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情報発信（

情報発信はあくまで目的達成のための手段でしかありません。情報発信その

ものが目的になる事がない！

その他【伝わる情報発信の

①一人に

②目的に応じて伝えたい相手

③情報量が多いほど良いとは限らな

④相手に伝わる媒体を選ぶ、媒体に合わせて情報の質を変化させる

⑤双方向のコミュニケーションを意識した配慮を心がける

・ラフデザイン

・効果的なタイトル文字の作り方

・完成後必ずする事

・チラシ作成を苦手としている人
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情報発信はあくまで目的達成のための手段でしかありません。情報発信その

ものが目的になる事がない！

【伝わる情報発信の

に伝わらない情報は

②目的に応じて伝えたい相手

③情報量が多いほど良いとは限らな

④相手に伝わる媒体を選ぶ、媒体に合わせて情報の質を変化させる

⑤双方向のコミュニケーションを意識した配慮を心がける

ラフデザイン  

・効果的なタイトル文字の作り方

・完成後必ずする事

チラシ作成を苦手としている人

）は目的があるから行うもの。

情報発信はあくまで目的達成のための手段でしかありません。情報発信その

ものが目的になる事がない！

【伝わる情報発信の５つの

伝わらない情報は 2

②目的に応じて伝えたい相手

③情報量が多いほど良いとは限らな

④相手に伝わる媒体を選ぶ、媒体に合わせて情報の質を変化させる

⑤双方向のコミュニケーションを意識した配慮を心がける

  ・視線の誘導

・効果的なタイトル文字の作り方

・完成後必ずする事 ・他者

チラシ作成を苦手としている人

 

）は目的があるから行うもの。

情報発信はあくまで目的達成のための手段でしかありません。情報発信その

ものが目的になる事がない！ 

５つのこころがまえ】

2 人以上に伝わる事はない

②目的に応じて伝えたい相手（ターゲット）

③情報量が多いほど良いとは限らない。

④相手に伝わる媒体を選ぶ、媒体に合わせて情報の質を変化させる

⑤双方向のコミュニケーションを意識した配慮を心がける

視線の誘導  ・フォント（書体）選び

・効果的なタイトル文字の作り方 ・配色のポイント

他者（他のチラシ）

チラシ作成を苦手としている人でも日々の継続した練習が必要！
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らない情報だと考える。伝える順序を考

えないと二度手間になる。

・相手にとって不要な情報を与える

誤解を招
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 今後は今までなんとなく見ていたチラシを少し違った視点で見てみたいと思

いました。ありがとうございました。 

・いつもありがとうございます！今回はプロの方から無料でお話と指導を受け

る事が出来て、とても勉強になりました。 

・普段チラシを word で作っています。今回のお話で必要以上に手を加えている

と感じていました。今日お聞きした事を参考にして今後に生かしていきたい

と思います。 

・交流会のテーマ「広報に関する交流会」についての内容をよく理解できてな

く参加しました。いつも作っているチラシにない点を教えて頂けて良かった

です。 

・大変参考になりました。NPO 支援をすすめたいと思います 

・活動を継続させるためにも広報の必要性を感じました。 

・普段自分達が出来ていないので人任せにしている分野のスキル解説だった。

理解力不足を痛感したがスキルアップの希望は持てない…落胆している！ 

・あまりデザインについて学ぶ機会がないのでとても興味深かったです。 

これからチラシ等を作る時に参考にしたいと思います。 

・チラシや新聞の編集をやっているので非常に参考になりました。今後もこの

ような講座も是非設けて下さい。 

 

次回交流会は 

日時：11 月 24 日（火） 

１３時３０～１５時３０分 （受付１３時） 

内容：「地域の仲間と協力し合う」 

講師：みえ NPO ネットワークセンター 川北 輝さん 

次回も、沢山の参加をお待ちしております。 


