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１位のは見にいった事がありますが、 

やはり中高年のほうが、ダントツで内容が濃いです  

 

オフ会の度に参加者も増え、信頼度の違いだな、 

と感心しています。

そうだ！そうだ！みなさんの日々の動きが、リアルな情報の信頼感♪にもなってて、引き

付けられるんだと思いますvガンバってくださいませ(*^ー^)ノ♪

励みに成ります。体調不良の為に中々新たに神社仏閣巡りができません。山寺に歩いて

いけなくても平地にあり表門近くに駐車場があれば参拝できます。そこらへんから見学さ

せていただきたいですね。

今年の祇園祭りはコミュでは？ 

> マ～サンさん　 

そこはまさにマ～さんの出番ですよ～ 🏻 

いい感じの記事を楽しみにしてます～

仙ちゃんさんが以前、必ず１日１回は更新したいと言われて有言実行されてます！それの

お手伝いが少しでも出来たらと思うのですがなかなか話題が(^^;;努力あっての賜物です

ね！

驚きです！ 

素晴らしいことじゃありませんか。 

高橋さんの地図情報も大きな要因だと思います。 

これからも、もっと充実した情報をアップしていかなきゃね。

「コミュニティ」の「コミュニティを探す」に「京都」と打ち込み、［旅行］を選択して［検索］をクリック

すると「中高年のための京都」が、堂々３番目に出てきます！  

 

並び順は、初期値が「人気順」になっているので、３番人気ということになります。  

 

第一位　そうだ、京都へいこう　235,045人（参加者）  

第二位　京都日和・時々奈良　　 20,679人（参加者）  

第三位　中高年のための京都　　　　361人（参加者）  

 

ですから、参加者が多ければ上位というワケでもないようで、やはり管理人の「仙ちゃん」さん、

副管理人の「とか爺さま」さん始め、皆さんが日々活発に書き込みや、活動しているからではな

いでしょうか？  
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> みゃおさん どういう基準で、ランク付けしているのか、一度mixiに聞いてみたいですよ！

> まれびとさん ご声援ありがとうございます！ 

 

でも、まれびとさんもコミュの構成員？ といってはおおげさですが、ご一緒に盛り上げてい

きましょうよ

> とか爺さまさん とかさんの長年に渡る書き込みの威力が大きいですよ！ 

 

そもそも私は、とかさんの記事を読んで、中高年に惹かれたくらいですから

> マ～サンさん 希望者でブラブラと・・・

> のつのつさん 私も自分の日記で時間とられて、コミュには、ナカナカアップできなくて、

出来るだけ書き込みたい と思っています！

> 仙ちゃんさん 毎日のように、何かしらアップされているのを見ていて、いつも「スゴイなあ

～」と思っています！ 

 

やはり「継続はチカラなり」ですね  

ランキングは数字だから、成果がハッキリ分かるのは、良い点だと思います！ 

 

私も質の良い役に立つ情報をアップしていきたいと思っています(^_^)

一位のオフ会にいったことがありますが、さながら合コンでしたね。不快で騙された感があ

りました。だから、『中高年』も入るときは怖かったですね。 

ですから『幹事の管理力』『会に集う人』と思うのです( 〃▽〃) 

> たっぷさん 、中高年のオフ会は健全そのものです。 

大人のお付き合い、の理想的な形だと思います  

良いコミュに出会えましたよね

> たっぷさん　 

去年の祇園祭の時は失礼しました。 

コミュのオフ会なのに、そして初めてお会い（たっぷさんは２回目？）する時なのに私の都

合で途中参加しかできませんでした。 

 

でも、コミュの仲間はいい人が多いでしょ。 

マイミクさんが増えたこともその表れですね。

> みゃおさん　 

いいコミュに出会たと言っていただいて嬉しいです。

> たっぷさん 確かに「コミュ上でのオフ会の募集」については、困ったことになることもあり

ますね  現実に、今春のオフ会でも、チョッとソレに近いこともありましたからね・・・ 

 

コミュの掲示板に載せないで、コミュのマイミクさん同士が連絡取り合って、オフ会やるとい

う手もありますし、もっと良い手段がありそうな気がします

> みゃおさん　はいヾ(´▽｀*)ゝ真面目に人間味を隠し味にした、楽しい会ですよね 

> 仙ちゃん あはは…ヽ(^。^)ノあのお湯かぶり事件は、二倍楽しめましたわ
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