
まち活
の

ノート

2021

こんな人におすすめ

ファンづくりにつなげる
SNSの活かし方

たかがチラシ、 されどチラシ魅力を伝える最高のツール！

✓ 自身の活動を広めたい団体や企業の方
✓ コンテンツ力を身に付け、情報発信に活かし
　 たい方
✓ SNS の活用に悩んでいる方、運用が満足して
　 いない方



　このノートは、糸満市の飛躍を目指して日々、活動をしている方に向けた現場で

活かせる実践の手引き書です。目まぐるしく変化する世の中で活動をする市民活動

団体、非営利組織、行政機関の方にとっては「いったい、どうやればいいのか分か

らない…」という日々の活動のノウハウや知識をテーマごとに分けて掲載していま

す。内容は当センタースタッフが講師として 2021 年度に行った市民活動講座「ま

ち寺子屋」で使用した資料をもとに構成しており「あっ」と驚く発見が詰まってい

ます。ぜひご覧いただき、みなさんの活動にご活用いただければ幸いです。

「まち活のノート」の使い方

名前

北村正貴（きたむらまさき）

出身

群馬県桐生市

所属

糸満市市民活動支援センター

北村ファシリテーション事務所

沖縄地域公共政策研究会

略歴

2013年～2015年 糸満市地域おこし協力隊

2016年～2018年 NPO法人（若者・子育て支援）

2017年～現在 個人事業・プロボノ

2021年～現在 糸満市市民活動支援センター

職能

・ファシリテーター ・初級地域公共政策士

・ワークショップデザイン

・ミーティングプランナー

・マーケティング ・ライター

・人材育成 ・組織マネジメント

・コミュニティ開発

この「ノート」の講師



ファンづくりにつなげる

SNSの活かしかた

2021年10月9日 講師：北村正貴

魅力を伝える最高のツール！

連絡事項

1. 本日お伝えすることが「正解」ではありません

2. 資料のコピー・シェアは自由に行っていただいて構いません
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講座内容

1.はじめに

1-1.自己紹介

1-2.各種アカウント

1-3.ブログ

1-4.主なSNSの使い分け

1-5.SNSの恩恵

1-6.私の考え

1-7.講座の主旨

1-8.私のスタンス

1-9.講座で教えないこと

ファンづくりにつなげるSNSの活かしかた
2.SNSの基本

2-1.SNSの種類

2-2.投稿の種類

2-3.アカウントの種類

2-4.個人キャリアへの影響

2-5.仕事との関係

2-6.組織で取り組むポイント

2-7.SNS活用に向いてる人

3.SNS運営の基本

3-1.どんな人にフォローされるといい？

3-2.投稿の質と量、どちらが大事？

3-3.どうやって投稿のネタを見つける？

3-4.どうすればフォロワーが増える？

3-5.テーマは絞った方がいい？

3-6.やっぱりバズった方がいい？

4.アカウントを整える

4-1.プロフィールの構成

4-2.アカウント名とユーザー名

4-3.プロフィール文

4-4.固定投稿とタイムライン

5.投稿の基本

5-1.投稿の本質

5-2.他者と共鳴するコンテンツを作る

6.伝わりやすくする

6-1.伝わりやすさとは

6-2.伝わりやすい投稿とは

6-3.読まれやすい投稿にする方法

6-4.簡潔な文章

6-5.平易な言葉づかい

6-6.フックのある表現

6-7.小技①～③

6-8.投稿時間

7.その他

7-1.炎上

7-2.クソリプ

7-3.そもそもやってはいけないこと

7-4.私が意識しているささいなこと

8.まとめ

8-1.日常との相乗効果

8-2.お伝えしてきたこと

8-3.さいごに

1.はじめに
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1-2.各種アカウント

1-3.ブログ
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Twitter Facebook LinkedIn note

ロゴ

開設
2008年12月

（2020年から本腰）
2010年4月

（2020年秋下火）
2021年3月

（異業種交流最高）
2021年6月

（資産形成で開始）

フォロ
ワーの
特徴

● 自身の属性に近

いビジネスパー

ソン

● ほとんど会った

ことのない人

● 情報を入手した

い人

● 旧友

● 分野を問わない

ビジネスパーソ

ン

● ほとんど会った

ことのない人

● 投稿テーマに関

心のある人

用途

● 情報発信のスタ

ート

● 仕事中に生まれ

た言葉をコンテ

ンツ化

● 日記感覚の記録

用

● 仕事のトピック

● 仕事上の気づき

を発信

● ブログ記事のリ

ンク

● 自身の考えや仕

事のノウハウの

発信

発信と
交流

● 1日1～3投稿

● リプがあればす

る

● 節目に発信

● 気になる人にア

クション

● 節目に発信

● 気になる人にア

クション

● 思いついたら発

信

● 気になる人をフ

ォロー

1-4.主なSNSの使い分け

1-5.SNSの恩恵

1. 同業以外の知人が増えた

2. 取材や登壇の依頼が増えた

3. 情報が集まるようになった

4. 仕事の依頼が増えた

5. 執筆した記事が読まれやすくなった

6. メリハリが気持ちを楽に
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1-6.私の考え

SNSを続けるうえで

一番大事だと思うこと

1-6.私の考え

楽しむ！
一人ひとりに天の使命があり

その天命を楽しんで生きることが

処世上の第一要件である。

※細かなテクニックはまずは気にしなくて大丈夫！
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1-6.私の考え

2つの楽しみ方

自己満足 他者と共鳴

一
番
楽
し
い

1-6.私の考え

他者と共鳴するために必要なこと

他者目線
（≒読者目線≒ユーザー目線≒市場目線≒メタ認知）

※メタ認知とは…自分のあり方を認知すること
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1-7.講座の主旨

SNSで

他者目線を養い

他者と共鳴する

言語化力

集客

フォロワ
ー数

知名度

いいね数
シェア数

Imp数
仕事

アイデア
力

人脈

1-8.私のスタンス

✔本業メイン・SNSはサブ

✔今のフォロワーを喜ばせる

✔徹底したGIVEの精神

✔他人の動向を気にしすぎない

✔カッコつけない

✔気軽さを忘れない

✔楽しめないことはしない
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1-9.講座で教えないこと

✕簡単にできるフォロワー増加方法

✕フォローバックさせる方法

✕プロモーション機能を使った露出

✕ SNSで実力以上に見せる方法

✕ SNSで儲ける方法

2.SNSの基本
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2-1.SNSの種類

LINE Twitter Instagram Facebook YouTube TikTok LinkedIn

国内
ユーザー数

8,600万人 4,500万人 3,300万人 2,600万人 6,500万人 950万人 200万人

利用者の
傾向

幅広い年代 20～40代
20～40代

女性
30～50代

幅広い
世代

10代～20代
ビジネスパ
ーソン

主な
投稿形式

テキスト
テキスト
画像

画像
動画

テキスト
画像

動画 動画
テキスト
画像

投稿の
気軽さ

◎ ◎ 〇 〇 ✕ ✕ 〇

拡散性 ✕ ◎ △ △ 〇 〇 〇

2-2.投稿の種類

オリジナル
テキスト

オリジナル
画像付き

オリジナル
URL付き
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2-2.投稿の種類

リツイート／シェア
（コメント付き）

リツイート／シェア
（コメントなし）

返信
（リプライ／リプ）

2-3.アカウントの種類

公式アカウント 個人アカウント

概要

企業名で運営するアカウント

情報の信憑性はあるが

一方的な告知という性質が出やすい

個人が運営するアカウント

個人の意見が前提になるが

それ故にリアクションに発展しやすい

メリット

公式発表になること

キャンペーンを打ちやすい

複数人で運営しやすい

シェアされやすい（Twi）

ファン化しやすい（Twi・Fb）

デメリット
シェアされにくい

愛着を持たれにくい

個人の見解になりやすい

転職したら別会社のブランドになる

複数人での運営 可 不可

所有権 会社 個人
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2-4.個人キャリアへの影響

1. 社外とのつながりができる

2. 社外の情報が手に入るようになる

3. 会社に貢献すれば社内の評価も高まる

4. 転職時に有利になる

5. 会社が変わっても評価が継続する

6. 新しい活動を始めるときの土台にできる

7. 市場感覚が身につく（断片的に）

2-5.仕事との関係

SNSって個人向けのビジネスでしか使えないでしょ？

うちは顧客が企業だからSNSやっても意味ないよね？
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2-5.仕事との関係

顧客が企業（BtoB）でも個人（BtoC）で

も関係ありません。特にBtoBは複数人で

協議して検討する傾向があるため、必ず

しも意思決定者だけが購買のキープレイ

ヤーではありません。SNSを愛用している

社内の情報通が、個人アカウントから所

属企業を認知し、購買に影響を与えるケ

ースもあります。

事業部長

品質保証
経理

担当者

生産責任者営業リーダー

DMU
意思決定関与者

2-5.仕事との関係

リサーチする

SNSを見る
オウンドメディ

ア訪問
SNSをフォロー

日常的にSNSを
見る

担当を任される
情報収集をはじ

める
情報通に教えて

もらう

ウェブサイト訪
問

問い合わせ

印象に残
る

興味を抱
く

いいな！
と思う

社内情報通

担当者
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2-5.仕事との関係

業種（BtoB／BtoC）というより

人がキッカケになる活動では

SNS（特にTwitter）の可能性はあるのでは？

2-6.組織で取り組むポイント

全員でやろう！は失敗する

1. SNSを活用してる人（約10％）

2. SNSを活用してないが向いてる人（約10％）

3. SNSをやってるが向いてない人（約30％）

4. SNSをやっておらず楽しめない人（約50％）
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2-7.SNS活用に向いてる人

1. 文章を書くのが好き

2. 人と交わるのが好き

3. 仕事が好き

4. 適度な自己顕示欲

3.SNS運営の基本
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3-1.どんな人にフォローされるといい？

本当につながるべき人

1. フォローしてる人が少ない

2. リツイートやシェアの頻度が高い

3. 同じテーマで生きている

あなた

・・・

ちゃんとシェアしてくれる
この人たちがありがたい

3-2.投稿の質と量、どちらが大事？

SNSのタイムラインはアルゴリズムがあり

関わりが深い人の投稿が優先表示される

● 最近フォローした人

● 最近リプライした人

● 最近リツイート／シェアした人

● 最近いいねした人

● 最近見に行った人 など
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3-2.投稿の質と量、どちらが大事？

より多くのいいねを獲得したほうが有利

1日1投稿

50いいね獲得

（投稿の質が高い）

1日10投稿

各10いいね獲得

（投稿の質が低い）

Aさん Bさん

3-3.どうやって投稿のネタを見つける？

活動のメモをコンテンツ化する

● 仕事中に考えたこと

● 仕事中に話したこと

● 仕事で誰かが言ってたこと

● 仕事の中で思い出したこと

● 仕事中に作った図表

● 社内で伝えたこと

● 最近読んだ本の感想

● 気になった記事の感想

● イベントで聞いた話の感想

● 社長が言ってたこと

● 先輩が言ってたこと

● 顧客が言ってたこと

※ただし言っちゃいけないことは投稿しないように！
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3-4.どうすればフォロワーが増える？

ユーザー行動を考えれば分かる

この人は誰だろう？

気になる投稿を見つける

プロフィールをクリック

いつもどんな投稿してるんだろう？

フォロー

3-4.どうすればフォロワーが増える？

ユーザー行動を考えれば分かる

この人は誰だろう？

気になる投稿を見つける

プロフィールをクリック

いつもどんな投稿してるんだろう？

フォロー

①いい投稿をして広く露出する

→第5章で詳しく紹介

②クリックしたくなるアイコンや名前にする

→第4章で詳しく紹介

③魅力的なプロフィールをつくる

→第4章で詳しく紹介

④タイムラインをいい投稿で埋める

→第4章で詳しく紹介
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3-5.テーマは絞った方がいい？

どちらのアカウントの方が増えやすい？

専門分野

のことだけ
（テーマが絞られて一貫性がある）

文章術、組織論、趣味、

日常、マーケティング
（テーマが複数で一貫性がない）

Aさん AさんBさん

3-5.テーマは絞った方がいい？

テーマが分散していると伸びしろは生まれる

糸満

沖縄

移住

自然
グル
メ

歴史観光

海旅行

北村

人材
育成

仕事
術

ファ
シリ

地方
創生

Twi
tter

個人
事業
主

組織
開発

日常
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3-5.テーマは絞った方がいい？

楽しみながら取り組める範囲で

最初はテーマを絞る

伸び悩んできたらテーマを増やす

3-6.やっぱりバズった方がいい？

いいねがたくさんもらえると楽しい。

だけど重要ではない。

同じ志を持った人と

強くつながることが一番大事。

いわゆるファンづくり。
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4.アカウントを整える

フォロワーが増える原理（再掲）

この人は誰だろう？

気になる投稿を見つける

プロフィールをクリック

いつもどんな投稿してるんだろう？

フォロー

①いい投稿をして広く露出する

②クリックしたくなるアイコンや名前にする

③魅力的なプロフィールをつくる

④タイムラインをいい投稿で埋める

この辺のお話

39

40



4-1.プロフィールの構成

Twitter Facebook Instagram

要素

● ヘッダ画像

● プロフィール画像

● ユーザー名

● アカウント名

● プロフィール

● 固定ツイート

● カバー画像

● プロフィール画像

● アカウント名

● （ユーザー名）

● プロフィール

● 自己紹介

● プロフィール画像

● アカウント名

● プロフィール

● ウェブサイト

4-2.アカウント名とユーザー名

個人アカウントの場合

前提：アカウント名、ユーザー名、プロフィール画像は

タイムラインに露出する

1. 個人名＋肩書きや職能

2. 知名度のある組織に属してるなら、組織名を併記するのはオススメ

3. アカウント名はプロフィールに誘導する「すべり台」

法人アカウントの場合

1. 何をする企業か社名で伝わらない場合は＋やってること

2. 法人名とプロフ画像は一貫させる

3. アカウント名はプロフィールに誘導する「すべり台」

他者目線で見た時にどんなアカウント名がいいかを考える
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4-3.プロフィール文

自己紹介の基本セオリー

現 在 過 去 未 来

所属

職業

スキル

家族

趣味

学歴

経歴

職歴

出身

逸話

今後の目標

将来の夢

したいこと

意気込み

見た人が「フォローの便益」を感じられる固有名詞やエピソードを加える

4-4.固定投稿とタイムライン

ユーザーの基本行動

プロフィールを見た後に、直近の

投稿を見て、フォローするかどう

かを決める

固定投稿（Twi、FBページのみ）

● テーマと関連性のある投稿

● 大量シェアの実績がある投稿

● プロフィール文の補足説明

タイムライン

● なるべく一貫したテーマを投稿

● バズってる時は変な投稿を控える
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5.投稿の基本

5-1.投稿の本質

コンテンツ・イズ・キング

投稿内容

コンテンツ力＝文章力の源泉は？

人や組織自身

● これまでの実績
● 知識やスキル
● 知名度や好感度

考えてること

● アイデア
● 思考の断片
● 思い
● 伝えたいこと

表現力

● 編集力
● 文章力
● ビジュアル作成力

★

SNSの世界の大原則
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5-1.投稿の本質

コンテンツを作る力は、実はSNSと関係ない

SNSの力を身につけるのではなく

コンテンツを作る力を身につけると考える

5-2.他者と共鳴するコンテンツを作る

活動のメモ
● 仕事中に考えたこと

● 仕事中に話したこと

● 仕事で誰かが言ってたこと

● 仕事の中で思い出したこと

● 仕事中に作った図表

● 社内で伝えたこと

● 最近読んだ本の感想

● 気になった記事の感想

● イベントで聞いた話の感想

● 社長が言ってたこと

● 先輩が言ってたこと

● 顧客が言ってたこと

伝わりやすく
アレンジする

言いたいことを
思いつく

投稿する
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5-2.他者と共鳴するコンテンツを作る

これを意識せずにダイレクトに

投稿するとうまくいかない
（元々、表現力がある人を除く）

伝わりやすく
アレンジする

言いたいことを
思いつく

投稿する

5-2.他者と共鳴するコンテンツを作る

T：ターゲッティング

S：セグメンテーション

P：ポジショニング

コミュニケーション

読者層をどう分類し

どの読者に対象を絞り

どう思われるために

どう伝えるか

アレンジの仕方はマーケティング的に発想する

コトラーのSTP理論
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5-2.他者と共鳴するコンテンツを作る

そもそも興味がある人が少ない

投稿しても反応されない

人気のある分野を扱う

人気のある分野に寄せる

視点1

ターゲットを増やす

そもそも分かりにくく面白くない

投稿しても反応されない

認識しやすくする

関心を持たれる表現をする

視点2

伝わりやすくする

6.伝わりやすくする

51

52



6-1.伝わりやすさとは

投稿の体験時間

10文字＝1秒

140文字＝14秒

6-2.伝わりやすい投稿とは

認識できなかったら即スクロール

最初の約1秒

簡潔な文章

残り13秒以内

理解しやすい文章

（共感できたら）

いいね

分かりづらかったり
興味関心が無かったら即スクロール

※ただしすでにファンのアカウント、人気の投稿はしっかり読まれる
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6-3.読まれやすい投稿にする方法

簡潔な文章 平易な言葉づかい フックのある表現

6-4.簡潔な文章

1. できるだけ短く切る

2. 主語と述語を近づける

3. 接続詞で自然につなぐ

4. 文の途中で説明を挟まない

5. 話しにオチを付ける
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6-5.平易な言葉づかい

1. 漢字が多くて硬い文体

2. 難しそうな言葉づかい

3. 上から目線

4. 断定口調

5. 武士のようで怖い

6-6.フックのある表現

1. 面白い言葉やフレーズ

2. リアルなエピソード

3. 有名人の名言

4. データ化

5. 画像化

6. 逆張りのポジション

平凡な文章に
フックを与える
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6-7.小技①カタカナを活かす

印象に残る言葉。目に留まる言葉。できるだけ注目してほしいキーワードにだけ使う。

（カタカナでしか表現できない言葉は仕方ない）

カタカナ

意味を伝える言葉。意味や文脈やメッセージを構築する。意味を強く伝えたい箇所は漢

字に、そうでない箇所はひらがなに。

漢字

雰囲気を伝えたり、カタカナや漢字のつながりをなめらかにする黒子。黒子ばかりの文

章は情報密度が減って目に止まりにくくなる。カタカナ、漢字との配分を考慮する。

ひらがな

6-7.小技②話し言葉化する

（中略）

TwitterやFacebook、Instagramをはじめて見

たもののフォロワーもそんなに増えずで「いい

ね！」は少し…

情報発信を毎日しているけど、そもそも見てく

れてるのかな？

労力だけが増えて今までと何も変わらない。

でも世の中にはSNSがきっかけで有名になったり、

活動が広まったりする人だっている。

なんて思ったことはありませんか？

SNSは運用の仕組みをつくっちゃえば、フォロワ

ーが増えたり、いいねがもらえたり、集客につ

ながったりします！
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6-7.小技③箇条書きを取り入れる

6-8.投稿時間

参考：ガイアックス社（https://gaiax-socialmedialab.jp/post-30833/）
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6-8.投稿時間

平日：朝（07:00～09:00） 昼（11:30～13:00） 夕方（19:00～21:00）

休日：朝（08:00～10:00） 昼（11:30～13:00） 夕方（14:00～16:00）

Twitter

火水木：朝（07:00～08:00） 夕方（17:00～19:00）

Facebook

平日：朝（07:00～08:00） 昼（12:00～13:00） 夕方（20:00～22:00）

休日：朝（10:00～11:00） 昼（11:30～13:00） 夕方（20:00～22:00）

Instagram

6-8.投稿時間

月
午前 仕事モード（弱？）

午後 仕事モード

火
午前 仕事モード

午後 仕事モード

水
午前 仕事モード

午後 仕事モード

木
午前 仕事モード

午後 仕事モード

金
午前 仕事モード

午後 仕事モード（弱？）

土
午前 プライベートモード

午後 プライベートモード

日
午前 プライベートモード

午後 プライベートモード

平日

6-9 ○

9-12 △

12-15 ✕

15-18 ✕

18-21 △

21-24 ○

週末

6-9 ✕

9-12 ○

12-15 △

15-18 ✕

18-21 ✕

21-24 △
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7.その他

7-1.炎上

批判が集中的に数多く投稿されること

● 何をもって炎上かの基準がない

● メディアが勝手に炎上認定することもある

● 一般人が炎上することはほとんどない
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7-1.炎上

劣等感を正義感で満たす

● 企業が生活者をだましてる

● 企業が労働者を搾取してる

● エリートが馬鹿にしてる

● 弱者への配慮が欠けている

● 差別を助長している

● 調子に乗っている

7-1.炎上

もしも炎上したら

● 削除せず、更新を停止する

● 社内の関係者に報告・相談する

● 会社の方針を協議する

● 必要であれば専門家に相談する
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7-2.クソリプ

SNSにおける不愉快な返信を指す言葉

無視
● 相手をしても、時間と心を浪費するだけで得るものがない

● 絶対に戦ってはいけない。自分のブランドイメージまで傷つけてしまう

● ゲーム『バイオハザード』のカラスと同じ。無視して一気に走り抜けるのが吉

● 大抵は他の人にもクソリプを投げつけており、基本的に精神を病んでいる

● 返事をしないことを「卑怯」と罵る輩もいるが、返事する義務はない

● どの分野にも面倒くさい「警察」がいる。あまり気にしない

● 気に入らなかったらミュートかブロック

● 事実無根のことを言われたらブロックしたうえで反論。深追いしない

● あまりにもひどい場合は、法的手段も選択肢のひとつ

7-3.そもそもやってはいけないこと

1. 特定の企業・人・製品サービスを否定する発言

2. 危機感をあおるネガティブな発言

3. 政治・宗教・人種・性別の差別に絡む発言

4. 企業のIR情報に抵触する発言

5. 顧客情報・守秘義務に絡む発言

6. 身近な関係者が誤解するような発言

7. 社外秘資料や不適切な画像の公開
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7-4.私が意識しているささいなこと

● 時に丁寧語や方言を使い、柔らかい印象を出す

● 断定しすぎない

● 批判的・ネガティブな言い方を避ける

● 強い人より弱い立場の人に寄り添う

● 自分の気に入らない投稿は消す

● 多少の誤字は気にしない

● 好意的な人向けの発信を重視する

● 「～派です」という言い方で対立しない

● 崇高なブランディングをしない

● 時々面白いことが言えないか挑戦する

● 時々自分のイメージを破壊する

● 時々フォロワー増のセオリーを無視して遊ぶ

● 堅苦しく考えず、勢いや感情を大事にする

8.まとめ
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8-1.日常との相乗効果

SNS「だけ」の限界

● 大切なのは日々のリアルな活動

● SNS投稿ではすべて伝えられない

● リアルがあってこそのSNS

8-2.お伝えしてきたこと

● 広く知られるためにSNSをやるならTwitter

● オリジナルの投稿をしよう

● 機能を最大限に生かす

● 個人アカウントも上手く使おう

● 評判を高めることは、組織にも個人にもプラスになる

● いろいろな仕事に好影響を与える可能性がある

● 会社でやるなら、向いてる人を支援しよう

● 自分たちを応援してくれるフォロワーを大切にする

● Twitterはどちらかといえば質より量

● Facebookは量より質

● Instagramは質より量より見栄え

● 投稿は3段活用

● 最初はリアル人脈でフォロワーを増やす

● テーマはなるべく絞る

● （個人）匿名でも実名でも好きな方で構わない

● 投稿のいいね！に固執しない

● アカウント名はプロフィールへのすべり台

● プロフィール画像はなんでもいいがコロコロ変えない

● プロフィール文は、現在→過去→未来を基本FMT

● プロフィール文は繋がりたい相手に便益を想像させる

● 投稿はできるだけ一貫させる

● SNSは投稿＝コンテンツが命

● 投稿はインプ、いいね、プロフクリックで評価する

● フォロワー数に応じた適切な数字を目安にする

● 投稿はマーケティング的に発想する

● やることはターゲットを増やすか、伝わりやすくする

● いいね数を増やしたいならターゲットが多いテーマで

● 競合は多い、を前提に表現を工夫して独自性を出す

● つねにターゲットを意識してテーマを決める

● ニッチなテーマの時は、他のテーマをくっつける

● 簡潔に平易な言葉で投稿する

● 汎用性のある投稿はいいね数が増えやすい
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8-3.さいごに

楽しむ！
一人ひとりに天の使命があり

その天命を楽しんで生きることが

処世上の第一要件である。

※細かなテクニックはまずは気にしなくて大丈夫！

ありがとうございました

素敵なSNS活動ができますように
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講座参加者の声

まち活のヒントは市民活動に役立てるヒント集です。

当センターや市役所市民生活環境課で配布しています。

市民活動に役立てるリーフレット

「まち活のヒント」

001 イベントの作り方

002 市民活動のあり方 with コロナ

003 自治会のあり方 with コロナ

004 目標達成できるチームの作り方

005 会議のやり方 10 のコツ（前編）

006 会議のやり方 10 のコツ（後編）

007 補助金制度の活かし方

008 情報発信ツールの種類と特徴

009 活動写真の撮り方

010 Zoom の使いかた

その他の刊行物

・SNS をするのに向き不向きがあることが一番のビックリでした。また、SNS を

　更新するにも見えていない誰かに遠慮してたり、すごくまとまっていてために

　なる情報発信が最初からできていなきゃいけないんだとか、変な思い込みをし

　てました

・フォロワーを増やさなきゃなどの悩みが増えていました。楽しむことが一番で

　あること、伝わりやすくする方法が学べて良かったと思います

・ポイントがまとめてお話されていたのでとても分かりやすかったです。普段は

　インスタのみの発信なので、Twitter も始めてみようと思います。各 SNS の比

　較も知ることができとても良かったです



まち活のノート
「ファンづくりにつなげる SNS の活かし方」
発行年月：2022 年 3 月 初版（2021 年度制作）

発　　行：糸満市市民活動支援センターまちテラス

　　　　  糸満市字糸満 989 番地の 83 糸満市場いとま～る E-1

メ ー ル：info@machiterrace.com

開館時間：月曜日から金曜日 午前９時から午後６時まで

 休 館 日：土曜・日曜・国民の休日・慰霊の日・年末年始

まち活のノート バックナンバー

001 広告デザイン理論を活かした読まれるチラシの作り方

002 広報担当者向けスマホ写真の撮り方

003 ファンづくりにつなげる SNS の活かし方

004 イベントを集客（告知・宣伝）から成功につなげる方法

005 成長できるチームをつくる 5つの活動

006 参加体験型ワークショップのつくりかた
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