった。（70 代女性） 

  ・熟年メッセージお三方、とてもうらやましいやら参考？になりました。（60代女性） 

・入賞した方のプログラムもあると良かったです。（50代女性） 

・私も見習いたいです。（70代女性） 

・グランプリの方のテレビ見ました。改めて本人の声を聞いて今の自分の生き方に反省

しています。（70代女性） 

  ・60～80才近くになってきても、ますます元気に楽しんで生きている。とてもすばらし

いと思った。三者ともに共通して前向きでいることがすばらしかったです。（70 代女

性） 

  ・若者から熟年者に望むメッセージも聞いてみたい。（80代男性） 

  ・年を重ねることのむずかしさと楽しさを味わうことができました。（70代女性） 

・三名の方の発表も舞台の真中でやっていただいたらなお引立つと思います（80代女性） 

  ・老後の生きがいを楽しく過ごされ、希望を与えられる作文でした。（80代女性） 

・三名のメッセージの後の話の長さ、声は小さい、眠気が来る。（70代女性） 

  ・入賞者のメッセージはすばらしい。特に西島さんの張りのある声でわかりやすく内容

もよく感激しました。私も今年は一歩踏み出そうと思いました。（70代女性） 

・講評が長すぎる。要点でよい。（70代男性） 

  ・熟年メッセージ昨年とても感動して今年も来場しました。一番メインの熟年メッセー

ジの発表者数の減少に失望感を感じました。もう少し多数の方のお話を聞きたかった

です。（70代女性） 

  ・三人の話が長い。歌の方がいい。（70代女性） 

・人生で高齢になって付き合う人の数が増える程幸せな人生だと思っておりますが今日

の発表を聞いてまさにこの方達はそんな生き方を率先してされている人達だと思いま

した。とてもいい人生の勉強になりました。（70代女性） 

・多くの方が知ると良いと思います。町内等にチラシが入ると良いと思います。（60代女

性） 
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②児童、生徒の出演した演目 

  ・吹奏楽演奏とてもよかったです。（50代男性）（70代女性）（80代女性） 

 ・中学生が熟年向けに良い歌を演奏して感動しました。アンコールして欲しかったです。

（60代男性）（60代女性）（70代女性）（80代女性） 

  ・東豊田中吹奏楽の皆さんありがとう。演歌を演奏なんて粋な演出を楽しませてもらい

ました。（70代男性） 

  ・東豊田中の吹奏楽演奏が花を添えてくれました。とても素晴らしかった。（70代男性） 

  ・東豊田中学校の吹奏楽は「大感激」でした。選曲も親しみやすく楽しめた。（70 代男

性） 

・中学生とは思えないすばらしい吹奏楽でした。練習をたくさんしているのがよくわか

りました。（50代女性） 

  ・吹奏楽涙が出るほどすばらしかった。また聞きたい（60代女性）（70代女性） 

  ・吹奏楽の時代劇メドレーがとてもよかったです。（60代女性） 

  ・吹奏楽演奏は、先生の演出がすごい。（60代女性） 

  ・とくに東豊田中学校の吹奏楽はすてきでよかったです。（60代女性） 

  ・吹奏楽の時代劇スペシャルは懐かしく心がなごみよかったです。司会の二人のテンポ

がうまかった。また、ｖソロの一人一人がすごかった。全体にすばらしい演奏で感動

しました。（70代女性） 

  ・吹奏楽でひばりちゃんの歌もやってほしかったよ！（70代女性） 

  ・中学生がこれらの曲に挑戦しようとよく頑張ったと感心しました。もしできるなら一

曲だけでよいので生徒さん達がやりたいと思う曲、また、おじいちゃんおばあちゃん

に紹介したい今風のものがあったらいいなと思いました。（70代女性） 

  ・加藤学園の若さあふれる踊り、あのパワーをありがとう。勉強頑張ってね。全国大会

へ目指せ。（７０代男性） 

  ・ダンスもかわいくて、きれいでした。（70代女性） 

・チアリーダーさんの、ダンスに全然ついていけません。せっかくなら自分たちのパフ

ォーマンスだけ見せて下さい。若くてかわいい分残念。一緒でなくていいんです。（60

代女性） 

・チアリーディングで一緒に踊ろうは絶対に無理です。やはり年齢に応じた無理のない

ことをすべきです。でもダンスは元気一杯で良かったです。元気をもらいました。（70

代女性） 

 

③全体として 

・「交流会」がどのような会かな？と思い、興味を持ち来場いたしました。学生・高齢者

の発表とも楽しかったです。（40代男性） 

・飽きることなく慣れることなく新たな発見ができる健康管理をする大切さを感じまし

た。（60代男性） 

・地域の皆様と交流をもって元気で健康ですごしたいと思います。今日はありがとうご

ざいました。（60代男性） 
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・最初のロビーのエントランス体験コーナーに寄ったので、時間がかかり、交流会イベ

ントは全部見られませんでした。初めて来ましたが楽しい一日でよかったです。（60

代男性） 

・マンネリ化した生活の中では良いイベントでした。（60代男性） 

・毎回参加しています。参加出来ることが元気のあかしです。来年も楽しみにしていま

す。（70代男性） 

・案内員の皆様、ご苦労様でした。（70代男性） 

・楽しく一日を過ごさせていただきました。（７０代男性） 

・高齢者の方々が活躍されている様を伺い元気がでました。ありがとうございました。

（70代男性） 

・司会者の歯切れのよい語り口が非常に心地よかった。（70代男性）（70代女性） 

・係の方が皆、感じがよかった。司会者もステキでした。（70代女性） 

・参考になる事が多く今後も参加したい。元気がもらえた。ありがとう。（70代男性） 

・若い人も含めての交流会良かったです。年寄りだけではつまらないし進歩がない。（70

代男性） 

・シニアコーラスでは、なつかしい音が耳に心地よく思わず唄ってしまいました。先生

が観客席を向いて、参加者もコーラスの一員になるよう仕向けてほしかった。（70 代

男性） 

・大満足でした。何度でも時間があれば聞きに来たいと思います。ありがとうございま

した。（80代男性） 

・交流会毎年出かけてます。今年は昨年より多かった。（80代男性） 

・大変よかったです。ほんとうに来てよかったです。ありがとう。（80代男性） 

・みんなすごくやさしくて楽しかったです。また来たいです。（10代女性） 

・今回はすばらしい会に招待していただきありがとうございました。とても楽しくでき

て会場の皆さんも楽しめてよかったです。（10代女性） 

・すごく元気をもらえました。また来たいです。きれいな楽屋を用意していただき、あ

りがとうございました。（10代女性） 

・今日は参加させていただきありがとうございました。また機会があったら参加したい

と思います。（10代女性） 

・初めて来ましたが、次回はもっとゆっくり来たいなと思いました。（40代女性） 

・毎年、参加しています。来年も参加できたらよいと思います。（50代女性） 

・私より年齢の上の方々がイキイキ生活しているのを見ると本当に元気をもらいます。

私も何か生きがいを見つけて楽しい老後を過ごしたいと思います。（50代女性） 

・ご高齢の方も元気に活躍されている様子。すてきでした。ファッションショーもどの

作品も素敵でした。（50代女性） 

・60歳代、70歳代に向かい希望とやる気、元気をもらいました。来年もぜひ来たいです。

（50代女性） 

・初めての参加でしたが、心がリフレッシュされ楽しい、ひと時でした。（60代女性） 

・鰹節のうた体操を楽しくおどっちゃいました。（60代女性） 
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・骨密度測定は良いと思いました。（60代女性） 

・楽しい時間を過ごせて、友人と 4人で踊って歌って幸せでした。（60代女性） 

・シニアの頑張りもとても良かったと思う。若い年代の人達からは特にパワーをもらい

よかった。（70代女性） 

・楽しい時を過ごす事ができました。これから先の人生に役立てていこうと思いました。

（70代女性） 

・どこの会場もサポートの人達が親切で判りやすく説明してくれて助かった。ありがと

う。（70代女性） 

・鰹節のうた体操座っていても出来、楽しく思いました。（70代女性） 

・シニアコーラス歌詞があってよかった。一緒に歌っちゃいました。（60代女性） 

・久し振りにコーラスの方々と一緒にハミングし楽しかったです。また、来年も来たい

と思います。（60代女性） 

・四季を歌う会の皆様そろって良かったです。（70代女性） 

・コーラスの歌詞が出てよかったです。（80代女性） 

・映像ありで前回見に来た時より一体感を味わった。（60代女性） 

・似顔絵描いていただいてよかったです。（70代女性） 

・初めて似顔絵を描いてもらい、記念になりました。大事にとっておきます。（70 代女

性） 

・リフォーム、捨てるのは簡単ですが何かにならないかと考え実践して新しいものに変

化し誕生させるのはすばらしい。（70代男性） 

・リフォームファッションショー、最高！！すばらしい！！（60代女性） 

・リフォームをなさる方の心意気に感心します。（70代女性） 

・私は昔、洋裁をやっておりました。リフォームファッションショーで和服のリバーシ

ブルで着られるコート等、よい参考になりました。（年代不詳女性） 

・リフォームしたい着物、帯が沢山箪タンスの中に眠っており、勉強会（講習会）があ

れば参加したいです。（70代女性） 

・昔の着物が沢山あるので作ってくださる方を紹介してください。お願いします。（80

代女性） 

・食品体験コーナーで焼津の塩を知り、これからは使いたいと思います。（年代不詳女性） 

・健康ふれあい交流会とても感動致しました。次回もぜひ参加させていただきたいと思

います。（60代女性） 

・心がすっきり、本当に楽しかったです。又、来年も必ず来ます。（70代女性） 

・初めての参加でしたが、とても楽しいひとときでした。もっと大勢の方に参加してほ

しいと思しました。（70代女性） 

・この場にいると勉強になるものばかりで、家に閉じこもっていないでよかったと思い

ます。（70代女性） 

・大勢の参加者によるいろいろな催しがありよかったです。運営の方々に感謝いたしま

す。来年もよろしくお願いします。（70代女性） 

・今回２度目の参加ですが、素晴らしい企画に感動しています。（80代女性） 
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④ご意見 

  ・出演者同様、来場者も発表者の保護者以外にも多くの多世代の方が来場されればいい

なと思いました。熟年メッセージ、シニアコーラスとも皆さん女性でしたが、もっと

男性の発表者がいてもいいなと思いました。（40代男性） 

  ・藤枝から来ましたが、この会の認知度が低いと思います。偶然出会った出演者からこ

の会を教えてもらい来場した次第です。次回からは世代を越えた来場者が増えるよう

宣伝をお願いします。（50代男性） 

・市内山間部から近所の同年輩の方をお誘いして参加しました。車のドライバーとして

務めましたが行き帰りの安全について保険の面でもご配慮願えれば次回も参加したい

のですが。足があればもっと多くの参加者があると思います。（70代女性） 

  ・もっと PRすべきです。会場が少しさみしいと思いました。（60代男性） 

・こんな事をやる事をいつ知らせて下さっているのですか。（70代女性） 

  ・ポスターに 11 時 30 分からとあり、舞台での開始が 12 時 30 分でした。入場可能時間

を明示して下さい。（70代男性） 

・宣伝（ポスター貼り場所）が少ない。もっと宣伝、ＰＲを望む。（70代男性） 

・11時 30分は中途半端。12時 30分からにして下さい。（70代男性） 

・開場時間を 11時にしてください。（70代男性） 

・男性の出演者が少ないと思います。（70代男性） 

・私は、バスと電車できます。できたらもう少し早い時間から始めて下さい。せめてお

日様のあるうちに家に帰りたいです。（70代女性） 

  ・交流会の参加団体に偏りがみられる。スポーツ少年団、サッカー（リフティング、ヘ

ディング）、空手（組手）、太鼓、バレー、卓球等の特技を披露させてみてはどうでし

ょう。（70代男性） 

  ・アンケート用筆記用具のペンが折れていました。（70代男性） 

  ・会場で 90歳以上の元気な高齢者を紹介する方法は？（80代男性） 

  ・足下が暗くて危ないので照明等の工夫をして下さると良いです。時計の表示は常につ

いているとありがたいです。（40代女性） 

  ・年齢のためか発表の最中に席への出入りが多すぎるように感じました。（60代女性） 

   

  ・あまりにも遠く山奥で生活しているのですべての県の行事に参加は難しい。（60 代女

性） 

  ・東部地区でも開催してほしいです。（70代女性） 

  ・各地で催してほしいです。軽食があると良いけど。（70代女性） 

・長時間になるので休憩を入れてほしい。（70代女性） 

  ・コーラスでは「ご一緒にどうぞ！」のひと言がほしいです。（70代女性） 

  ・シニアコーラスは歌謡曲も入ったらと思います。（70代女性） 

・エントランスは来場者順に開場してくれたら良かったと思う。（70代女性） 

  ・リフォームファッションショーの作品を近くで見たいので会場を一回りして下さると
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いいなと思いました。（60代女性） 

・ファッションショーもう少し人数を増やしてほしいです。6 名ではちょっと淋しいで

す。（70代女性） 

  ・リフォームは魅力があります。もっと大勢の出演を希望します。（70代女性） 

・体力検定は年ごとに内容ややり方を変えてほしい。（70代女性） 

  ・このような事を年に 2回くらい行ってください。（70代女性） 

  ・宣伝をもっと大々的にして、シニアの方々に見ていただきたいと思います。（70 代女

性） 

  ・もう少し宣伝があるといいと思います。知らない人も多いと思います。（70代女性）（80

代女性） 


