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大変満足 満足 普通 やや不満 不満
38 42 10 5 0

実施期間：2019/9/24～9/30　アクセス数：150　回答数：98　方法：WEBアンケート　内訳：PC15.3％　スマートホン84.7%

プレミア・ケア・チャレンジ2019.9.23アンケート結果

Q1.プレミア・ケア・チャレンジに参加してみて、いかがでしたか？
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大変満足 満足 普通 やや不満 不満

Q1についてのご意見

・2年前は会場も広く、全てのスクール(店舗)のダンス発表、SPダンス、演劇、シニア、会場参加プログラムを3000円で観ることができましたが、今年は会場も狭

く、3000円だと一部のスクール(店舗)のダンス発表だけしか観ることができなかった。

・タイトなスケジュールだなと思ったが円滑だった。時間もちょうど良かった。

・プログラムについては『大変満足』としたいところでしたが、1部、2部、ゼロヒャクと入れ替えが複雑でしたので、次回はそのあたりがもう少しスムーズに行くと

嬉しいです。

・各スタジオ毎に決められた同じ時間内での発表だったのでしょうが、前回と同じ演目のスタジオがあったり曲数が違ったりし、通所されている方の成長を正直
感じにくかったです。２部構成にした点は、出演者側だけでなく観る側も適度な時間で良かったと思います。

・当日の待機中など、子供が親と離れている時に体調不良になった場合にどのように対応するのか、事前に話を聞きたかったです。

・会場の収容人数、参加人数や小さいお子さんの長時間の待ち時間を考慮しての2部構成かと思うが、他店にいるお友達の発表も見たかった。ただ、参加した

子供が自分の出演時間以外はほかの店の発表を会場で着座して見れたのは良かった。座席数と時間管理（2部構成）は難しい課題ですが、今後も何かしらの

改善を希望します。

・２部制にした事で全体の様子がわかない。またゼロヒャクもあり３部制だったので、間が空いて子供が飽きてしまっている様子も多く見えました。

・アレンジがあったけれど、基本は前回の発表会と同じ演目だったことが残念。1曲でも新しい演目が欲しかったです。

・こどもたちが楽しみに舞台に立つ姿がとても快く感じています。

・スタッフさんの対応は、いつもながらとても丁寧で、感謝しております。 ただ今回は、スペシャルチームと発表会のみのチームに、割とハッキリ分かれた感じ

で、それはそれでいいのですが、数年前の、おしりかじり虫のダンスのように、全体で楽しめる企画も、今後またあったらいいなーと思いました。
人前に出ることが苦手なため、何はともあれ舞台に立てたということが良かったです。ダンスは本人は覚えた言っていましたが、本番では先生を見てばかり

で、見ないと分からないのか、自信がないのか。。本人は合わせるために見ながらやると言ってましたが上手い言い訳のような。。ダンスは好きなようで、テレ

ビのまねっこをよくしてます。覚えるのが苦手なようです。 演劇は、本人から当初出ないと言い出してましたが、カエル君の&#x1F438;目を持つ係という工夫で

本人のやる気を上手く引き出してもらえました。劇団四季にみるような、１つの動物を2人で形にするのは面白いなと思いました。会場からは、2人が出てくる

と、可愛い❤と声が上がっていて嬉しかったです。
・店舗の発表は先生方にもよくしていただき満足していますが、子供が見れないのはやはり子供が楽しむという面では不満。 バタバタ感がものすごかったし、

もっと落ち着いた発表が見たい。し、子供にも見せたい。演劇やSP等とは別日にした方がいいのでは。 プレミアケアは、何をしたいのか、何を目指しているの

か、基本に立ち返って考えて欲しい。昔の方が良かった。裾野の先生方は本当に一生懸命で、これからもお世話になりたいです。

・子供達の席も確保されておらず主役が立ち見は有り得ない。 スタッフの少なさ。 ステージ上の人数の多さに表現しきれてない。

・時間帯がちょうどお昼を挟んでしまい、そのまま3部につながるという時間構成で、「さっとお昼をすませる」というようなことができないため、空腹のまま、3部
の出番を待つことになってしまった。学校の運動会のように、午前から午後にかかる場合は、お弁当を食べる時間や場所を確保してほしい。
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大変満足 満足 普通 やや不満 不満
32 43 11 10 0

Q2.開催日時はいかがでしたか？ 
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大変満足 満足 普通 やや不満 不満

Q2についてのご意見

・終了時間が押すかと思ったが時間通りで良かった

・翌日が日曜日か祝日ならば、子どもが疲れを引きずらず済むように感じました。

・連休の最終日で、ちょうど近隣のお祭りと重なっていたのだけがちょっと残念でした。ですが、夏休みの開催より都合がつきやすかったです。

・お祭りの日と重なって、トイレなど混んでいた。 連休最終日で、翌日からの学校を考えて、体力気力面で不安だった。

・お祭りと別の日にできたらもう少し人が少なくて落ち着いていたのかなと思いました。トイレも祭りの人もたくさんいて混雑していたので。

・ゼロヒャクフェスタと同日は、複数出演する子どもにとって、少しきつかったかもしれません。
・一日が長いので、翌日学校が疲れてしまっているようです。 できれば翌日休みとなっているのが良いのかもしれません。

・学校が始まっていて、行事が立て込む秋は避けていただきたい。 また、連休最終日は翌日の登校に負担が大きかった。

・学校の運動会直前のため、練習したい踊りが2つになったり、毎日の運動会練習もあり、ステージ発表への気持ちの集中が難しかったです。発表会は楽し

かったようですが、気持ちが運動会にむいているので達成感はあまり感じてなかったようです。 主な学校行事とは半月は離れていると家でももっと盛り上げら

れるのでよいなと思います。
・次の日が休みの日だと良い

・２部構成で時間が以前より短くなり良かったです。

・一部二部とわけていただいたので、観るのも参加する本人も楽でした。

・日程は問題ないですが、時間帯は改善の必要があると思います。



2

7月 8月 9月 土曜日 日曜日 祝日 AM PM リハーサルは前日が良い リハーサルは当日が良い
8 20 41 36 46 39 33 18 5 32

その他
3

Q3.次回開催に向けてご都合の良い日時はございますか？ （複数選択可）

ゼロヒャクフェスタとは別日が良い
23

ゼロヒャクフェスタとは同日が良い
15
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Q3についてのご意見

・秋から年末にかけては連休が多いので、やはりこの時期が参加しやすいと思います。

・以前のように大きい会場でみんな一緒に発表ができる方が良かったように思います。

・色々チャレンジしたいお子さんにとって、ゼロヒャクフェスタと同日開催は、かなり厳しいものだったと思います。

・休前日が良い。

・初めての参加で更にゼロヒャクフェスタにも参加させていただきましたが本人凄い達成感で大喜びでした。でも朝から晩までずっとなのでせめて翌日学校が

休みの日にしていただけると嬉しいです。 リハーサルは当日だったので直前に確認できるのとてもありがたかったです。
・自分の発表が終わり、フェスタも見たいと残っていたお友達にチケットの値段を教えたら、家族全員分とても買えないと諦めて帰りました。もともと、フェスタに

出演する家族はチケットを持っているが、あの値段設定だと、当日販売して残って見ていくという方を切り捨てているように思えるので、同じ日にツメツメでやら

なくても良いように思った。子供は自分の店舗の発表とフェスタの両方に出演したので、出演する側としては同じ日の方がありがたいところでもあるが。

・お昼を挟んだため、お昼ご飯を食べる時間が迷った。

・今年は日程が運動会が近かったためか、ダンスにほとんど集中できなくて例年より練習したり楽しみにしている様子が少なかったです

・8月後半から9月頭希望。西荻窪店の当日の場当たりは気持ちくらい手際よかった

・各店舗で充分！多すぎて目が行き届いていない。

・夏休みは旅行や帰省で予定がなかなかたたないので、9月の休みの日がいいです。

・先に書きましたが、午前の部、午後の部とわけるのであれば、しっかりお昼ご飯をとって、休憩できる時間を作ってほしい。
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大変満足 満足 普通 やや不満 不満
26 29 19 17 4

Q4.開催場所および会場はいかがでしたか？ 

27%

31%

20%

18%

4%

大変満足 満足 普通 やや不満 不満

Q4についてのご意見

・保護者の座る席を子供達の席と勘違いした。保護者がどこに座れるのかパンフに一言あるとよいかも

・もう少し都心で交通の便がよいところ（色んな路線が乗り入れている駅が最寄り駅になる会場）だと参加する人がもっと増えると思います。

・会場が狭く、子ども達も全員座れずかわいそうだった。

・待機場所が暑くて、具合が悪くなりそうでした…

・席が少ないが皆吸われてて良かった。駅から近いのが助かる

・道が混雑したので、お祭り一緒の日じゃない方がいいと思いました。
・もう少し広い会場でもよいのでは？ と思いました。

・受付場所・方法は一工夫あってもよかったかなと思いました。

・アクセスが良いのと、公民館という安心感、ステージや客席の広さなど大変良かったです。

・欲を言えば、の意見です。ダンスや演劇を彩る音楽ですが、当該施設の音響設備がやや脆弱に感じます。低音や音の広がりを意識した音響設備が得られ

れば、子供たちの頑張りを更に後押しできる華やかさが得られるように思います！
駅から近いことが何より助かりました。客席数も多すぎず、ちょうど良い感じでした。

・駅からも近く、良かったと思う。

・会場が大きすぎず、舞台がよく見えた。

・もう少し広い会場でもいいのではと思いました。 祖父母にも見てもらいたいとおもいましたが席がいっぱいとの事で諦めました。 当日も発表している間に子供

たちの席にお客さんが座ってしまう事で子供たちが戻ってきて座る場所が足りなくなっている感じがしました。
・駅から近いので交通アクセスは良い。舞台と会場が親近感のわく距離感で良いが、座席数が少ないため開催のスタイルを制限されてしまうが、店舗での普

段の成果発表ということをメインで考えるなら、ちょうどよい規模だと思う。

・入れ替え制にて空席を取り除きたいのかと思いますが、 無理に入れ替えするより大きな会場で参加者が自分達 だけでないほうが良いように思います。

・今回は会場が狭いために半分の教室ごとにしたのでしょうか。全部の教室の発表を見たかった。また、子供達が席への移動中でうるさく、演劇部の子たちの

声がほとんど聞こえなかった。
・開場までかなり暑い中待たされたのが辛かった。今後待たされる可能性があるのであれば、悪天候でも問題なく待てる場所がある会場にして欲しい。

・会場の大きさから難しいかと思いますが、できれば撮影エリアを設けて入れ替え制にしていただけるとよかったかなと思います。

・せっかくの機会なので他の店舗の発表も観たかったです。入れ替え制でなく、大きなホールで一緒に観ることが出来たら良かったと思います。

・ほかの教室の発表をもっと観たかったです。

・待っているスペースがなかった
・アクセスのよい半面、ステージが狭く、子供たちが十分に身体を伸ばせていなかった

・もっと広い会場で、全店舗見せて欲しい。子ども席がほしい。

・中央線の方が良い

・狭い。とにかく子供達が座れていないのが可哀想だった。

・外で炎天下待機はよいのですが雨だったらと思うと不安でした。

・少し狭く感じました。 出来れば中央線か丸ノ内線沿いで開催して頂くと嬉しいです。
・近くて楽でした。 規模は小さめだけど、二部制ならばぴったりでした。アットホームな距離感。

・自宅から近いということもあり、家族全員で子供の姿を見ることができました

・広すぎず、顔や表情がよくわかるのでよかったです。

・子供たちが座れないというのは、次回は無しにしてほしい。学校の体育館などでもいいので、みんなが座れる会場にしてほしい。
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大変満足 満足 普通 やや不満 不満
38 37 14 5 1

Q5.運営スタッフの対応はいかがでしたか？
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大変満足 満足 普通 やや不満 不満

Q5についてのご意見

・これまで何度も参加していますが不快な気持ちになったことは一度もありません。

・スタッフなのか、お手伝いなのか、挨拶も誘導もない方がちらほら見受けられたかなと。 誰でも挨拶を行った方が印象は良いかと思いました。

・いろいろなハプニング(なんせこども相手だと予測がつかないと思います)があっても、完璧なフォローをしてくださりありがとうございました。

・客席の出演者席がどこなのか、もう少し明確に(開演までスタッフが常駐する、列の端に出演者席と貼るなど)していただきたかったです。プログラムに記載さ

れているので、こちらも確認すれば良いのでしょうが、尋ねても「分りません」と返答されてしまい、ちょっと残念でした。

・一生懸命取り組んでくださったと思います。 ただ、最後の引き渡しなどは課題が残ったと思います。
・スタッフの皆さん感謝しています。 本当にありがとうございました。

来年から、Tシャツは100センチくらいから選べると良いと思いました。3歳くらいのお子さん、うち以外にも多く見かけたので。

いつものことですがスタッフの皆さん一生懸命取り組んでくださりありがたいです。

・一生懸命頑張っていただけていたと思いますが、どうしても余裕がないように感じられる事がありました。

・スタッフの方により、時間、場所等の認識が異なっているように感じました。
・先生方には手厚くご指導や見守り頂いて 感謝しかありません。

・待機場所を確保すべきだった。炎天下の中、外に待機させるのはいかがなものか。

・子供が脱出したと聞きました。危機感が足りないと思います。

・他の店舗の先生は知らないし分からない。

・みなさん一生懸命子供のために対応してくださっていました。
・いつもニコニコ優しいです！

・プレミアケアの先生方の暖かい対応にはいつも感謝しかありません。

・会場に入る前、かなり暑い日差しの中、並ばなくてはいけなかったのは、厳しいと思った。 2部が終わった後、水筒・ペットボトルを渡しますということでした

が、もともとペットボトルの開け・締めを手伝ってあげてくださいと伝えていたのですが、蓋はしまったままで、まったく飲めていなかった様子。介添えの手が足り

ない場合は、遠慮せずに親を読んでほしい。
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大変満足 満足 普通 やや不満 不満
32 46 17 1 0

Q6.イベントの進行ペースはいかがでしたか？

33%

48%

18%

1% 0%

大変満足 満足 普通 やや不満 不満

Q6についてのご意見

・保護者が入場してから立ち位置のリハーサルをやるのは、間延びしてしまうのではないかと思いました。

・待たされてる感は全くなく、テンポ良く次のプログラムへ進んでいたと思います。ちょっと時間が押してしまったのだけが残念ですが、許容範囲でした。

・ペースは良かった。序文チャレンジの子達も面白かった。女性MCが少しからかうような言い方をするのが気になった。

・冬の時よりテンポ良く感じました！

・一つの演目内に詰め込みすぎて子供たちが、いっぱいになっているようにも見受けられました。

・会場外で直射日光の下の待ち時間が長かった。本番前に体も気持ちも疲れてきていた。
・いつもは指導してくださる先生の司会という別のかおを拝見し、子供もすごーい！と感激のようすでした

ご家族 友人・知り合い 学校関係者 1人 会社関係者
74 1 3 16 0

Q7.ご招待いただいたお連れ様はいらっしゃいましたか？（複数選択可）

79%

1% 3%

17%

0%

ご家族 友人・知り合い 学校関係者 1人 会社関係者

Q7についてのご意見

・引率した保護者１名のみです。

・もっと席に余裕があるのなら観に来てもらいたいと思います。

・知り合いを招待したかったがチケットやチラシ等が事前になかったのでお誘いするのをやめた。
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大変満足 満足 普通 やや不満 不満
23 27 21 5 2

Q8.今回、1部、2部はプレミア・ケア・チャレンジイベント。3部にゼロヒャクフェスタの初めて3部制のイベントになりました
が、いかがでしたか？

29%

35%

27%

6%

3%

大変満足 満足 普通 やや不満 不満

Q8についてのご意見

・1部と2部が完全入替制になってしまったのが残念。

・それぞれの時間が短いのは良かったですが、慌ただしい感じがしたのと、2部の時間が昼食時と重なってしまったので、家族も含め、お昼時間に困りました。

・とてもスムーズに進行されていて、とても気持ち良く楽しく観ることが出来ました。 欲を言えば、小さい子を前に立たせて頂くと、みんなの顔が観られて嬉しい

と思いました。実際、前のお子さんと重なり、ほとんど踊っている姿が観られなかったのが、とても残念でした。

・慌ただしく詰め込み過ぎの印象がありました。 会員数が増えている都合もあると思いますが、ゼロヒャクは別日でも良かったと感じました。

・1日で全て終わるのはありがたいのですが、全ての部に出演する方にとってはハードなスケジュール、２部のみ出演しない人にとっては、待ち時間をどうする

か困るスケジュールでした。

・外部のゲストはなくしてほしいです。健常者の子供たちが踊る姿は、障害を持つ親にとってストレスです。パフォーマンス集団のギャラのために、有料になっ

たのでしょうか？学芸会のように子供たちだけのための会にしてほしいです。

・待機中の様子が気になりました。 何かあった場合、すぐ親に電話できる体制なのかな、と心配がありました。

・子供も老親も長時間鑑賞に耐えられないので、ちょうどよい時間でした。

・事前にフェスタのプログラムがよくわからず、何をやるのかよくわからなかった。自分の出場した部以外の他店の発表も見れず残念だった。

・入れ替え制は賛同しきれません。 また、もし一緒にやるのであれば全体プログラム構成を考え見る側も参加している子供たちも、楽しく見れる参加できるが

よかったと考えられます。間が空きすぎて親も時間調整・つなぎが大変です。子供も飽きていました。

・ゼロヒャクフェスタのチケットが高い

・いつもの通り教室は半分に分けず全部が見たかった。
・正直なところ、やや駆け足になってしまった感はあります。 発表会は子どもたちの晴れ舞台なので、ゼロヒャクフェスタとは別日にしていただけるとうれしいで

す。

・待ち時間が長い。外部パフォーマーを無しで、短くして欲しい。

・出演する子どもも、観覧するほうも、長時間に渡るため、疲労してしまうかもしれません。

・3教室のみではなくて 全部の発表を観たかったです。
・拘束時間が少なくてよかった

・ゼロヒャクは別日がいい

・うちは、そんなにダンスに熱心な方ではないので、自分の発表が終わってサラっと帰れるのは有り難いです。

・チャレンジとゼロヒャクは別日がいい。

・三部制に不満なのではなく、詰め込みすぎ。

・3部の有料チケットの意味が分からない。

・2部制が良いと思います

・もう少し安いと呼びやすい

・内容が盛りだくさんだった分、途中休憩がなく、出場者の会場への入れ替え(？)でロビーが混み、顔見知りの保護者の方を見つけたり、話したりする事が出

来なかった。

・初めての参加だったので比較ができませんが、何の問題も無かったです。
・今年は短時間で終わって負担がなかったが、昨年の全店舗のダンス等観れたゼロ１００フェスタの方が見ごたえがあり楽しかった。

・1部、2部、3部と出る子は非常に長時間で負担だと思いますし、うちのように2部・3部だと、お昼を食べる時間が無いなど、問題点が多いように思います。ま

た、あまりにもたくさんのことが1日につめこまれていて、先生の手も足りないし、3部ではうちの娘が行方不明で警察に保護されるというあり得ない事件も起き

てしまいました。（今まで、一人で外に出てしまったということは、生まれてから一度もありませんでした）。 いろいろと見直して、まずは子供の安全と安心を優先

でお願いします。
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ジュニアダンスパフォーマンス 英語劇&ソングパフォーマンス（1部のみ） ジュニア演劇クラス（2部のみ） インストラクターナンバー

Q9.どの内容が一番印象的でしたか？

75 13 8 78

Q9についてのご意見

・インストラクターの方々のダンス素晴らしかったです！

・何年も参加していると、毎年この発表会でだけ見る他の教室のお子さんもたくさんいて、彼らもどんどん成長しているのを見ると感動します。

・あまり新鮮さを感じるプログラムがなかったので・・・。強いていうなら、思考を凝らしたスタジオのジュニアダンスパフォーマンスでしょうか。

・中学生高校生もいるので、更衣室は男女別にしてほしいです。

・先生たちの本気ダンス、普段なかなか見られないので、かっこよくて良かったです！

・子供たちの発表の間に入れるなど、見る側へのトーンを変えていただけると楽しかったかもです。
・先生方の発表は子供達もとてもかっこいい！と喜びます。 親もダンスの好きな先生方はに教えて頂けて嬉しいです。

・毎回、先生方の本格的なダンスがすごく楽しみです！ 演劇も、出来れば見たかった…（一部で帰ったので）

・もっと長い時間踊ってほしい。

・先生達の本気のダンスに子供たちも刺激をうけていました。 振り付けもされていて尊敬します。

・先生方のダンスは子供もにも良い目標になると思います。
・先生方のダンスが圧巻でした

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

ジュニアダンスパフォーマンス 英語劇＆ソングパフォーマンス（1部のみ） ジュニア演劇クラス（2部のみ） インストラクターナンバー
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地域コラボパフォーマンス
10

その他
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スペシャルゲスト
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ダンスコンテスト
6
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ジョブチャレンジ
25

78
シニアダンスパフォーマンス

13
演劇公演

10

Q10.次回以降あるとよいコンテンツはありますか？（複数選択可）

演劇クラスパフォーマンス
15
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25

プレミア・ケア・スペシャルダンスチーム
35
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Q10についてのご意見

・プレミアケアチャレンジという点では、ジュニアのパフォーマンスとイントラだけで精一杯という印象があります。でもインストラクター以外の方のパフォーマンス

を観ることも、子どもたちにとっては良い刺激になるので、あると嬉しいです。

・バンド演奏、カラオケ大会とか余興もあると、楽しいかもしれませんね。

・うちは子供が小さいので… もう少し大きくなったら、もっといろんな企画が楽しめる気がします。

・コラボやスペシャルゲストなど色々な方々とのつながりは良いと感じ子供たちも興味を持てたと思います。 毎回恒例のパフォーマンスは、シナリオなどの変化

を感じられませんでしたのが残念です。
・3部構成になったので、他店舗のパフォーマンスや英語クラスなどか見られず、とても残念でした。

・色々一度にやろうとすると、あちこち穴があきます。連携がとれなかったり、不備が増えるのなら、あまり欲張らない方が良いのかと思います。

・今回、スペシャルゲストがなかったのは大変残念でした。

・なにをしてもいいので、しっかりしてください。 DVD販売、わかりません。スペシャルゲスト、わかりません。 まだわかりません、まだわかりませんが多すぎま

す。

・阿佐ヶ谷店で1人の子だけソロでフル踊っていたのにはびっくりでした。 皆したいのでは？

・去年どこかの学生さんが踊ってくれたのが素敵でした。 プレミアケアに通わせていただいてる本人や、観に行った兄弟に、ダンスってすごいなと感じさせてく

れました。 先生方のパフォーマンスは最高だと思います。

・スペシャルな子たちと回をわけてあり、また近い支部と遠方の支部の回もわけてあり、自分の子どもの発表が短時間で観られてとても良かった。観る家族も、

出演する本人も待ち時間が負担になるほどでなくてよかった。
・少人数でダンスもみたいので、一人では難しいかと思うのでグループ分けなどしてコンテストなど楽しいかな？
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参加したい 予定が合えば参加したい 参加したくない
60 33 2

Q11.次回のイベントには参加したいと思いますか？

63%

35%

2%

参加したい 予定が合えば参加したい 参加したくない

Q11についてのご意見

・子どもは参加したいと思うでしょうが、保護者としては新しい曲にチャレンジさせてもらえないのなら、ちょっと参加させるか微妙な感じです。

・子供たちがすべての店舗を見れるようにしてほしいです。三部に分かれていると、見てもらえない。子供たちの発表会であってほしい。

・初めて参加しましたが本人もとてもやる気になり挑戦して、チャレンジしていくことを自らの手でやっていてとても成長する事ができました！

・全体構成によって、参加しやすさがあれば改めて考えたいと思います。

・今回のような状態ならば 参加しません。

・プレミア全体の年間スケジュールがほしい。
・参加はしたいですが、今後の方針をみて判断します。

・今回あまり良い気持ちで終わらなかった。

・遠方だと参加は見合わせる。今回のように近いと是非参加したい。

・いつも楽しみにしています。本人も楽しみにして頑張っている様子です。今後も是非参加したいと思います。
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Q12.今後のイベントに期待するものはございますか。ご意見・ご要望があればご遠慮なく教えてください。

・初めてイベントに参加させていただいたので、以前の様子はわかりませんが大変楽しめて子供達も飽きずに観劇できる時間で大変よかったと思います。祖

父母や親戚等にも見せたいなぁと思いましたが会場が満席でしたのでもう少し大きな会場（難しいですよね）になったらなぁと思います。楽しい時間をありがと

うございました。

・協賛企業が入っているのに、3部を観るには1人6000円もかかり高すぎると思います。
・目標があるとモチベーション上がるので発表会は継続してほしい

・何年か前タレントさんを呼んでよみうりホールでやったことがあると思うのですが、そんなに派手にしなくても、今回のようにアットホームな発表会がいいなあ

と思いました。

・音響が大き過ぎた。 (特に司会のマイクの音量) 

・ビデオや写真の販売
・とてもいい経験をすることができました。ありがとうございました。

・立ち位置を前後変えてくれると、みんなの顔が平等に観られて嬉しいです。あのように、先生方が一緒に踊って下さるなら、前後途中で変わっても踊れると

思います。宜しくお願い致します。

・1部のシニアプログラムがとても良かったです。正直、まったく期待していなかったのですが、不覚にも涙してしまいました。選曲もかっこいいダンスナンバー

で、男性陣がダンディで素敵でした。もちろん女性陣もパワフルでかっこよかったです。 ジュニアとシニアが同じフェスに出るのは今後も続けて欲しいです。 ま
たインストラクターのプロのダンスも見ごたえがあり、誰でもダンスをすることで輝けるというメッセージ性を(勝手に)感じました。

・不慣れな娘にずっと寄り添ってくださり、とても印象深く、本人も自信がつき、一歩前進できました。良い機会を与えてくださったことに感謝します。 ありがとう

ございました。

・子どもたちにとって発表の場は、成長につながり、他店との交流もできる必要なイベントだと思います。ただし、詳細の連絡が本番の数日前というのはとても

困ります。どんなに遅くても1週間前には知りたいです。
・子供が当日まで立ち位置など混乱していたようでした。 楽しんでいたので良いのですが、もう少し練習できたらよかったです。 個人的には他店舗の発表も見

たいので、2部制3部制じゃ無い方が良かったです。

・個性的なメンバーが互いを認めあって高め合える、懐の深い熱いフェスタを希望しています。 できない子、取り組みが雑な子、様々な事情で通ってる子達が

いることを親たちが認識不足かと思いました。できない子の悪口を言っているのを何度か耳にしました。

・タイムテーブルを早めに公開してください。

・一部のみの参加でしたが、コンパクトでテンポよく進められて子供も飽きることなく、とても良かったと思います！ また、インストラクターパフォーマンスがあ
り、とても楽しめました。 欲を言えば、２部の他の店舗の発表も希望者は見られれば嬉しかったです。どのクラスも、とても生き生きと舞台に立っていて、また

堂々と自分を表現できていて感動しました！ 先生方の導きのお陰なのだと思います。 素敵な舞台をありがとうございました。

・前回より会場への入場がスムーズだったし、三部構成なのも混雑しすぎず、良かったと思います。全てはスタッフの皆さんのご苦労あっての事だと思いま

す、ありがとうございました。

・これからチャレンジして成長していけるチャンスがもっと増えたら嬉しいです。 当日までの準備、当日の運営本当に大変かと思います。スタッフの皆さん本当
にありがとうございました。また今後もよろしくお願いいたします。

・３部制にしたことで、主役がみえずらかったと思いました。

・今回もSPに参加させていただきましたが、正直何がスペシャルだったのかわかりません。 本人はもうこれで終わりにしたいそうで、回を重ねるごとにモチベー

ションも下がっていくことが残念です。

・子どもたちが楽しんで参加できる発表会を期待しています。
・プレミアの発表会の形に徹していただきたい。全店舗まとめて見れるようにしていただいた方が良かった。

・事前の案内からイベントの内容までとても良くして頂き、感謝しております。 ただ、次回以降のために書かせて頂きますと、当日の受付がぐちゃぐちゃで残念

に思いました。 プラカードの元に並んでいましたが、そこに並んでいても、名簿をチェックする先生は来ず、せっかく並んでいるのに先生はその辺りを適当に

回って受付していて、どういうことか意味が分かりませんでした。 更に、衣装を配る人、名札を配る人がそれぞれバラバラだったため、いつになったら受付が

完了するのか、子供も親も混乱しました。次回以降は、受付を設けて、そこでワンストップで完了するような体制を作っていただけると助かります。
・満席のはずが空席があったり、完売のはずが当日券があったり、詐欺のようなことはしないでください。

・舞台上の並び方。上手な子を前面にして見栄え良く演出している意図は理解します。上手な子は体格が良い子が多く、我が子は毎年上手な子の後ろにいて

ほとんど見えない状態です。今年は舞台にゆとりがあったにもかかわらず、大きい子の影に隠れいました。忙しい中観にいっているので、不満を感じました。

・発表の楽しみ、見る楽しみ、参加者全員で共に踊る楽しみを体験できたらよいなと願っています。 日頃の先生方のたゆまぬ励まし戸見守りに改めて感謝申

し上げます。
・一番最初に書いてしまいましたが、スペシャルチームでない子たちでも楽しめる、ゲストとの会場一体型パフォーマンスがまた、やりたいです。

・ダンスでは、子供ひとりひとりの能力で自信を持って踊れるステップや量を把握しつつ、パート分けを細かくすると良いなと思いました。

・今回、ゼロヒャクチケット代が高かったと思います。多くの方に観ていただきたいので、チャレンジのように出演料としたらどうでしょうか。

・もっと広い会場

・子供ファーストで。 基礎をしっかり整えてください。 どの先生に聞いてもしっかり答えられるように、しっかりした方針を決めて発表会を開催してください。
・店舗内で少人数での発表会。 曜日毎等。

・子供達と同席にしてほしい。 演目中に立ち歩く、子供が歩き回る、非常識な人が多すぎ。見ていて不愉快でした。
・親子とも楽しく参加できました。子供たちも先生たちも頑張っていて、元気がもらえました。有難うございます。
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・踊りは一人１つでも良いので、スペースを持って子供が踊れると良いのでは

・発表会の開催ありがとうございました。毎年楽しみにしています。毎年いろいろな工夫をされていて見ごたえのある発表でした。 このように大きなイベントの

開催は大勢の方々のご尽力があってこその賜だと思います。心からスタッフの皆様、携わってくださった皆様に感謝いたします。 今後の要望としましては、支

店単位の小さな発表会もご検討頂きたいと思います。たとえ小さな会場でも、入場料が発生しても構いませんので子どもの一年の成果をもう少し眺めていた
いなぁ…と思います。スタッフの方々のパフォーマンスも間近にに見れますし。 今後ともよろしくお願い致します。ありがとうございました。

・ダンスが苦手でも楽しく参加できる演目であるとありがたいです。

・最近のマイクは性能が良いので、もう少しマイクを離して（或いは音量を下げて）司会進行をして頂いた方が良かったかと（司会進行はとても良かったのです

が）思います。

・一年に一度でも発表の場があると気が引きしまっていいと思います！ とても達成感を感じたようです。前に芦花公園店だけでしていただいた発表会も先生
方の紹介などもあり楽しかったです。ダンスを通じてお友達や先生方とコミュニケーションがとれ、発表会では緊張感や達成感を感じとり、子供達の成長につ

ながっているなぁと思います。 記念写真など支店ごとに撮っていただけたら思い出になるのでうれしいです。

・初めて参加させてもらいました。先生方のダンスや子ども達のダンスとてもステキでした。 英語のクラスもあるのを初めて知って行けるものなら行かせてみ

たいと思いました。 ありがとうございました。

・今回のように全体の発表会と、以前あった支店だけのこじんまりした発表会とがちょうど良い間隔でありとても良かった。タイトルが難し(オシャレ)過ぎて申込

みの段階から内容との一致がし辛かった。タイトルが立派過ぎて、毎年の発表会に出たいだけなのにこれで合っているのか、ややわかり辛かった。全体的に

とても満足です。同じような内容で先生のパフォーマンスと子どもの発表とを今後も楽しみにしています。

・子供がまだ小さく、出番までに疲れてしまっていた印象を受けました。 それに、先生たちのダンスが最初だと、出番前の子供たちのフォローの手が足りなくな

るのでは、とも思いました。 また、客席やステージで耳を塞いでいた子供たちを見ると、音響やアナウンスはもう少しボリュームをおさえらるとよいのではない

かと思いました。全体的には、先生たちのステージもほかの教室の子供たちのステージも、感動して涙が出ました。 ステキな時間をありがとうございました。
・リハーサルから客席で観ることになり、少し違和感があった。

・全員でのダンスは迫力がありましたが、残念ながら小さな体の子は見えなかったです。 一曲でも良いから本格的な自信のもてるダンスを覚えて披露できた

ら嬉しいです。

・お世話になりました。 とても楽しいイベントでみんな良い表情でした。 また楽しく参加させていただきたいです。

・いつもありがとうございます

・いつもありがとうございます
・子供たちに、親では提供できない貴重な経験や体験をさせていただける場として、プレミアケアには本当に感謝しております。だからこそ、次回は会場・人

員・体制・内容をすべて見直して、みんなが安全で楽しめる会にしていただきたいと思っています。そのために、親の協力が必要であればぜひ声をかけてくだ

さい。



12
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ゼロヒャクフェスタ2019アンケート結果

実施期間：2019/9/24～9/30　アクセス数：53　回答数：37　方法：WEBアンケート　内訳：PC37.8％　スマートホン62.2%

ご出演者様とのご関係を教えてください。（必須）

ご出演者様ご本人 家族 友人・知人
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ご年齢を教えてください。（必須）

～9歳 10歳～19歳 20歳～29歳 30歳～39歳

1 0 0 0

0%

70%

0%

0%

27%

3%

ご出演者様ご本人 家族 友人・知人 学校関係者 会社関係者 その他

0

5

10

15

20

25

～9歳 10歳～19歳 20歳～29歳 30歳～39歳 40歳～49歳 50歳～59歳 60歳～69歳 70歳～79歳 80歳～89歳 90歳～99歳 100歳～
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大変満足 満足 普通 やや不満 不満
10 13 3 6 3

Q1.ゼロヒャクフェスタにご参加・ご観覧してみていかがでしたか？

29%

37%

8%

17%

9%

大変満足 満足 普通 やや不満 不満

Q1についてのご意見

・沢山練習して頑張ったかいもあり、凄く上手に踊れていたし、本人が終始楽しそうに踊っていたので今回も参加してよかったと思いました。 ただ先生達のダン

スが見たかったと涙ぐんでました。 今回も凄く楽しみにしていたようで、先生達のダンスが観れると喜んで客席に見に来たら、 ゲストの黒い服を着た怖いおじさ

ん達が大音量で叫んでいたので耳を抑えて怯えてました。 大人の私がみて楽しめるものではあったし、女子高生達は大喜びでしたが、本来は利用している子

ども達やお年寄りが喜ぶような演目の方がいいのでは？と。 音に敏感な障害児には不向きだと思いました。 プレミアはダンサー達のものではないので、あくま

でも療育でありリハビリだという事にもう少し重点を置いて欲しいと思いました。

・プログラムの内容として、地域コラボやスペシャルゲスト、このイベントのためだけに結成したダンスチーム企画はとても見応えがありました。しかし、SPダンス
とエグザイルコラボに関しては、もう少しメンバー構成を考えた方が良いと思いました。ジョブチャレンジに参加しているお子さんは生き生きしてました！

・グループ会社でありながら今まで不勉強でした。今回のイベントから取り組みなども理解できる良い機会となりました。

・実際に見て、日頃からの頑張りが容易に想像できるくらい素晴らしい内容でした。また一人一人の楽しそうにしている姿が非常に印象的でした。

・表現力。何より、演者がいきいき頑張っていた。

・もっと観客側に降りてきて、一緒になってもいいかもしれません。
・チケットが高いと思いました。 サプライズゲストがくるかも！？とのお話でしたがそれもなく正直びっくりしました。

・一つのショーとして楽しめました。私はPIグループ社員として招待を受けて妻とともに観覧させていただきましたが、たまたま私がチケットを２枚いただいたか

らという理由だけで観覧した妻もおもしろかったと言っていました。課題をあげるとすれば、素直に記載すると前半の演劇のストーリーが途中までわかりづらく、

時間も少々長いと感じました。

・地域枠での参加団体との関係性が知りたかった。

・ゲストがいると聞いていたのに来ないし、SPダンスは、みんながスタンバイする前に音楽は流れるし、チケット代は高い。 子どもの席なく、別室で待機させるな

らちゃんと預かってほしい。子どもの安全はちゃんと確保してほしい。 今回は幸いにも警察の方が連れて来てくれたとは言え、もし、車にひかれたり、何かあっ

てからでは遅い。 それなら、親子席で子どもは親がみればいいと思う。 療育としての発表、子どもを成長させるなら、ダンス、演劇の上達が一番の目的ではな

いと思います。 子どもの安全を確保出来ないなら、先生たちが3回も踊らなくていいし、外部ゲストもいらないから、子どもたち中心のイベントにしていただきた

いです。 ゼロヒャクは別日にするとか工夫して改善出来るならそうしてほしい。 子どもたちが頑張っていただけに残念です。 まずは、療育として基礎を固めて
から、ゲストを呼ぶことを考えて欲しいです。

・先生方の一生懸命さはわかるのですが、あまりにもひどかったです。何人かの先生方がいっぱいいっぱいで、見ていて辛かったです。 プレミアケアは何がし

たいのか、どこにむかっているのか、迷走しているとしか思えません。誰が悪いんですか？ 私は療育のためにプレミアケアに通わせています。 プレミアケアは

療育ですよね？違うんでしたっけ。 スペシャルゲスト来る来る詐欺は、きっとなにか事情があったのでしょう。。でも、全く望んでいないのに勝手にバタバタされ

て金額高くされ、納得はできません。 子供の頑張りを普通にたくさんの人にみてもらいたい。それなのに1人6000円はありえません。 その上、子供が脱出した
と聞きました。子供の安全が守れない。。。甘く考えないでください。 合宿等も、知らないだけで危険にさらされていたのではないかと不安になりました。 先生

たちの頑張りには本当に感謝しているし、子供も先生が大好きです。 ただ会社の方針に親子で置いていかれている感じがします。 芸能人になりたいわけで

も、ダンスで食べていきたいわけでもありません。療育です。 身の丈に合った発表会に出たいです。

・ゲストを期待させすぎて裏切られた感じ。 6200円の価値はない。

・本人は出演はしてないですが、役割が多い仕事ができて楽しかったようです。

・今回は、娘が行方不明になり、警察に保護されるという大事件が起こってしまい、本当に肝を冷やしました。 他にもいろいろと気になった点が多かったため、
今後の事故を防ぐために改善をお願いします。また、娘の行方不明についても、あらためて事件の経緯と顛末書をいただけないでしょうか。どのぐらいの時間

を一人で歩いていたのか、当時スタッフは何人いたのか、行方不明に気が付いたのはいつなのかなど、報告をいただいておりません。
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大変満足 満足 普通 やや不満 不満
6 16 11 2 0

7月 8月 9月 土曜日 日曜日 祝日 AM PM リハーサルは前日が良い リハーサルは当日が良い その他
1 6 11 20 15 12 2 6 5 8 1

Q3.次回開催に向けてご都合の良い日時はございますか？（複数選択可）

Q2.開催日時はいかがでしたか？ 
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17%

46%

31%

6%

0%

大変満足 満足 普通 やや不満 不満

Q3についてのご意見

・会場でリハーサルをした方がよいと思う

・8月後半から9月頭。リハーサルは、前日当日ではなく、余裕を持って終わらせてほしい。本当は会場の広さに近い場所で数回やってほしい。

・場当たりなど移動する時もバラバラ。分かりにくく、2部から3部の合流もスムーズではなかった。

・3連休の最終日だったので、リハーサルなどが休日だったのは行きやすかったです。が、次の日に学校があるので、疲れが取れなかったようです。難しいで

すね、、、

Q2についてのご意見

・夏休みだと色々都合がつきにくいため、ちょうど良い時期だったと思います。ただ、会場前の広場のお祭りと重なっていたので、トイレが混んでしまい少々困り

ました。

・連休のうち１日というのはうれしかった。土日のどちらか、とかは厳しい。

・9月、且つ連休最終日はやめてほしい。

・これは人により都合が分かれると思いますが、私は自宅から少し距離もあったので連休最終日の夕方終了よりは、連休の初日か二日目のほうがありがた

かったです。
・夏休み明け、学校が始まってからは体力的にもきつかった。今まで通り、夏休み中にリハーサル関係終わって欲しい。

・次の日が休みの日だと良い
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大変満足 満足 普通 やや不満 不満
9 11 9 4 2

Q4.開催場所および会場はいかがでしたか？ 

26%

31%

26%

11%

6%

大変満足 満足 普通 やや不満 不満

Q4についてのご意見

・交通の便が良い(駅から近い)のが何よりよかったです！

・都内だが、都心でもなく車でも行きやすかった。

・もっと大きな会場でみんなで発表会ができる方が良いと思います。

・利用者ご家族に合わせて検討する形を継続して構わないかと思います。

・子ども席が確保出来る広い会場でやってほしい

・どうして6200円のチケット代？ 価値は？

・3部構成というのは、正直無理があると思いました。 子供が座れない、また、親もチケットが6,800円と高額で、学校の先生などが呼びづらい状況。子供たちは

ほかの演目が見られない、座る席がないなど、障害をもっていて、自分でコントロールすることが難しい子が多いのに、配慮が足りないと思いました。先生の人

出が足りないなら、親子で座れるようにしていただきたいです。また、今回の、1部2部は無料、3部だけ有料という仕組みもよくわかりません。チケット代が高く

なってもいいので、もっと大きい会場で、子どももおとなも座れるようにしていただけるようお願いします。
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大変満足 満足 普通 やや不満 不満
16 8 2 3 4

Q5.運営スタッフの対応はいかがでしたか？

49%

24%

6%

9%

12%

大変満足 満足 普通 やや不満 不満

Q5についてのご意見

・当日のスケジュールについての連絡が全くありませんでした。前日になっても集合時間すら分からず、結局こちらから前日に問い合わせる羽目になりました。

また、進行状況を把握しているスタッフとそうでないスタッフの違いもわからないため、困ったことがあってもなかなか確認できない状況でした。

・レッスンやその他の連絡が届いてなかったり、伝わってなかったりと店舗店舗でばらつきが有りすぎのように思われる。早め早めに連絡を頂きたいです。 控

え室での着替え場所が何も仕切られてなかったので、男の子、女の子いるなかどこで着替えていいのか分からず困っていたようなので、指示を子供達に伝え

てほしかったです。

・懸命にやってくださっていたとは思いますが、人が足りなかったのかな？と思うことも色々ありました。もっと保護者に協力を求めてくれたら、と思うのですが

…。

・誰がどの係なのかは、こちらは分からないし、誰に何を聞いても答えられるようにしてほしい。

・先生方に不満はないですが、計画段階で色々無理があったんではないかと。 脱出はありえません。

・お金をとっているのならマナーの悪い観客を注意してもいいと思います。

・冒頭にも書きましたが、娘が行方不明になってしまいました。 それ以外にもスタッフの対応で気になった点がかなりありました。 ・2部から3部に出る子供たち

の誘導が全くできていませんでした。2部が終わった後、楽屋に子供をつれていくと、すでに、「EXILEダンスの子は場当たり行きます」と入り口付近に集められて

いたのですが、連れていく係の先生は、誰がEXILEダンスの子なのか全く把握しておらず、また、点呼もとらないため、うちは追いかけていき、なんとか連れて

行ってもらえましたが、トイレに行っていたり、ジョブチャレンジの方で業務をしていたりという子は、そのまま置き去りになったりしていました。 その子たちに声

をかけて、どこに行けばいいのか、通り道で会ったスタッフに聞いても、わかる人がいなくて、たいへん不安でした。 ・楽屋にスタッフが少なく、また、他のスクー

ルの先生だったりすると、誰がスタッフなのか、高校生の生徒なのかわからない状態でした。うちの娘のように知的障害が重めの子どもだと、だれか一人介添

えをつけていただけないと、トイレや空腹など生命の危険を伝えるすべがないと感じました。（結果、一人で出て行ってしまった・・） ・行方不明になって警察に保

護された、ということでお知らせいただきましたが、そもそも、どういう体制で子供たちを見ることになっていたのか、いつ行方不明になっていることに気が付い

たのか（どのぐらい外にいたのか）など、誰からも説明がありませんでした。 ・LDHダンスの事前レッスンの会場が、直前までわからず、仕事をしているためヘル

パーさんを頼みたかったのですが、場所がわからないため依頼できませんでした。子供たちも突然の変化に弱い障害の子も多いはずなので、配慮いただきた

いです。 ・LDH系でゲストが来るかも？ということに、子どももとても期待していたのですが、当日になってゲスト無し、その理由も説明なし、というのは、子ども
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大変満足 満足 普通 やや不満 不満
10 12 11 0 1

ご家族 友人・知り合い 学校関係者 1人 会社関係者
17 0 0 10 3

Q7.ご招待いただいたお連れ様はいらっしゃいましたか？ 

Q6.イベントの進行ペースはいかがでしたか？

30%

35%

32%

0% 3%

大変満足 満足 普通 やや不満 不満

57%

0%
0%

33%

10%

ご家族 友人・知り合い 学校関係者 1人 会社関係者

Q6についてのご意見

・ダラダラした感じは全くなく、スムーズな進行だったと思います。終演予定時刻は会場内のどこかに掲示するか、あらかじめ(開会の時でも良いので)教えてい

ただけると助かります。

・準備が出来ていない状態で音楽が流れてしまい、急いでる？慌てているのかな、と感じました。

・別設問でも記載しましたが、前半の演劇は少し長く感じました。

・相手は子どもなので、トラブルが起こることもあるし、余裕のあるタイムスケジュールにしてもらいたい。

・演劇毎回同じ内容で寝てる人が多かった。

Q7についてのご意見

・出演者の引率をした保護者１名のみです。

・私は子供（娘4歳と12歳）と参加しました。子供たちは二人ともあきずに楽しめた様子で、イベント終了後も「今日は楽しかった！」とコメントがありました！

・家族は大変感動してました。

・是非！と渡せるチケット代じゃありません。

・私自身がＰＩグループ社員として招待を受けており、チケットが２枚ありましたので妻を連れていきました。

・学校の先生を招待したかったが、チケット代が高すぎた。

・高くて無理でした

・チケット代が合わない。
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大変満足 満足 普通 やや不満 不満
3 3 4 6 13

Q8.参加費、チケット料金の金額はいかがでしたか？

10%

10%

14%

21%

45%

大変満足 満足 普通 やや不満 不満

Q8についてのご意見

・一人6200円は高額に感じました。

・高すぎる。

・チケット代が高いと感じました。もう少し安ければ、家族や知り合いを招待できたのですが・・・。あれだけ素晴らしいゲストがいらしてくださったことを考えれ

ば、当然(妥当)かも知れませんね。

・高かったと思います。

・友達を気軽に誘える値段設定では無かった。
・今回チケット代金が、今までとは違う金額だった為、戸惑いました。その為、夫婦での観覧を見送りました。なぜ以前より料金が大幅に上がっているのか伺い

たかったのは本音のところです。

・ご招待いただきました。

・家族全員、祖父母まで招待するにほ高すぎる。

・内容に対して高額だと思う。金額に見合っていたのか疑問。
・高すぎです。内容を観て、更に高いと思えました。

・１部２部はよかったと思う ３部は内容に対して高額すぎだと思う

・招待いただいたので。

・ゲストはいらないから、子どもの活躍を多くの人にみてもらえる金額にしてほしい。

・どこにそのお金が使われているのですか？ ゲストも期待させるだけさせて 結局来ない… つまんない。
・もう少し安いと呼びやすい

・1部2部が無料で3部だけ6,800円という値段がよくわかりません。それなりに高額なので、何のためにかかる金額なのかを説明していただきたかったです。 ま
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3000円～4000円 4000円～5000円

4 2

Q9.妥当な参加費、チケット料金はいくらと思いますか？ 
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Q9についてのご意見

・運営費などを考えればチケット代がかかるのは理解できますが、例えば２枚目、３枚目以降は割引料金になるなどすれば、もっと友人・知人も招待しやすくな

るように思います。

・出演する演目が多くなると衣装代もかかってしまうので、チケットが3000円位まで、プラス参加費と衣装代で5000円前後だと助かります。

・プロの演劇で5,000円くらいなので。

・内容によると思います。

・参加費には保護者１名分のチケットが含まれ、追加チケットは参加費の半額くらいになればと思います。
・利用者ご家族の意見に寄り添うべきかと思います。

・その金額を払ってもいいと思わせる内容なら、金額は高くてもいいと思うが、今回はグダグダだった気がする。

・本当は無料がいいですが。

・参加費としては妥当だと思いますが、全く部外者の方に来てもらおうとすると、チケット代としては2000円くらいでしょうか？

・ジョブチャレンジなので、保護者チケットは任意にして、チケット購入しない場合、写真撮影の時のみ入場許可してもらえたら嬉しい。
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バレエパフォーマンス

1314 15 11 15

演劇公演・チアパフォーマンス プレミア・ケアSPダンスチーム 東京農業大学第一高校パフォーマンス 世田谷総合高校パフォーマンス

Q10.どの内容が印象的でしたか？ （複数選択可）

ジョブチャレンジ インストラクターパフォーマンス シニアパフォーマンス ジャズパフォーマンス

20 11

14 15 9 10

PADMAパフォーマンス EXPGコラボパフォーマンス

Q10についてのご意見

・PADMAとシニアのパフォーマンスは素晴らしかったです！ SPダンスとEXPGは年齢制限を設けるかダンス技術をもっと考慮した選抜メンバーにした方が良いと

思いました。意欲は認めますが、演劇・SPは、成長したというよりレベルが下がっている感じがしてとても残念でした。

・それぞれ全てが印象的でした、甲乙つけられません。

・ジョブチャレ紹介はもっと力を入れてください。

・ジョブチャレンジは素敵な取り組みですがどうしても先生の手を取られてしまうので、仕事内容をもう少し限定してもいいのかなと感じました。

・しっかり固めてある演目は、やはり素晴らしく感じました。時間不足、練習不足な演目はチャレンジでやるべき。お金を払って観る人に失礼です。インストラク
ターパフォーマンスは、素晴らしかったけど、逆に、ダンスの練習に一生懸命になってしまったが為の不備の多さか？と考えてしまいました。

・印象的なのはPADMAでした。 何故、出演依頼をしたのか理解できません。

・地域枠の参加団体の時間が長く感じたのと、音量について、適正さのリハーサルを詰めたほうがよろしいかと思う。

・協賛はどうしても。いるんですか？ 途中からアウェー感が半端なかった

・これは最後にやってもらいたかった。 EXILEクオリティ低すぎて湯毛先生に申し訳ないです。
・壇上に上がる子が高校生ばかりだったので、プレミアの子もいると良かった
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演劇公演
9

Q11.次回以降あるとよいコンテンツはありますか？（複数選択可）

ジョブチャレンジ プレミア・ケアSPダンスチーム ジュニアダンスパフォーマンス 英語劇・ソングパフォーマンス

11 9 20 7
会場一体型パフォーマンス ジュニア・シニアコラボダンス ジュニアによるジャンル別ダンスパフォーマンス

15 21 17 3
演劇クラスパフォーマンス シニアパフォーマンス インストラクターパフォーマンス ゲストダンスパフォーマンス

6 5 11 2
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地域コラボパフォーマンス 異文化交流パフォーマンス スペシャルゲスト ダンスコンテスト
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Q11についてのご意見

・希望者を募るのではなく、各スタジオから先生方が選りすぐったジュニアメンバーのパフォーマンスを見てみたいです。

・まずは子どもたちの出演、満足度を第一に考えてもらい、その上でスタッフの方に余裕があるなら、ゲストなどを考えてもいいと思う。

・子供がおいていかれないで楽しめるならなんでもいいです。

・期待しない。

・どんなゲストが良いのかは分かりませんが、なるべく間口の広いイベントになると良いなあ、と思います。

・いろいろとあるのはとても楽しくていいと思いますが、今回は正直詰め込みすぎで、スタッフも足りておらず、子どもたちもあっちいったりこっちいったりで落ち
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参加・観覧したくない
212 14 4 3

Q12.次回のイベントを参加・観覧したいと思いますか？ 

参加したい 予定が合えば参加したい 観覧飲みしたい 予定が合えば観覧したい

Q12についてのご意見

・子どもは参加したいと思うでしょうが、保護者として今回のように本番の予定が分からず仕舞いという状況で出演させるのには抵抗を感じています。

・プレミアケアジュニアの先生方は、子どもたちが社会に出た時のことを考えて接してくれているでしょうか。マナーやルール違反に目をつぶるのは、障害児だ

から仕方ないという考えですか？外部の講師の方にでも、失礼なことを言ったり、したりするのは、普段の店舗での先生方との間柄が影響していると思いま

す。悪ふざけする子には寄り添って、向上心をもって取り組む子たちの気持ちは、ないがしろ。このような状態が続くのであれば、今後、イベントの参加はさせ

たくありません。通常のレッスンも考えてしまいます。子どもの成長に、力になってくれる会社だと思っていたのに残念です。

・年間予定がほしい。
・考え中です

・練習から子供も不満ばかり言っていました。 やるならもう少し完璧にして欲しい。 せっかく頑張ってるのに残念な感じで終わってしまった。
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参加したい 予定が合えば参加したい 観覧のみしたい 予定が合えば観覧したい 参加・観覧したくない
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Q13.今後のイベントに期待するものはございますか。ご意見・ご要望があればご遠慮なく教えてください。

・初めての参加でしたがとても内容が充実していました

・地域の方の参加や異文化交流などもできたら、インクルーシブがより現実的になると思います。 その一端を担ってくれるとプレミア・ケアさんには期待してい

ます！

・本部側と各店舗との連携がうまく取れていないのか、文書ではなくメールでも構いませんので、各店舗or参加するチームどちらかが責任をもち、せめて1週間
前には当日の集合時間を含めた進行を伺いたいです。また、プレミアケアチャレンジとゼロヒャクフェスタの意図の違いをもう少し明確にし(ただの発表会なの

か、もっと上を目指してチャレンジするのか)、外部だけでなく利用者側にも伝わるようにしていただきたいと思います。

・とても楽しく参加できました。 ありがとうございます

・お疲れ様でした。 たいへん楽しいイベントでした。 大学生やプロの方のパフォーマンスは子供たちの刺激や目標・憧れになるのではと思いました。 これから

もがんばってください。
・参加させていただきありがとうございました。グループ会社で社会とつながる取組をしていることを子供たちに見せることができて、大変有意義な機会となり

ました。イベントに参加されている方々すべてが輝いていましたね。

・招待枠でしたので午前の部を知らず拝見できませんでした。 会場に入るまで午前の部を知らず規模が小さくなった？ と間違った印象から入ってしまいまし

た。毎回進化するフェアが楽しみです。来年も頑張ってください。

・大変満足してます。
・店舗発表会とまとめていただきたい。丸一日の長丁場で子どもが疲れきっていた。

・レッスン会場の環境をよくしてほしい。狭すぎる。レッスン環境にあった人数に限定するなど方法はあったはず。子どもたちがかわいそう。

・お金を払ってでも観たい！！と思われるような内容のイベントになるのなら、是非また参加を検討したいと思います。

・演目の時間バランスを検討いただければと思う。

・事故なく安全に、子ども第一でお願いしたいです。 子どもには見せたい、子ども席が欲しいです。 先生の手か足りないなら、ゼロヒャクとチャレンジは別日に
するとか、普通の子たちではないことを今一度考えていただき、落ち着いたスケジュールにしてください。

・先生方は悪くない。それだけははっきり言わせていただきます。

・大きくなりすぎたと思います。 昔の方がもっと先生達も一生懸命でよく見ていてくれて良かったです。

・親も子も座れる会場・障害の重い子には介添えをつけるか、親のそばで見る。 ・今回のEXPGの先生のレッスンはとても貴重な体験で、娘も本当にうれしそう

でした。次回もぜひお願いしたい。


