
平成２９年度第１回碧南市制７０周年世代別会議 

 

日時 平成２９年７月６日    

   午後７時から       

場所 文化会館 ３階 大会議室 

 

１ あいさつ 

 

２ 概要説明 

 

３ メンバーあいさつ 

 ・名簿順に名前とニックネームのみ「○○です。△△と呼んでください。」  

 

４ 魅力発見と情報発信について 

 

５ グループミーティング 

 

６ 次回会議での内容について 

 

７ 終了（２０：２０終了予定） 

 

 
メ モ 



平成２９年度第１回碧南市制７０周年記念事業世代別会議　メンバー一覧

世代別 氏名 フリガナ 備考
1 若者 小池　葵子 コイケ　キコ
2 若者 杉浦　公美 スギウラ　クミ
3 若者 村松　愛知花 ムラマツ　アチカ
4 若者 天野　眞由佳 アマノ　マユカ
5 若者 小川　裕奈
6 若者 佐藤　ゆな
7 若者 前田　和樹
8 若者 有田　緋愛
9 若者 宮本　直哉
10 若者 酒井　隆一
11 若者 禰冝田　陸真
12 若者 坂田　大樹
13 若者 茶木　拓斗
14 若者 小越　純伶 コゴエ　スミレ
15 若者 竹内　みう タケウチ　ミウ
16 若者 成田　絵真 ナリタ　エマ
17 若者 橋本　知佳 ハシモト　チカ
18 若者 有馬　凜 アリマ　リン
19 若者 神谷　沙希 カミヤ　サキ
20 若者 前重　なな マエシゲ　ナナ
21 若者 加藤　愛 カトウ　アイ
22 若者 角谷　風果 スミヤ　フウカ
23 パパママ 小池　伸和 コイケ　ノブカズ
24 パパママ 杉浦　謙二 スギウラ　ケンジ
25 パパママ 天野　好美 アマノ　ヨシミ
26 パパママ 石原　洋子 イシハラ　ヨウコ
27 パパママ 岡部　美沙 オカベ　ミサ
28 シニア 榊原　由太郎 サカキバラ　ヨシタロウ
29 シニア 曽根　幸雄 ソネ　ユキオ
30 シニア 杉浦　誠治 スギウラ　セイジ
31 シニア 小幡　哲資 オバタ　サトシ
32 シニア 太田　幸明 オオタ　ユキアキ
33 シニア 榊原　雅彦 サカキバラ　マサヒコ
34 シニア 杉浦　光 スギウラ　コウ
35 若手ＰＴ（若者） 白井　寛人 シライ　ヒロト
36 若手ＰＴ（若者） 杉浦　紗里子 スギウラ　サリコ
37 若手ＰＴ（若者） 長坂　拓磨 ナガサカ　タクマ
38 若手ＰＴ（若者） 守川　峻耶 モリカワ　シュンヤ
39 若手ＰＴ（若者） 田中　里沙 タナカ　リサ
40 若手ＰＴ（若者） 美濃　明紀 ミノ　アキノリ
41 若手ＰＴ（若者） 澁谷　大輔 シブヤ　ダイスケ
42 若手ＰＴ（若者） 酒井　弘樹 サカイ　ヒロキ
43 若手ＰＴ（若者） 塩谷　健太 シオヤ　ケンタ
44 若手ＰＴ（ﾊﾟﾊﾟﾏﾏ） 東海林　利治 トウカイリン　トシハル
45 若手ＰＴ（ﾊﾟﾊﾟﾏﾏ） 伊藤　宏匡 イトウ　ヒロマサ
46 若手ＰＴ（ｼﾆｱ） 竹内　みほ子 タケウチ　ミホコ
47 若手ＰＴ（ｼﾆｱ） 青木　至 アオキ　イタル
48 若手ＰＴ（ｼﾆｱ） 原田　雅広 ハラダ　マサヒロ
49 アドバイザー 穂坂　友宏 ホサカ　トモヒロ
50 アシスタント 杉浦　正和 スギウラ　マサカズ
51 アシスタント 水野　良治 ミズノ　リョウジ
52 事務局 生田　和重 イクタ　カズシゲ
53 事務局 中川　知之 ナカガワ　トモユキ
54 事務局 小林　高志 コバヤシ　タカシ
55 事務局 平松　佑太 ヒラマツ　ユウタ



放送作家や電通の人に見せたくない！ＰＲ企画の作り方 

穂坂 

 

 

ＰＲ企画のパターンは２つ 

①新しい碧南の魅力 

⇒どうしたらその魅力を引き出せるかを企画に！ 

 

②すでにある碧南の魅力 

⇒見せ方を新しくする 
 

どちらにせよＰＲのタネ（何がＰＲしたいか？）が必要 
 

 

 

 

企画作りの流れ 

① ＰＲのタネ集め 

② ＰＲのタネから一行企画を考える。 

③ 一行企画の中からワクワクするものを企画へ。 

 

出来上がった企画の中から、 

やりたいものを各世代最低 1個やりましょう 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

一行企画とは？ 

・碧南のつぶれた飲食店を集めたフェス  

 

・行かず嫌い王  

碧南住んでるけど行ったことがない場所。食わず嫌い王ではなく、 

行かず嫌い。ランキング化する？ゆかりの人で対決？動画？ 

 

・アド街っく天国の碧南版 碧南の魅力ベスト３０ ＶＴＲ？ 

 

・エドモンズ市の金髪美女カレンダー 

金髪美女が碧南の名所で、名物持ってセクシーポーズしてる 

カレンダー。できればエドモンズ市の人がモデルで。 

 

・碧南のアレ見て人生変わった 

碧南の水族館の魚見て、海洋学者になった人とか。 

 碧南のアレを見て人生変わった人いないのかな？講演会？ＶＴＲ？ 

 

・碧南ガチャ 

碧南名物をＮ（ノーマル）、Ｒ（レア）、ＳＲ（スーパーレア）みたいな 

スマホゲームのカードを作る。シールにしてガチャガチャにして、 

駄菓子屋の前に置く 

 

・碧南版 人生ゲーム 

 人生ゲームの駒に碧南あるある  「矢作川でおぼれる 2マス戻る」とか 

 タカラトミーに作ってもらえないか？ 

 

・ＣＲ禰宜田政信 

碧南市長のパチンコ台 作れないか？   

 

・碧南写真大喜利 

碧南の写真を使って、芸人呼んで大喜利大会 

 

・碧南の名所擬人化コンテスト 

 明石公園、あおいパークとか名所を擬人化。美少女パターン、 

マッチョパターンとか。中学生、高校生の絵のコンクールとかで？ 

 

できるかできないかは一旦置いといて 

自由に考えていましょう 

 

 



 

一行企画の考え方 

 

■場所、人、ものから考える 

・明石公園⇒明石公園と東京ディズニーランドを比べてみる！ 

・哲学たいけん村⇒碧南住んでても行ったことないよね。行かず嫌い王。 

 

■感情から考える 

・昔、あった一心（居酒屋）のどて煮がまた食べたい 

⇒碧南のつぶれた飲食店を集めたフェス 

・矢作川の近くの牛小屋臭いけど、懐かしいにおいだ！ 

⇒碧南くさいい場所 

 

■とりあえず碧南に置き換える 

・テレビ愛知のアド街っく天国⇒アド街っく天国の碧南版 

・人生ゲーム⇒碧南版人生ゲーム。 

 

■好きなもの、得意なものから考える 

・芸人が好き⇒碧南の写真を使って、芸人呼んで大喜利大会「碧南写真大喜利」 

・スマホゲームが好き⇒碧南名物をＮ（ノーマル）、Ｒ（レア）、 

ＳＲ（スーパーレア）みたいなカードを作る 

 

 

 

 

 

 

動画にするか？イベントにするか？どんなものにするか？ 

どうすれば多くの人が参加するか？多くの人に見られるか？ 

どんなキャッチ―なタイトルを付けるか？ などなど 

 

これを膨らませていく 


