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投稿記事別アクセスランキング

①コロナ禍の私と趣味 岸本和江 354件
➁のんびりゴールドコースト 高田幸夫 345件
➂もう一度行ってみたいオアフ島 宗村新一郎 314件
➃奥田洋氏「藍綬褒章」叙勲 高田幸夫 299件
⑤京都城南宮「源氏物語花の庭」 高田幸夫 251件

30件

同好会
・旅行セミナー11件
・スマホ勉強会 6件
・サイクリング

同好会 5件

旅行記
・海外旅行 52 件
・国内旅行 9 件

趣味

61件

20件

会からの
お知らせ

20件

13件
7件

随筆/雑記 その他

分野別投稿件数

・今年度 投稿件数 延べ総数 151件 月平均 13.7件/月
・ 〃 ビュー件数 40304件 3664件/月
・ 〃 訪問者件数 7783人 708人/月
・ 〃 コメント件数 258件 23件/月

2021年度 投稿&アクセス実績



訪問者件数

2月度1月度 3月度

855件

783件

886件

ビュー件数(記事を見た件数)

4014件

4776件
4547件
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LSC関西HPのアクセス状況

4537件

797件

4月度

708件

5月度

3934件

WEB映像コンテストの実施

6月度

825件

7月度

2240件

8月度

1959件

9月度

4616件

3000

560件
451件

751件

「もう一度行ってみたい」特集

「コロナ禍のシニアライフの
過ごし方」特集

3667件

10月度

3880件

685件

11月度

2134件

482件

特集(キャンペーン)実施時(3ヶ月平均)   訪問件数 820件 ビュー件数 4277件
平時 (直近3ヶ月平均) 訪問件数 498件 ビュー件数 2111件

WEB映像コンテストの審査

・特集(キャンペーン)の実施で賑わっている。



月別投稿件数

2月度1月度 3月度

12件

15件

23件

コメント件数

20件 23件
28件

16件

13件

4月度

20件
17件

5月度

11件

28件

6月度

6件

16件

7月度

9件

4件

8月度

24件

48件

9月度

7件
9件

11月度

9件

52件

10月度

「もう一度行ってみたい」特集

「コロナ禍のシニアライフの
過ごし方」特集 WEB映像コンテスト

審査

WEB映像コンテスト応募
8月2件 9月23件

WEB映像コンテストの実施

「映像コンテスト」・・・大成功、自主的な投稿は少なかった。コメントも多く、双方向の交流がされた



10月度 11月度

① WEB映像コンテスト結果報告 高田幸夫 265件
② 兵庫ブロック 舞鶴・若狭バス･･ 安樂秀典 145件
③ 第61回ゴルフコンペ 宗村新一郎 122件
④ 金沢・能登サイクリング 高田幸夫 119件
⑤ 自転車のある島旅「石垣島・・・高田幸夫 101件

① 宮古島サイクリング 同好会 生野洋子 154件
② 旅の医療健康アンケート結果 高田幸夫 121件
③ 京都紅葉穴場「蓮華寺」 高田幸夫 112件
④ JR廃線敷きハイキング 中野清剛 94件
⑤ 第3回クラカン(クラシック･･･ 下出澄夫 63件



10～12月 実施項目

■医療・健康アンケート
・アンケート回答41人
・結果分析・・LSC関西のHPに掲載

(関東支部に原稿送付済)
・エピソード・・・3件投稿あり

12～2月 計画

LSC関西HP編集担当の活動状況

■その他

・編集勉強会の実施 2回 2名 参加

■特集の企画
・年末年始特集

■医療健康アンケート

・機関紙発行時ような体制づくり
・・・1回の発行に40～50人の投稿があった

■WEB映像コンテスト審査と結果発表

■LSC関西の編集担当の後継者補充

■投稿の仕組み作り

・エピソード募集中

・3部門28作品応募
・WEB投票の実施
・賞品配布

■HPの編集について

・固定頁コメント追加可能に
・スマホからのカテゴリー可視化
・カテゴリーの追加並び替え及び移動
・コメント欄の移動対応

・2名増員・・・谷口孝行様 段野京子様

■HP編集勉強会
・Wordpressによる編集 ・活動カレンダー



★総合の部 対象作品 28作品
■最優秀賞(グランプリー):フィリピン:パラワン島(動画5分) 後藤成子

★旅行の部 応募作品 14作品
■優秀賞:セスナの陰のブロッケン現象 濱田佳津江(松本守康監修)
■佳作:北インド花の谷トレッキング 十河和夫
■佳作: 誰がフランスへ? 堀口昌之助
■佳作: LSC日台交流 神原克收

★趣味・自由の部 応募作品 10作品
■優秀賞:私の妻はパッチワーク愛好家 小川鑛一/真喜子
■佳作:ヨットセーリング 井藤正治
■佳作:楽しい家庭菜園 若林紘一郎

★動画映像の部 応募作品 4作品
■優秀賞:フィリピン:パラワン島(動画5分) 後藤成子
■佳作:秘境カムチャッカの旅 佐藤博士

★参加賞 19作品

・今回の表彰内容・・・郵送及び手渡し済
・最優秀賞・・・・1件 3000円
・優秀賞・・・・・3件 3×2000円=6000円
・佳作・・・・・・6件 6×1000円=6000円
・参加賞・・・・ 19件 19×500円= 9500円
合計 24500円

WEB映像コンテストの結果



■アンケート回答協力者 40人
小林明広 郡幸子 篠崎春彦 畑邦子 佐藤博士 後藤繁 フナダテルオ 安樂秀典
高木宏斉 廣川鷹七 屋代ひろ子 岩田勝弘 山田耕作 高田幸夫 正木伸治 若林紘一郎
小林高明 中村一彦 綾部雅之 高田美枝子 神原克收・ヨシ子 濱田佳津江 江口三重子
谷口孝行 段野京子 谷口章江 宗村新一郎 堀内法子 平田和彦 高原政玉 管生智次
藤津順子 杉山良子 杉山泰彦 手川裕子 マスダマサル 小川鑛一 横山典男 釜田典男

■アンケートの実施期間
2021年10月16～31日

■趣旨
会員の皆様が安心して旅行が出来るように「旅の医療健康(一週間以上の旅行)」について、

会員個人の持っているノウハウや体験などをアンケートによって集約し、会員の旅行に役立つ
医療健康ノウハウ集を作成する

旅の医療健康アンケート実施結果について

■旅の医療健康ノウハウとしてHPに掲載・・・11月度に掲載
・LSC関西のHPの会員専用頁の「旅の便利帳」の中に掲載
・関東支部にも原稿送付済

■旅の医療健康エピソード
・募集中・・・3件投稿あり

前回回答者 60人



アンケートによって得たノウハウ

4. 旅行医療保険について
1.クレジットカードの旅行保険補償内容は?

2.クレジットカードに付帯する旅行保険で十分か?

3.海外旅行保険において重視する補償内容?

4.海外旅行保険サービスに付帯する便利な項目
5.海外医療保険面からお勧めするクレジットカードは?

6.旅行保険を使って医療保障を受けた経験は?

7.病気に罹って医療保障を受けた内容
8.海外旅行保険の病気に罹った時の医療負担は

5. その他
1. コロナ禍がどのような状態になった時に海外旅行をするか?

2. 医療健康についての会員の皆様へアドバイス
3. 医療健康についてLSCのHPへ投稿
4. HP編集担当へのご意見
5. 会員のLSCのHP編集の協力分野は?

1. アンケート調査結果
2. 旅行前の準備について

1.海外旅行の病気安全の情報入手先
2.旅行前に調査及び準備すべきこと
3.大衆薬として旅行に持参すべきもの

3. 病気対策と予防
1.旅行中の死亡原因の一番多いのは?

2.どんな病気にかかったことがあるか?

3.旅行先の病院で治療を受けた経験は?

4.旅行中の病気ケガで病院へ行った理由
5.旅行中に入院した経験は?

6.旅行先で病気にかかって困った事は?

7.航空中耳炎(耳が痛い)の対応処置方法
8.下痢の対処方法
9.持病の方の対応
10.旅行中の病気予防法
11.旅行中の健康維持法
12.クルーズ船での注意事項



・合同開催の記事
・山陰旅行について/LGBT

東西共有記事投稿について

原稿収集

各支部編者担当送付 各支部のhpへ投稿
各支部HP
掲載判定

ok

NG

本部HP
掲載判定 本部hpへ投稿(担当支部)

ok

NG

却下

却下

LSC関西の基準
① 執筆者の名前(フルネーム)のない記事
➁特定の団体や個人の利益につながる記事
➂暴力など反社会的行動につながる又は煽る記事
➃著しく政治色、宗教色の強い記事
⑤ふざけたり、他人を貶めたりする記事
➅その他 本ロングステイクラブの趣旨に合わない記事



その他

・本部HPについて
・各支部 直近最新版 5記事紹介
・投稿管理について ・・・東西交代制



年末年始特集について

投稿依頼について

① こんな所へ旅したい
② 今年の夢
③ LSCに期待していること

アンケート結果より
・依頼されたら協力する 36%
・積極的協力 8%

新春特集
年末特集

① 過去1年間の投稿記事の紹介
② 分野別トップ5アクセス記事紹介

問題
① 投稿促進担当2人・・・機能していない
② 頼まないと投稿されない/頼んでも返信がない
③ 一部の人に負担になっている

自主投稿を促すキャンペーン28件応募
・自主投稿8件 3人(編集担当除く)
「WEB映像コンテスト」

・・・応援の輪を広げる･･･関東にも協力



HP編集担当者勉強会

・カテゴリー分類

・新編集委員用勉強会
・活動カレンダー
・Wordpress初級編集

・Wordpress Q&A



•趣味の広場14
•海外旅行体験記/記録65

• ヨーロッパ/アフリカ3
• アジア40
• 北米/南米11
• 太平洋諸島/オセアニア9

•国内旅行体験記/記録35
• 東日本17
• 西日本18

•同好会情報35
• 同好会からのお知らせ3
• 同好会活動26
• 旅に役立つスマホ/PC報告8

•会からのお知らせ34
• 新入会員紹介2
• 会からのお知らせ19
• 懇親会/懇談会情報2
• 各種イベント11

•2021年度WEB映像コンテスト31
• 静止画像の部24

• Ａ）旅行の部14
• Ｂ）趣味・自由の部10

• 動画音楽映像の部4
• C）動画映像自由（旅行/趣味/その他含む）の
部4

•地域だより12
•随筆／雑記41
•その他30
•未分類

カテゴリーについて・・・一般投稿記事の分類

・紛らわしい記事 ・一時的カテゴリー設置
・重複選択可とする

・会からのお知らせ
・未分類にしない
・固定頁掲載記事

・会員以外に見せたくない記事
・対外的に重要で固定的記事
・更新の頻度が少なく

https://longstaykansai.org/category/%e8%b6%a3%e5%91%b3%e3%81%ae%e5%ba%83%e5%a0%b4/
https://longstaykansai.org/category/overseas_trip/
https://longstaykansai.org/category/overseas_trip/europe_africa/
https://longstaykansai.org/category/overseas_trip/asia/
https://longstaykansai.org/category/overseas_trip/americas/
https://longstaykansai.org/category/overseas_trip/oceania/
https://longstaykansai.org/category/domestic_travel/
https://longstaykansai.org/category/domestic_travel/eastern/
https://longstaykansai.org/category/domestic_travel/western/
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https://longstaykansai.org/category/lsckansai-infomation/formal-informalmeeting/
https://longstaykansai.org/category/lsckansai-infomation/event/
https://longstaykansai.org/category/web-con/
https://longstaykansai.org/category/web-con/seishi/
https://longstaykansai.org/category/web-con/seishi/aryo/
https://longstaykansai.org/category/web-con/seishi/bsyumi/
https://longstaykansai.org/category/web-con/douga/
https://longstaykansai.org/category/web-con/douga/dziyu/
https://longstaykansai.org/category/area-letter/
https://longstaykansai.org/category/useful/
https://longstaykansai.org/category/sonota/
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