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費用対効果

大金をＣＭに使うのは反対だ。そんな資金があるなら、支部活動の支援、も

しくは会費負担を減らして欲しい。会員からは会費が高いと言われるばかり

です。

"費用対効果について"のコメントを参照ください。

費用対効果
掲載回数・出画数が少なく、解説も短いので、ほとんどの人は見落としたの

ではないか、と感じ、「費用対効果」に疑問がある。
"費用対効果について"のコメントを参照ください。

費用対効果

広告活動の良し悪しは、あくまで費用対効果で判断すべきであり、効果の確

認も、客観的な評価基準が必要と考えます。個人的には、今後の類似活動の

際の貴重な参考事例として、もっと費用を抑えて同様のことができなかった

のか、等を良く検証し記録を残して頂きたいと思います。

"費用対効果について"のコメントを参照ください。

費用対効果
コストが非常に高く感じます。ＣＭを見た後の寄付金より抑えたものが製作

費が理想だと思います。
"費用対効果について"のコメントを参照ください。

費用対効果

悪い取り組みと答えた理由は、

・費用対効果をよく検討されたか疑問

個人的には全く見合っていないと思っている

・多額の寄付金はACではなく他の事に使ってほしかった

"費用対効果について"のコメントを参照ください。

費用対効果

社会の理解を求めるか活動はとても大切ですので、今後とも宜しくお願い致

します。難を言えば費用対効果を考えれば他の選択肢もある様に思います。 "費用対効果について"のコメントを参照ください。

費用対効果
良い広告ですが会員数も伸び悩み会費の集まりも減り　長く続けるには資金

の問題があるのではないですかね！

ご指摘の通り、AC広告活動を継続的に続けるには予算上無理があります。今回

は、まずは一度やってみた、ということになりますが、継続して続ける価値があ

るのか、しっかりと費用対効果を精査する必要があると考えています。

費用対効果
高額なお金がかかったと聞いています。違った形での境界の広報活動にあて

たほうが良いのでは？具体的にはよく分からないのですが。

色々な広報のカタチを模索していきたいです。会員の皆様の知恵と行動力を募り

たいと思います。

費用対効果 内容は良いと思うがコストがかかりすぎ。
色々な広報のカタチを模索していきたいです。会員の皆様の知恵と行動力を募り

たいと思います。

自由記述のコメント全文（中）とそれに対する理事会によるコメント（右）



費用対効果

今回は一年間の広告キャンペーンであり、広く多くの人に告知できたのか疑

問である。テレビを使ってのキャンペーンであったがローカル局が多く、費

用が高く、継続するのは困難です。また別の形でキャンペーンを企画してい

ただきたいです。

"費用対効果について"のコメントを参照ください。

費用対効果

 AC広告キャンペンの目的の1つに寄付金を集める事もあったと思います  寄

付金に関してどれくらいの効果があったかを具体的に教えていただきたいで

す  以上よろしくお願いいたします

"費用対効果について"のコメントを参照ください。

費用対効果

「自身で目にしたACの広告露出について」で、選択肢に「見たことがな

い」がなく、しかも必須回答だったので、やむを得ず「その他」としまし

た。「非常に悪い取組みである」とした理由は、AC広告に支出した多額の

費用を会報等で会員に報告しないためです。それを会員に知らせずに、この

取組みの良否をアンケート調査しても、ほとんど意味がないと考えます。

AC広告の支出については、"費用対効果について"のコメントを参照ください。ア

ンケート調査の意味につきましては、ここでの一連の分析や報告内容をお読みに

なっていただいた上で、今一度その意味を考えて頂ければと思います。

費用対効果
AC広告の経費負担金は協会にとっては大きいと思いました。しかし、啓蒙

活動は必要だと思います。
"費用対効果について"のコメントを参照ください。

費用対効果

ＡＣキャンペーンで筋ジスの患者の思いを世に知らしめたことは評価しま

す。

一方、この広告キャンペーンに高額の費用を要した筋ジス協会として「費用

対効果」を分析するために、どのようなことをすべきか理事会で検討してい

ただきたい。その上で、効果がマイナスであったかプラスとなったかを数値

化できたら（できなくとも）筋ジス協会会員に伝える義務があるのでは、と

思います。

"費用対効果について"のコメントを参照ください。

費用対効果 実際、どのような効果があったか知りたい "費用対効果について"のコメントを参照ください。

費用対効果

　筋ジストロフィーという病気を広く社会に理解してもらうためには、マス

メディアを活用した広報は重要と考えますが、課題は費用対効果だと思いま

す。

　成人患者の現状の姿を広報することは、障害があっても家族や社会に感謝

しながら生きているということを訴える意味では大切なことと考えます。し

かし、広報媒体がビジュアル的なため、同じ患者とくに幼い患者や家族に対

しては将来の厳しい現実を見せつけてしまうというマイナス面もあります。

また、このキャンペーンを通じて、協会本部に寄付があったようですが、金

額にして１００万円以下と聞いています。

　このようなことを総合的に考えれば、本事業は２０００万円もの大金（篤

志家による尊い寄付金）をかけてまで実施する必要があったのか、結論から

言えば、必要なかったのではないかと考えます。

"費用対効果について"のコメントを参照ください。

費用対効果 お金の掛からないやり方でやった方が良いです。 "費用対効果について"のコメントを参照ください。



費用対効果

患者さん起用していたのに視聴者に響くものではなかった。とても残念に思

います。また、いつどこで放映されるのかも分からず費用がかかった割に

は..。寄付などのくらいこのコマーシャルで集まったのでしょうか？頂いた

寄付金は支部や患者さんが使ったほうが良かったのでは？

"費用対効果について"のコメントを参照ください。

費用対効果 聞いていたので楽しみにしていたがあまり見なくてお金の無駄。

閲覧数については個々にばらつきがあるようです。広告をご覧になった方も相当

数いらっしゃいまるし、またホームページへのアクセスを通じて相当数の方に筋

ジストロフィーという病気のことが伝わったということだけは認識頂ければと思

います。(費用対効果、はその次のステップの議論としてありますが)

その他 病気の事を広く知って貰いたい。 その通りですね。

その他 他にも頑張っている人がいるから、他の人にもチャンスがほしい。 "広告の内容(多様性)について"を参照ください。

その他 テレビで1度しか見ていないので、印象に残っていません。

その他 みていないのでわからない。 露出を全く目にすることが無かったのは残念です。

その他 病気への理解を広め、障害者に優しい街づくりにつながるようにしたい。

その他

様々な型があり、個人による症状の違いも大きく、一例で『筋ジストロ

フィー』を表現するのは、特にCM等では難しいことだと思います。協会内

外にもいろんな意見があるかと思います。活動前～活動後において、そう

いった意見やそれに対する協会の考えなどを、もっとオープンに議論できた

りすると、より透明化されていいな、と感じます。

建設的なご意見ありがとうございます。そのあたりのことについて、"広告の内容

(多様性)について"で記載させて頂きました。マスメディアを使って難病の認知を

広げることの難しさもご指摘の通りだと思います。是非、今回の経験を協会の財

産として、次の活動に生かしていきたいと思っております。(まさにそのために、

このような振り返り活動を行っている次第です)

その他
CMは一年しかないのでポスターなどずっと続けて知ってもらう活動をする

方が良い

ご提案ありがとうございます。AC広告キャンペーンでもポスターの利用は行って

いました。が、ACジャパンに頼らずとも自分たちで出来る活動ですよね。協会の

中でも一部このような活動を行っている部会がありますが、本部としても取り組

みを再考してみたいと思います。

肯定的な意見
いろいろなメディアを通して筋ジストロフィーについて知ってもらう機会に

なり良かったと思います。
はい、そういう側面は少なからずあったと思っています。

肯定的な意見
多くのメディアを通して筋ジストロフィーのことを知ってもらう機会になっ

てよかった。
はい、そういう側面は少なからずあったと思っています。

肯定的な意見
筋ジストロフィーへの理解が広まれば良いなあと思います

その通りですね。

肯定的な意見
お母さんの存在は患者にとって大きいので、お母さんとの関係を取り上げた

のは素晴らしくよかった。

ご指摘の通りですね。そういう面があの広告から感じられたのだとしたら、制作

者の方に感謝しないといけないですね。

肯定的な意見
病気について知ってもらう事は、筋ジスの人を理解してもらう一歩となる活

動だと思う
その通りですね。

肯定的な意見
沢山の人により多くの事が伝わり、障害者、健常者が、分け隔てない世の中

になっていくためにも、良い事だと思います。
その通りですね。

肯定的な意見 今後も病気に関する理解が深まればと思います。 その通りですね。

肯定的な意見 病気を知ってもらうことが第一であるので、いいことだと思う。 その通りですね。



肯定的な意見

筋ジストロフィーのことを多くの人に知ってもらえることは良いと思う。宗

本さんの活動にはいつも敬服しています。筋ジスの名誉会長の野田聖子さん

にも協力して戴けると、更に良いと思う。

その通りですね。宗本さんは長く協会の中で積極的に活動されていた方と聞きま

す。野田聖子議員にも、今後ともお力添え頂きたいと思っております。

肯定的な意見
CMを見た人からは「見たよ、頑張ってるね！」の反響があった。告知活動

は賛成で、より多くの人に認知される方法があれば良いなと思う。
良い反響があったのは何よりです。

肯定的な意見 いつも流してください
キャンペーンの性質上難しいですし、活動を継続するのは費用面から難しいで

す。

肯定的な意見
病気に対する正しい知識を広められるきっかけになったと信じています。

(筋ジストロフィーを知らない人が興味を持って調べたりしてくれる)
はい、そういう側面は少なからずあったと思っています。

肯定的な意見
筋ジストロフィーがどのような症状か、どのような病気か、知らない方が多

い中、世の中に知らせる良い活動だと思います。
はい、そういう側面は少なからずあったと思っています。

肯定的な意見

メディアを使った周知はメリットもデメリットもあるのは当然だと思います

が、多くの人の目に触れる機会だと思いますので、また何かできたらと思い

ます。「かわいそう」「珍しい」「特別な存在」ということではなく、「そ

こにいて当たり前の存在」に私たち筋ジストロフィー患者がなれたらいいな

と思います。

メリット・デメリットについて触れて頂きありがとうございます。"当たり前の私

たち"になるには、やはり何より認知ですよね。この冬は筋ジストロフィーを扱っ

た映画も上映されることですから、より一層、認知が進むと良いなと思っており

ます。

肯定的な意見

各型の筋ジストロフィー それぞれの治療薬が1日でも早く見つかる後押しに

なるのではないでしょうか。
そうですね、患者家族会が盛り上がること、団結していることは、研究者の方に

も医師の方にもプラスになると思います。

肯定的な意見 自分自身、励まされたと思います。ありがとうございました。 ありがとうございました。

肯定的な意見

筋ジスという病気が存在することを広く知ってもらうにはいい広告だったと

思います。戸惑った方も少なからずいたと聞きましたが、それだけ強いイン

パクトがあったということではないでしょうか。

ありがとうございました。

肯定的な意見 広く社会に周知されまた、病気の理解が広がることを願っています。 その通りですね

肯定的な意見

今回のキャンペーンで協会の存在を知った方が多くいたと思います。

今後も、なにか発信できることを検討・実行していかないといけないと思い

ます。

是非、会員みんなで力をあわせて活動をしていきたいと思います。

肯定的な意見
素敵な内容で、見るたびに泣きそうでした。でも、切ない気持ちにもなりま

した。
複雑な気持ちを一行に表現して頂き、ありがとうございます。

肯定的な意見

筋ジス協会として多くを知っていただくために取り組みは不可欠である。近

頃ではALS、パーキンソン、その他が多くの場で知られるようになっている

ので。

是非、会員みんなで力をあわせて活動をしていきたいと思います。

広告の露出 あまり見る機会は少なかった。 残念ですね。

広告の露出 あまりCMで見なかった。残念。 残念ですね。

広告の内容(分かりやすさ) 他のAC広告に比べると、印象に残らないかなと感じました。 "広告内容について"のコメントを参照してください。

広告の内容(分かりやすさ)
筋ジストロフィーについて分かりやすい作品にして欲しいです。イメージを

明るくして欲しい。
"広告内容について"のコメントを参照してください。



広告の内容(分かりやすさ) 病気でない人が見ても記憶に残ってくれたのか？

別途報告しました通り、広告キャンペーン実施期間で協会ホームページへのアク

セスは大きく増加しております。これは少なからず、病気でない人に認知が広

まったと考えております。

広告の内容(分かりやすさ)

出演した患者さんは頑張ったと思います。お疲れさまでした。内容的には何

を表したいのか伝わってくるものがなかった。CM後の反響を知りたいと思

います。

内容については、映像表現であるため、必ずしも制作者の意図が広くあまねく視

聴者に伝わるとも限らず、その点での難しさがあることをご理解いただければと

思います。

CM後の反響については協会ホームぺージへのアクセス数で判断を頂きたく。

広告の内容(分かりやすさ)
病気を知ってもらうには良い機会だったし良い画だったと思うが、目的は果

たせる内容になっていないではないか？寄付集めは出来たのでしょうか？

認知を広げる、という意味ではある程度の目的は達成できたと考えています。一

方で、複数の広告内容を同時に流して効果の違いを測定するといったような取り

組みが行えている訳ではありませんので、"今回の広告の内容の是非という観点で

の広告効果"というものを客観的に測定することは困難です。

寄付集めにつきましては、活動報告まとめ資料を参照ください。

広告の内容(分かりやすさ) コマーシャルもう少し分かりやすくして欲しい "広告内容について"のコメントを参照してください。

広告の内容(分かりやすさ) 内容が一般の人にも分かるような方法で取り組んで欲しい。 "広告内容について"のコメントを参照してください。

広告の内容(病型の多様性)

重度の方もいますが、重度にならない方もいます。友達が見たら将来こうな

るの？と勘違いと付き合いを避ける行動になります。短い時間ですが、軽度

の症状も同時に放映してください。

"広告内容について"のコメントを参照してください。

広告の内容(病型の多様性)

筋ジストロフィー協会を知っていただくためには良い取り組みであるが、一

人を取り上げるのではなく、多くの人々（例えば支部など）が生き生きと楽

しんでいることを取り上げてほしい。

"広告内容について"のコメントを参照してください。

広告の内容(病型の多様性) ターゲットを１人にせず、もっとたくさんの人を出演させてほしい。 "広告内容について"のコメントを参照してください。

広告の内容(病型の多様性)

私は、マス広告で筋ジストロフィーを周知することは、筋ジストロフィーへ

の社会の理解を広げ、患者が社会生活をおくる上での理解を進め、治療に向

けての様々な活動やその必要性への理解が進むと考えますので、賛成側の意

見を持っています。一方で今回の広告は、様々な筋ジストロフィーを紹介し

病気への理解を進めるという点では効果は少ないと感じました。

患者本人としては、頑張っている方がいらっしゃることは理解しつつ自分は

自分なりに頑張っている自負もあり「自分の病型とは違うからなあ」と、何

とも言えない思いになりました。（決して不快ということではありません）

今後は、他の活動（病気の研究支援など）との優先度、広告の目的やテーマ

などの検討をさらに深め、多くの会員の意見と理解があるなかで実施を検討

する必要があると考えます。

建設的なご意見ありがとうございます。"広告内容について"のコメントを参照し

てください。

広告の内容(病型の多様性) まだ身体が衰えていない患者、家族に誤解を生む内容だった "広告内容について"のコメントを参照してください。

広告の内容(病型の多様性)
筋ジス の人は、重症の寝たきりの人ばかりだと思われてしまう気がしま

す。もっと、元気で、活動している人にも、登場してほしいです。
"広告内容について"のコメントを参照してください。



広告の内容(病型の多様性)

息子がテレビCMを見て，親指しか動かなくなるのか，とショックを受けて

いました．

同じ疾患でも，いろいろな程度があることも知らせてほしかった．患者さん

が見ることを踏まえた配慮が足りないと思います．

"広告内容について"のコメントを参照してください。

広告の内容(病型の多様性)
ネガティブな反応を示す人達に対する配慮が必要なだった。最後に寄付を誘

導して、何を訴えたいかを明確にすべきだった。

"広告内容について"のコメントを参照してください。

また、ACキャンペーンは、その規定の中で募金を目的とすることを禁止されてお

ります(https://www.ad-c.or.jp/campaign/rule.html)。そのような条件の中で広

告が制作されたことをご了承ください。

広告の内容(病型の多様性)
素晴らしい内容だったけど、もっと沢山頑張ってる筋ジス患者はいる。バリ

エーションがあっても良いかと思いました。
"広告内容について"のコメントを参照してください。

広告の内容(病型の多様性)

私が想像していたのは車椅子に乗った患者の方がスポーツをしていたり、旅

行に行ったりと精力的に活動している姿が見られる画像なり動画が出てくる

CMでした。

今回の寝たきりでも仕事をしているのも精一杯生きているのは感じられます

し、ショックは受けませんでしたが、そういう方向で来たのか、と正直思い

ました。

今回は世間にインパクトは与えられたと思うので、次にCMの話が来た時

は、アクティブに生活している患者さんが出てくると、また違う障害者の姿

を伝えられると思います。

"広告内容について"のコメントを参照してください。



広告の内容(病型の多様性)

障害が重度である事を強調した点に批判的な意見があったとお聞きしまし

た。

確かに私も、あのCMを初めて見たとき、少し複雑な印象を抱きました。

寝たきりの重度のかたもいれば、もっと軽度のかたもいます。

どんなかたを取り上げるべきだったのか難しい点だとは思いますが、あの

CMだと筋ジス患者はみんな重度になる…ように世間一般には思われるので

はないでしょうか。

勿論、筋ジス協会ホームページを見て貰えれば、様々な類型があり個人差も

あると分かりますが、あのCMを見た人のうちどれくらいの人がホームペー

ジを見てくれるでしょうか。

大半は、CMで抱いた印象(筋ジス=重度)だけを持ち続けるのではないで

しょうか。

例えば、その印象を持ち続けた企業人事担当者が、障害者を雇用する時、そ

の応募者の病名に「筋ジス」と書かれていたら果たして採用するでしょう

か。

そんな事はあってほしくありませんが、そのようなこともあり得るというこ

となのです。

"広告内容について"のコメントを参照してください。

広告の内容(病型の多様性)

一人だけを取り上げないで、様々な分野で活躍している患者さんを取り上

げ、支援があれば難病であっても活躍できることをもっと示せればなおよ

かった。

"広告内容(病型の多様性)について"のコメントを参照してください。

広告の内容(病型の多様性)

色々な方を出すべきと感じる。気管切開の方だけで無く元気な学生、人工呼

吸器を搭載して車椅子に乗車している世代別する。呼吸器を付けても色々な

事が出来るよと。一部の方の出演だと偏見があるのでは。気管切開が当たり

前の様に感じられたら困ります。もっともっと気管切開しないということを

PRして欲しい。

"広告内容(病型の多様性)について"のコメントを参照してください。

広告の内容(病型の多様性)

ＣＭの内容から筋ジストロフィー全員ああなんだと思われてたら困る。言い

方が悪いですが最も重症に近い患者をＣＭで使っているのはどうかと思いま

す。私は現在４７歳になりますが食事形態は普通、パソコンもノーマルマウ

ス、ゲームコントローラーもノーマルです。ひとり一人違いがあることを認

識して欲しい。

"広告内容(病型の多様性)について"のコメントを参照してください。

広告の内容(病型の多様性) もう少し内容が明るい方が良かった。 "広告内容について"のコメントを参照してください。

広告の内容(病型の多様性) 1人ではなくたくさんの患者が出たほうが良かったと思う。 "広告内容について"のコメントを参照してください。



広告の内容(その他)

筋ジスに興味を持ってもらうためのつかみとしては良いと思うが、見ように

よってはあざとくもあり、また、誤解を招きかねないとも思う。広告を見た

人が発信者の思い通りの理解をするとは限らない。それに対する考慮がなさ

れているか微妙である。病気を宣伝するのはいいが、予算の使い方はこれだ

けではないのではないか。広告で一時的に認知が高まったところで、人はす

ぐに忘れてしまうのではないかと思う。あまり効果的でないと思う。もっと

地道な努力をすべきでは？

"広告内容について"のコメントを参照してください。

人はすぐに忘れてしまう、はその通りだと思います。なので、継続的に活動を進

めていきたいという思いはあります。また、"地道な努力"について、具体的な案

がありましたら、是非、所属支部乃至は本部に意見をあげて頂ければと思いま

す。

広告の内容(その他) 子供を使った方が効果は大きかったと思います。 "広告内容について"のコメントを参照してください。

広告の内容(その他)
背景が真っ白という所はインパクトはあるが、病院のイメージを抱く。

実生活を背景にしたストーリーの方が良いと思った。
"広告内容について"のコメントを参照してください。

広告の内容(その他)

この残酷な病気と戦っている人、家族がいることを広く知ってもらう活動は

絶対に必要なことだと思う。

ただ、24時間テレビが感動ポルノと言われることを鑑みると、あまりに同

情を引くような内容だと、かえって押し付けがましく感じられるのではない

か。

筋ジスの実態はあまりに残酷すぎて、広告として一般人の日常にふいに露出

するにはおもすぎると思うが、核酸医薬の希望という前向きな内容であれば

ネガティブに捉えられることもなく、かつ応援しやすいのではないか？と思

う。

「筋ジスの実態はあまりに残酷すぎて、広告として一般人の日常にふいに露出す

るにはおもすぎると思うが」というコメントに、まさに我々の考える病気の認知

ということの難しさを象徴して下さっていると思います。併せて、この病気の認

知をマスメディアというものを使っていくことの難しさの一つかなとも思ってい

ます。

広告の内容(訴求ポイント)

筋ジス患者・家族が今一番望んでいること（治療法の早期開発、患者と家族

の身体的・経済的負担の軽減、筋ジス協会の運営費問題）をアピールしてほ

しかった。（しかし、テレビでは制限時間などもあり、工夫が必要となる。

文字掲載では別記で、もっと詳細記述ができたのではなかったか。）

ご意見ありがとうございます。この点については、時間やスペースの限られる広

告では難しく、アクセスの受け口となるホームページ上でアピールをしていく必

要があると思います。

広告の内容(訴求ポイント) 協会の活動内容などを入れてほしかった

協会ホームページへのアクセスを分析すると、病気の認知>>協会の認知、といい

う傾向がはっきりと表れています。このことそのものは一義的にはあるべき姿と

考えております。一方で次のステップとして、協会の活動内容の理解、賛同を得

ること、も取り組んでいかないといけませんので、今回のAC広告活動とは別にこ

の活動は進めていきたいと思います(そもそも協会活動用内容の見直しと併せ

て)。

広告の内容(訴求ポイント)

筋ジス協会の普及啓発という趣旨は良い活動と思う。

CMについては違和感を覚える。筋ジスであっても仕事や当たり前の生活を

送ることは権利でもあり、親に対して恩を返すかのような印象があり良くな

い。筋ジスは重度障害であるが家族などとは関係なく、仕事や生活は自立で

きるというメッセージを発信するべきと思う。そのほうが筋ジスは恐ろしい

病気だという悲観的な考えが誤って広まることを防げると思う。

"広告内容について"のコメントを参照してください。



広告の内容(訴求ポイント)

1.筋ジストロフィー患者は、寝たきりの病気だと社会に誤解を与える。

2.母親への優しさは、病気と関係ない。

3.もっと社会に強く働きかけられ、病気の子供や苦しみと絶望のなかにいる

親達、差別と排除の社会に希望と勇気を与えるものにしてほしい

"広告内容について"のコメントを参照してください。

広告の内容(訴求ポイント)

1.方法はよいが内容はよくない。

2.内容は80年代以前なら受けるが、今は時代遅れ。

3.子供患者と絶望にいる親達に希望と勇気を与えるものにしてほしい

"広告内容について"のコメントを参照してください。

協会の活動の進め方

・CMの内容を企画段階で会員に公表し、ある程度の同意を得ていれば、放

映後に患者からクレームが来ることはなかったのでは。内容に配慮したり変

更することができたと思う。

・ACを決める時、企画段階、それぞれのステップで、会員と丁寧なコミュ

ニケーションがあったらよかった

・全て決まった状態で会報で事後報告という形では、異論があっても何も言

えない

・ただし、出演された方については、文句は全くないです。母に初めてプレ

ゼントができたというエピソードは、とても良かったです。

広告の内容については公示されるまではごく限定された関係者にしか周知するこ

とができませんでした。まずはそのことをご理解ください。一方で、具体的な内

容ではなく、広告のありかたや、想定しうるネガティブな反応へのケアという観

点では、運営委員会側の配慮が足りなかった部分もあったかもしれません。

次に"会員との密なコミュニケーション"という点についてですが、こちらも今回

のAC広告活動に限らず、今後の協会の在り方として考えていかないといけないと

思います。現在の協会活動は、支部制度に強く依存しており、支部代表->ブロッ

ク代表->理事、という構成による代表制、意見の集約を行っております。一方

で、このような制度が個々の会員とのコミュニケーションを弱めてしまうような

ことがあるのであれば、少し見直しをしないといけないのかもしれないと考えて

おります。

協会の活動の進め方 広告活動が取り組まれるまであまりにも遅かった。

これは恐らく、「これまでの長い協会の歴史の中でこのような活動をするのは今

更ながらで遅すぎだろう」ということを意図されているのだと思います。これま

でこのような取り組みが出来なかったことは主に予算事情によるものだったとご

理解いただければと思います。

協会の活動の進め方

協会会員の意見を取り入れての広告キャンペーンだったのでしょうか？ワン

マンで見切り発車ではないかと思います。賛成意見はもちろんですが反対意

見も大切に！

"広告内容について"のコメントを参照してください。

ご指摘頂いた通り、賛成意見も、反対意見も、同じくらい大事なものだと思って

います。今回皆さまから頂いたコメントを次の活動に繋げていきたいと思ってい

ます。


