
Ｎo 問題点＆疑問点 対策の方向性 担当 検討内容と結果

１ ・投稿が少ない(新コロナも影
響があるが)
・8/4以降新記事が無い
・投稿者が限られている

・投稿促進のための方策を練る
・投稿のやり方PR、勉強会開催
・会員の動向情報(FACEBOOKなど
)の情報から個別に依頼
・投稿促進活動の展開

佐藤 ・主担当が佐藤様とするが
全員が協力する
・メールによる自主投稿をで
きるようにする
・SNSのように気楽に投稿で
きるようにする

2 ・旧ＨＰの「会員旅行体験記」/
「会からのお知らせ」は、貴重
な財産でもあり、全く無くする
のは損失。

・旧hpについては、外部ではなく会
員で作業できると思います。
・リンク先が閉鎖になっているのは
削除。
・リンク先の情報が５年以上の場
合はどうするのか
アーカイブとして保存

・必ず新hpのホームに飛ぶようにする

十河 ・十河様が中心として進める
・旧HPはすべてそのまま
アーカイブとして残し、会員
がアクセスできるようにする
・リンク先閉鎖は削除
・リフレッシュや更新の必要
なのは新HPにサイトを設け
移行する

3 ・同好会の記事は古い ・同好会紹介ページは写真付きにし
て全て見直しする
・同好会だより（活動状況）の記事も
必要
・各同好会は定期的にメンテする担
当者を決め投稿する仕組みを作る

下出

(編集担
当江口)

・下出様が中心に進める
・旧HPの同好会記事はその
ままとして、新HPの中に新
たな同好会サイトを設け、同
好会紹介や活動記事を順次
載せていく
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Ｎo 問題点＆疑問点 対策の方向性 担当 検討内容と結果

4 ・トップページ全体構成について
デザイン・構成を見直すべき
・写真が全部見えない
・メニューバーの幅が広すぎる
他

・デザイン・構成の再度見直し
(一部対策済)

・「ロングステイ関西」の文字を大きく
する、またはロゴマークを作って?
・メニュー欄の高さが高い
・写真部分の高さが高い
・写真は月１回程度変えていくべき

江口 ・江口様が岡田SE
とコンタクトして推
進する

5 ・トップページ メニューについて
・”旧ＨＰ“の表現まずい
・

・表現と分類を見直す
・”会からのお知らせ”を追加する
カテゴリーの”会運営”をなくする

高田 ・高田が表現と分
類を見直す

6 カテゴリーの分類の見直し必要
・分類の見直し
・海外旅行の分類
・国内旅行
・クルーズ同好会だけがフォーカス?

・分類全ての見直しをする
・”会運営”→”会からのお知らせ”
・会員の旅行先が広範囲になっている
それに対応した旅行先分類を!

高田 ・高田が別紙提案
通り見直しをする

7 ・トップメニューの記事の見直し
・「ロングステイクラブとは」と「活動紹介
ビデオ」は同じページに!
・「入会の手引き」と「お問い合わせ」の
記事内容見直し(一部対策済)

・「ロングステイとは」の中に、活動紹介
ビデオを入れる
・「入会の手引き」を関東と同じにする
・「お問い合わせ」を関東と同じにする

高田 ・高田が岡田SEと
コンタクトして進め
る



Ｎo 問題点＆疑問点 対策の方向性 担当 検討内容と結果

8 会員自主投稿について
・掲載期間が定めていない

・・・永遠?

・次の投稿記事に移りたいが
・・・・文章が長く続く

・記事の内容チェックは?

・ある一定期間が過ぎるとアーカイブへ
又は分類して各固定メニューの中に

・アイキャッチ画像とイントロ文のみの
表示にする。クリックすると詳細頁へ
(対策済)

・関西では、投稿後にチェック、修正
依頼、カテゴリー分類
・できるだけ文字と写真、動画を交えた
見てもらえる記事に!

江口 ・江口様が中心となって進
める
・記載期間は記事は少な
いので、当面期限を設け
ず進める
・投稿記事内容が不適切
と思われるものは、当会
議にはかって対処する

9 カレンダーについて
・小さくて見づらい

・投稿が殆どされていない

・関東式にやり替え、旧にリンク
するやり方は廃止
・同好会世話役および役員に呼び
掛けてスケジュール投稿の義務化

安樂 ・安樂様が責任をもって進
める



Ｎo 問題点＆疑問点 対策の方向性 担当 検討内容と結果

10 ・公開頁と会員専用頁の境界が曖昧

・会員旅行歴は不要では?
メンテされていない

・公開頁から会員専用ページへ
パスワードなしで飛ぶ

(会員専用頁になっていない)

・投稿したいが「公開されるのは困る」人
の要望に応えるには?

・会員専用とすべき情報
・会規約、役員の役割、会の方針
運営に関すること、総会・
懇談会報告の中のマル秘情報
各種の会行事の記録
・旅とステイのノウハウの情報のうち
マル秘にすべき情報
・その他公開してまずい情報
・会員書庫(会報)
・自主投稿はすべて公開となる
・名前以外の個人情報は避ける
・投稿によって個人の肖像権は
放棄されたものとする

・会の存在や魅力を知ってもらうため
できるだけ公開すべきで、同好会
情報や旅行体験記などは原則公開
とする

廣川 ・廣川様が中心と
なって進める
・公開頁と会員専
用頁について項
目ごとに分類され
たたたき台を作る
・自動パスワード
入力は可能か?
(高田調査

11 会員専用頁の中身が古い ・会員専用頁のパスワード入力欄か見
えるように
・記事内容の見直しをする
古い頁・不要頁の削除 内容の更新

廣川 ・同上



Ｎo 問題点＆疑問点 対策の方向性 担当 備考

12 その他
・本部、関東、関西、各ページに同じ
記事がある
・HPとしての統一感がない

・関東支部と協議打ち合わせ
・入会の手引き・お問い合わせ
・ロングステイクラブとは

・・・本部へ

高田 ・高田が責任を
もって推進する

13 スマホやタブレットで見た場合の問題 ・各人トライして
みて問題を抽
出する

1



・各種旅行企画情報
・ロングステイ
・お誘い旅行
・小グループ旅行
・個人旅行

・投稿促進
・投稿依頼と支援
・投稿校正と分類
・（内部編集）

役割分担

同好会情報収集 会員専用頁
各種イベント・
旅に役立つ情報
活動カレンダー

旅行記・紀行文
情報収集

ＨＰ編集 ＨＰ編集

・同好会情報
・同好会の紹介
・活動状況

・投稿促進
・投稿依頼と支援
・投稿校正と分類
・（内部編集）

・各種イベント情報
・会員ニュース
・旅に役立つ情報
・投稿促進
・投稿依頼と支援
・投稿校正と分類
・（内部編集）

・ＨＰ構成・デザイン
・自主投稿サポート
・同好会記事の編集
・内部編集
・編集支援

・ＨＰ全般
・ＳＥとの窓口
・セキュリティ関係
・クレーム処理
・内部編集
・入会管理
・お問い合わせ

管理

外部ＳＥ

・ＨＰ構成・デザイン
・ＨＰ編集
・ＨＰ編集支援
・ｗｏｒｄｐｒｅｓｓ指導
・各種ｈｐ指導

岡田ＳＥ

高田
江口

廣川・安樂

下出
佐藤

・旧ＨＰ構成見直し
・旅行記・紀行文の

編集
・内部編集
・編集支援

ＨＰ編集

十河



Ｃ.関西hpの右サイドページ(投稿記事)

1. 海外旅行体験記/記録
1. アジア
2. ヨーロッパ/アフリカ
3. 北米/南米
4. 太平洋諸島/オセアニア
5. その他

2. 国内旅行体験記/記録
1. 東日本
2. 西日本

3. 同好会だより
1. 同好会紹介
2. 活動状況

4. 随筆/旅に役立つ情報／雑記事
5. 最近の投稿
6. 投稿コメント
7. メタ情報

1. ログイン
2. WordPress.org

※ アイキャッチ画像＋記事のイントロ
→イントロクリックにより全記事

カテゴリー？



★LSC関西 ホームページ管理サイトへのログイン
≪ログインはHP情報担当、岡田SEのみとする≫
WordPressを使った編集ページ

URL https://longstaykansai.org/login_51183

ユーザー名 ： longstayclub

パスワード ： lsc1999619

サイトURL ：https://longstaykansai.org/

★会員からの直接投稿
メール投稿用アドレス ：

defe830xuyo@post.wordpress.com ?

https://longstaykansai.org/login_51183
https://longstaykansai.org/
mailto:defe830xuyo@post.wordpress.com


https://www.youtube.com/watch?v=IsX-Es-LnjI&t=5339s
※ ＹＯＵＴＵＢＥにはWordPress学習ビデオ多数あり

WordPressスキル育成フロー

HP情報スタッフ

育成プログラムの明確化

教材準備
専門家の
支援体制
つくり

自主学習

専門家による定期支援

スキルアップと評価

・ZOOMによる
勉強会

・練習用
サイト活用

WordPressのスキルアップ

★教材

・入門書: 「できるWordPress」 インプレス出版
※ 専門書多数あり

・ＹＯＵＴＵＢＥの活用
初心者入門 ブログ・ＨＰ作成
「ＷＯＲＤＰＲＥＳＳの始め方・使い方」

2時間16分の長さ ３７：３０～お薦め

★練習用サイト活用

・7サイト準備
・近日中に現状の関西hpと同じものをセッ
ト

https://www.youtube.com/watch?v=IsX-Es-LnjI&t=5339s


外部専門家(岡田SE)とのコンタクト

・コンタクトの方法
EメールまたはZOOM

メールアドレス

:hgpwhgpw@gmail.com
電話: 090-5214-8679

・当面窓口は
十河、江口、高田 とする
（費用発生）

依頼項目は文章にして高田迄送付

★原稿投稿依頼について

① LSC関西のWordPressの
管理画面から原稿

② その他電子データ

Word、Excel、PowerPoint、
PDFなど

「下書き」保存



関東関西情報担当者合同会議開催のお知らせ

開催日 : 11月18日(水)    14:00～
場所 :     ZOOMを使っての開催
内容 :

特に、会報も来年3月までで無くなるため、HPを中心に会員皆さんと

どのようにコミュニケーションを取って行くかが重要な課題になると思い
ますのでお互いにアイデアを出し合って行きたいと考えます

(関東支部から6～7名参加予定)

次回 HP情報担当者会議の予定

開催日 : 11月23日(月)    16:00～17:30
場所 :     ZOOMを使っての開催
内容 :

各人進捗状況報告 他


