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志津地区 招待 初 無理 シンプルな網代編みや六つ目編みだと少しの歪みに気を配らなければならず、一段
上のものを目指すとなると二重に層を作って編む技が必要だと思いました。竹に対
して業が深い！

佐倉地区 ﾒｰﾙ 3～ 無理 細やかな作業に感じ入りました。菅さんの説明も丁寧でご自分で作られた道具等、
熱心さに驚きました。これからも楽しみにしています。有難うございました。

志津地区 友人 3～ 否！ 素晴らしい作品ばかりで感動しました。小野塚さんが副会長の要職ということで一
段と親しみを感じました。良い機会を与えて下さって感謝します。

千葉市 偶然 3～ 無理 手の込んだ作品を作られていますね。私は大分県の近くで竹細工を子供の頃から見
て触って育ちました。懐かしいです。ありがとうございました。

臼井地区 ﾎﾟｽﾀｰ 3～ 現在 どれも素晴らしい作品ばかりで３-４年の経験者のものを見て、教室のレベルの高
さを知ることが出来ました。来年もまた、楽しみにしています。

佐倉地区 ﾒｰﾙ 3～ 否！ 次々と新しい手法を生み出している感じがします。これからも応援しています。元
気で頑張って下さい。ありがとうございました。

佐倉地区 ﾎﾟｽﾀｰ 初 興味 すばらしいの一言です。３～４年でここまで技能が高まるとは驚きです。また、次
回も期待しています。篠原ヒサ子は身内です。

臼井地区 招待 3～ 無理 いつも見させて頂いています。大変すばらしいの一言です。楽しみにしておりま
す。頑張って下さい。

志津地区 ﾒｰﾙ 初 無理 私の趣味ではない。もっと造形物を見たい。こんにちの生活とどう向き合うか。
佐倉地区 友人 3～ 無理 菅さんの「十二角盛皿」(春の陽だまり) には感動した。素晴らしい！
志津地区 招待 3～ 無理 すばらしい作品の数々を見て感激致しました。ありがとうございました。
佐倉地区 新聞 初 興味 大変ですがやってみたいと思いますが、年齢が年齢なので残念です。
佐倉地区 友人 3～ 無理 どの作品もすばらしく、一つ一つの苦心が見えるようです。
千葉市 新聞 初 無理 作歴の短い人でも、すごい作品に出合い、感心しました。
佐倉地区 新聞 初 無理 大変素晴らしい作品を鑑賞させていただきました。
臼井地区 ﾒｰﾙ 3～ 無理 米中さん、小野塚さん、菅さん 頑張って下さい。
柏市 偶然 初 現在 とても楽しい！　素晴らしい！　また、見たい。

佐倉地区 偶然 初 無理 このような技術がある人は羨ましいと思います。
志津地区 招待 3～ 無理 素晴らしい作品です。ありがとうございました。
志津地区 新聞 初 否！ とても素晴らしいです。感動いたしました
佐倉地区 友人 3～ 無理 すご～いと思うだけ。すべて素晴らしい！
佐倉地区 ﾎﾟｽﾀｰ 初 無理 みなさんがんばってお楽しみ下さい。
志津地区 ﾎﾟｽﾀｰ 3～ 経験 大変目を楽しませてもらいました。
根郷地区 招待 3～ 経験 皆様とてもすばらしい作品でした。
千葉市 偶然 初 興味 スバラシイ！　感激しました！
臼井地区 友人 初 興味 素晴らしい作品。驚きました。
市原市 新聞 初 無理 道具も手製で、驚きました。
八街市 友人 ２ 無理 全て素敵で感動しました。
志津地区 友人 3～ 無理 ありがとうございました。
佐倉地区 招待 初 無理 とても素晴らしかった。
佐倉地区 ﾎﾟｽﾀｰ 3～ 否！ とても良かった。
柏市 偶然 初 無理 スバラシイ

皆様から頂いた「ご意見・ご感想」を年代別に、文字数の多い順に並べました。白地は男性、ピンク地は女性です。

80歳以上



2 ページ

地区名 媒体 来場 体験 ご　　　　感　　　　想

皆様から頂いた「ご意見・ご感想」を年代別に、文字数の多い順に並べました。白地は男性、ピンク地は女性です。

ドイツ 偶然 初 無理 ドイツには鑑賞用の竹はありますが日本のように伝統工芸材としては使われていな
いと思います。竹はアジア特に日本の風景ですね。成田空港に着いて竹林を見ると
ホッとします。皆さんのご活躍を祈っています。

志津地区 友人 初 無理 余りの素晴らしさに感動しました。説明をして下さる方の作品に対する愛情が伝わ
り、より分かり易かったです。どこかで販売して下さると嬉しいです。是非ご一考
ください。ありがとうございました。

四街道市 偶然 初 無理 竹芸が脈々と継がれているのに感動しました。生活を美しく彩る品々に目を見張り
ました。また、女性が現代も使いたくなるバッグなど魅力的でした。私は短冊を入
れる額が欲しくなりました。

市外 友人 初 興味 千葉は竹林が沢山あり、あの竹がこのような作品になるとはとても思えません。夢
を見ているような気持ちです。とにかく素晴らしいの一言。本当にありがとうござ
いました。

臼井地区 ＪＲ ２ 無理 しみじみと日本の伝統文化を感じます。清楚で優しさが伝わり、いいですね。「蝉
の親子」の花かごは欲しくなりました。これからも続けて下さい。ありがとうござ
いました。

千葉市 友人 初 無理 友人に誘われましたが、余りにも良く出来ていて驚きました。10年早く知っていた
らと思っています。今後の作品を楽しみにしています。ありがとうございました。

志津地区 ﾒｰﾙ 3～ 無理 菅さんの案内で来ました。毎回来るのが楽しみです。作歴があるので親しみを持て
ました。1.7年でここまで出来るのかと感心しました。大変な盛況でスゴイ!!

根郷地区 ＪＲ 初 経験 「日本人だなぁ～」を感じました。昔の生活を思い出し、温かな気持ちになりまし
た。ありがとうございました。籾山さんの作品で昔はうなぎをつかまえました。

成田市 友人 初 無理 初めて見ました。驚いて居ります。西洋人にはとても人気が出ると思います。もっ
と都心の外人観光客の集まる所で展示会を行ったら良いと思いますが・・・。

根郷地区 ﾎﾟｽﾀｰ 初 無理 ご近所のご夫婦が製作されているとのことで見に来ました。出来栄えに感心致しま
した。一輪挿しや花かごに心をひかれました。楽しませていただきました。

臼井地区 ﾎﾟｽﾀｰ 3～ 無理 レイアウトがすっきりして見易くて良いです。経験の浅い人も立派な作品を作って
いて素晴らしい。同じ作品でも色合いで雰囲気が違って見えて面白い。

根郷地区 ＪＲ 初 興味 とてもすばらしいと思いました。見せて頂いたことを嬉しく思いました。製作工程
を聞き、私には無理でも勉強になりました。ありがとうございました。

千代田地区 新聞 3～ 無理 毎回素晴らしい作品をありがとうございます。今後も身体に気をつけて頑張って下
さい。次回を楽しみにしています。皆様ありがとうございました。

佐倉地区 友人 3～ 否！ 岩崎さんの作品の作り方説明が大変良かった。作歴30数年の方、独創性、キメの細
かさ、バランス、力作を見せてもらいました。大変結構でした。

臼井地区 友人 初 無理 立派な作品の多さにビックリしました。竹という自然の材料を使って命のあふれる
ような作品に仕上げる皆様の情熱がとても強く感じ取れました。

千代田地区 招待 3～ 興味 素晴らしい作品、ありがとうございました。作品の製作工程の話、興味深く聞かせ
ていただきました。これからも益々のご発展を祈念致します。

千代田地区 ＪＲ 初 現在 素晴らしい作品の数々で感動しました。竹細工には大変興味がありますので、一度
草ぶえの丘に出向きたいと思います。よろしくご指導下さい。

佐倉地区 友人 3～ 無理 大変良い作品があり、一度「佐倉竹芸保存会」の主催で即売会をして頂きたい。今
日は立派な作品を拝見させて頂きありがとうございました。

志津地区 招待 3～ 無理 細やかな作品、ダイナミックな作品、色々楽しませていただきました。作者の意気
込みを感じる作品ばかりでした。ありがとうございました。

東京都 友人 初 無理 とても素晴らしい作品ばかりでした。もっと若い時に出会っていたらチャレンジし
てみたかったです、竹の力強さ、やわらかさが素敵でした。

酒々井町 偶然 初 無理 思いがけず展示会を見せていただき素晴らしい作品にただ、ビックリ。私にはとて
も無理、出来そうにありません。ありがとうございました。

志津地区 招待 初 興味 稲荷台郵便局で米中先生の作品を使わせていただいております。お話しと作品を通
じて大変手間のかかる貴重な作品であることを感じました。

佐倉地区 友人 3～ 経験 それぞれの作品お見事でした。菅さんの説明を興味深く楽しく聞かせて頂きまし
た。次回も来たいと思います。ありがとうございました。

習志野市 招待 初 否！ 色々な編み方(方法)のある事が分かりました。網代編み、鉄線編みは難しいと思い
ますが作品が沢山あった。虎斑竹は面白いですね。

八街市 友人 3～ 無理 友人と篠原先生の作品を拝見しに来ました。お二人の作品も素晴らしく、また、30
数年の方の作品も素晴らしく感動しました。

和田地区 新聞 初 興味 すばらしい竹の芸術を目にしました。竹でここまですばらしいものが出来ることは
驚きです。菅さんの説明も大変良かったです。

草加市 友人 初 無理 大変素敵な作品を見せていただき、ありがとうございました。竹のうねりと二重の
網代の繊細なところが何とも言えないです！
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皆様から頂いた「ご意見・ご感想」を年代別に、文字数の多い順に並べました。白地は男性、ピンク地は女性です。

根郷地区 新聞 初 無理 菅さんの分かり易い説明で大変良く分かりました。残念ながら私には到底無理と思
いました。素晴らしい作品に感動しました。

佐倉地区 友人 初 無理 レイアウトが素晴らしく思いました。とても鑑賞し易いです。竹工芸について親切
に教えていただき、少しは分かりました。

四街道市 偶然 初 無理 作歴12年なのに、菅さんの作品は暖かい優しさを感じました。竹に感謝しながら、
その良さを表現しておられるようです。

志津地区 友人 初 無理 短期間で上達される方々の作品に驚きました。やはり、昔のように、生活の中に竹
製品が使われるといいなぁと思います。

稲毛区 偶然 初 無理 思いがけずの出会いとなりました。編み方、配色と本当に素晴らしい芸術品だと感
心致しました。良い一日となりました。

志津地区 友人 3～ 無理 作品が出来上がるまでの説明を聞き作品を作るまでの苦労がよく分かりました。沢
山の作品を楽しむことが出来ました。

佐倉地区 友人 ２ 無理 少しやった事はありますが、こちらに移ってから止め、作品を見てとても無理と思
いました。素晴らしい作品です。

千葉市 友人 初 興味 竹芸の作品を見るのは初めてだったので楽しみました。色々参考になることもあ
り、見応えがありました。

習志野市 招待 初 無理 すばらしい作品をありがとうございました。手間のかかる大変な工程を聞きびっく
りしました。感動です。

八街市 友人 初 無理 とっても充実したひとときを過ごすことが出来ました。ありがとうございます。ま
た、ぜひ来たいです。

佐倉地区 友人 ２ 興味 菅さんの説明を受け、素晴らしい作品を見せていただき感激しました。益々のご活
躍をお祈りします。

船橋市 友人 初 興味 すばらしい技術。色・形のセンスの良さに驚いています。是非長く続けて佐倉の宝
をＰＲしましょう！

八街市 友人 初 無理 素晴らしい作品が揃っていて、すごいの一言です。手付盛皿（米中氏）の作品が良
かった。

志津地区 友人 初 興味 説明が素晴らしく、非常に良く理解出来たので、作品を見るのにとても参考になり
ました。

酒々井町 ﾎﾟｽﾀｰ 初 興味 手仕事で健康に良いので、いつまでも続けてほしいです。素晴らしい作品ばかりで
した。

志津地区 友人 初 興味 素晴らしい作品の数々を拝見することが出来て感動しました。ありがとうございま
した。

志津地区 友人 3～ 無理 努力の賜物だと思います。目の保養をさせていただきました。ありがとうございま
した。

佐倉地区 新聞 初 無理 立派なものを見せていただき、ありがとうございました。びっくり、びっくりで
す。

志津地区 招待 3～ 否！ 友人が年々腕を上げているな～と思いましたが、私には夢のような努力と思いま
す。

佐倉地区 ﾎﾟｽﾀｰ ２ 無理 根気と努力。　人ってやれば何でもできるのですね。説明を聞き、驚きました。
四街道市 新聞 初 無理 同じ作品でも経験年数により、かなり完成度が違うように思えた。色がきれい！
佐倉地区 友人 3～ 無理 ありがとうございました。菅さんの説明をお聞きしてから見方が変わりました。
佐倉地区 新聞 3～ 無理 いずれの作品も素晴らしいです。創設者の娘ですが父も喜んでいると思います。
八街市 友人 初 無理 友人の作品、そして上の方のすばらしい作品に目を奪われ、圧倒されました。
根郷地区 ﾒｰﾙ ２ 無理 力作ばかりで感動しました。「黒睡蓮」、「菊の余光」編み方が難しそう！
臼井地区 ﾒｰﾙ 3～ 無理 素晴らしい作品ばかりでとても美しく、目の保養をさせていただきました。
佐倉地区 ﾎﾟｽﾀｰ ２ 否！ ギャラリートークが非常に良かったので、２回も聞いてしまいました。
佐倉地区 招待 3～ 興味 細く編んであったり、すごかったです。説明してくれて良かったです。
千代田地区 ﾎﾟｽﾀｰ ２ 無理 詳しく説明を聞きました。作品を少し理解出来るようになりました。
富里市 偶然 初 興味 作品が素晴らしいです。一つでも出来たらいいなぁと思いました。
臼井地区 友人 初 現在 素晴らしいです。参考になりました。ありがとうございました。
戸田市 友人 初 無理 子供に誘われて来ました。素晴らしいの一言です。尊敬します。
臼井地区 友人 3～ 無理 素晴らしい作品を拝見致しました。ありがとうございました。
志津地区 友人 3～ 無理 力作を拝見出来て良かったです。次回も楽しみにしています。
臼井地区 友人 初 無理 素晴らしい作品の数々に、ただただ感心し感動しました!!
習志野市 新聞 初 無理 竹細工の文化、技術が消えていくのではないか、不安です。
志津地区 友人 初 無理 素晴らしい作品に出合いました。ありがとうございました。
志津地区 友人 初 無理 すばらしさに感動。それと気の遠くなるような作業に脱帽。
志津地区 友人 初 無理 素晴らしい作品を見せて頂き、有難うございました。
佐倉地区 友人 初 興味 かご作り、それに草花をセットして飾り展示したい。
佐倉地区 招待 初 無理 みんな素晴らしいです。ありがとうございました。
成田市 友人 ２ 現在 大変すばらしい作品が多くあって、感動しました。
臼井地区 友人 初 無理 素晴らしい作品でした。でも私には無理そうです。
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成田市 友人 初 無理 すばらしいの一言です。ありがとうございました。
松戸市 偶然 初 無理 とても素晴らしい作品ばかりで感動致しました。
志津地区 友人 3～ 無理 毎回新作が出てくるので、楽しみにしています。
佐倉地区 偶然 初 無理 年季の入った方の作品は、やはり、素晴らしい。
佐倉地区 ＪＲ ２ 無理 とても出来ない!!　すばらしかった～!!
佐倉地区 新聞 初 無理 素晴らしい！　飾りたい！　器にしたい！
佐倉地区 友人 ２ 無理 菅さんの説明が大変分かり易かったです！
千代田地区 招待 ２ 無理 大変むずかしいと思う。素晴らしいです。
習志野市 友人 初 無理 竹の芸術を堪能させていただきました。
佐倉地区 友人 3～ 否！ 素晴らしい作品ばかりで良かったです。
習志野市 招待 初 無理 大変な力作ばかりで勉強になりました。
志津地区 友人 初 興味 すばらしい作品ばかり。続けて下さい。
成田市 新聞 3～ 興味 皆様、大変素晴らしく、お上手です。
佐倉地区 ﾎﾟｽﾀｰ 初 否！ 菅さんの解説が素晴らしかったです。
根郷地区 新聞 初 興味 素晴らしい作品に圧倒されました。
佐倉地区 新聞 3～ 否！ 毎回、作品を楽しみにしています。
志津地区 友人 3～ 無理 すばらしい作品に感動致しました。
佐倉地区 友人 3～ 無理 みなさんの作品が素晴らしいです。
佐倉地区 友人 初 興味 作ってみたいが、無理だと思う。
千葉市 友人 初 経験 すばらしい作品に感動しました。
佐倉地区 新聞 初 無理 菅さんの説明がとても良かった。
船橋市 ＪＲ 初 無理 力作ぞろいに感銘を受けました。
佐倉地区 偶然 初 無理 素晴らしい作品に感動しました。
臼井地区 ﾒｰﾙ 3～ 否！ 素晴らしい作品に感激しました。
市外 友人 初 興味 大変「スバラシイ」の一言です

根郷地区 ﾒｰﾙ 3～ 無理 どれ一つ取ってもすばらしい。
臼井地区 友人 初 無理 とても素晴らしいと思います。
志津地区 ﾎﾟｽﾀｰ 3～ 現在 楽しく拝見させて頂いてます。
臼井地区 新聞 3～ 無理 素晴らしい!! の一言です。
佐倉地区 友人 ２ 無理 すばらしい作品をありがとう。
成田市 新聞 初 無理 感動しました！　素晴らしい！
成田市 新聞 3～ 現在 細作りヒゴの作り方、すごい！
志津地区 新聞 3～ 無理 毎回楽しみに拝見しています。
臼井地区 ﾎﾟｽﾀｰ ２ 無理 皆様、すばらしい出来でした。
栃木県 友人 初 無理 大変立派な作品ばかりでした。
佐倉地区 新聞 初 否！ 大変立派な作品ばかりでした。
土気 友人 初 無理 素晴らしくて感動しました。

臼井地区 友人 3～ 経験 素晴らしいの一言です！！
佐倉地区 友人 3～ 無理 目のご馳走になりました。
志津地区 招待 3～ 無理 素晴らしいの一言です。
志津地区 友人 初 現在 大変参考になりました。
佐倉地区 友人 3～ 経験 大変参考になりました。
佐倉地区 ﾒｰﾙ 3～ 無理 素晴らしい作品でした。
佐倉地区 ﾎﾟｽﾀｰ 3～ 無理 とても素晴らしい力作！
根郷地区 ﾎﾟｽﾀｰ ２ 興味 すばらしい作品に感動！
佐倉地区 偶然 初 無理 素晴らしい作品ばかり。
志津地区 新聞 ２ 無理 素晴らしいのひと言。
八街市 友人 3～ 否！ 大変素晴らしいです。
志津地区 友人 ２ 無理 素晴らしかったです。
志津地区 友人 ２ 無理 すごいの一言です。
佐倉地区 友人 3～ 無理 すばらしかった。
横浜市 友人 初 無理 おもしろいです！
佐倉地区 友人 3～ 無理 ただ、びっくり。
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佐倉地区 ＪＲ 3～ 無理 どの作品も根気と器用さが伺える物ばかりで感心させられた。すばらしいの一言に
尽きます。作品が仕上がるまで竹を伐るところから始まり、幾つもの工程を経て仕
上がるのですね。自分には、到底出来そうもありませんが次回も是非見させていた
だきます。

松戸市 偶然 初 無理 こんなにも芸術的な作品があるとは思いませんでした。生活用品のイメージがあり
ましたが素晴らしい力作でした。経験を積んだ方の作品はさすがで精密さと造形美
を感じ、発想が斬新な作品もあり、楽しめました。ありがとうございました。

印西市 新聞 3～ 経験 出来栄えが凄過ぎて近寄りがたい。六つ目かご等作ったことがあるが自分が恥ずか
しい。もっと生活に近いものを展示即売して竹工芸を身近に感じられたらと思う。
脱帽・敬服!!　第８回を楽しみにしています。

佐倉地区 ＪＲ 3～ 興味 毎回素晴らしい作品を見せて頂き有難うございます。実用としても芸術性を備えて
いる作品を見ますと日本の絶やしてはいけない伝統工芸だと思います。今後も皆様
のご活躍をお祈りしています。感動しました。

臼井地区 招待 初 興味 昔父が生活の為、かご等を作っていましたが、現在は美術的な作品ばかりでびっく
りしました。編み模様もこんなにあるのかと感心致します。今後も機会があれば見
に来ます。

名古屋市 偶然 初 無理 竹の説明、大変良く分かりました。また、欲しいと思っていた作品にめぐり合い、
我が家に来ることになりとてもうれしくて興奮しました。本当にありがとうござい
ました。

千代田地区 友人 3～ 無理 日本の素晴らしい芸術をこれからも伝えていってほしい。根気・器用さ・美的セン
ス・その他、多くの才能が必要なのだと思う。皆様すばらしい！ただただ感動しま
した！

佐倉地区 偶然 初 無理 どれも素晴らしい作品でした。出来るまで大変なこともあったでしょうがステキに
出来ていました。やってみたい気持ちはありますが、とても無理！残念ですが諦め
ます。

八千代市 友人 ２ 無理 皆様の力作、とても素晴らしく感激しました。説明を聞き、時間をかけた工程に驚
きました。色々な模様があり、会員の方々に理数科？の要素が沢山あると感じまし
た。

成田市 友人 初 現在 素晴らしい作品ばかりで驚いています。私は竹を割って遊んでいる程度です。この
ような作品はいつになったらできるでしょうか。染めが多いのにもビックリです。

高知県 偶然 初 無理 作品の出来るまでを丁寧に説明していただきとても勉強になりました。日常見てい
る竹の製品がこのように手間をかけて作られていることを知り、嬉しかったです。

多古町 新聞 初 興味 すばらしい！　感激！　手に入るものなら持って帰りたい作品ばかり!! 竹ってす
ごい！　来て良かった。見て良かった。ギャラリートークの菅さん 最高！！

臼井地区 ﾒｰﾙ 3～ 無理 毎回素晴らしい作品を拝見させて頂きありがとうございました。初心者に近い方の
作品から高齢者の作品を紹介して頂き改めて生き方を教えて頂いた感じです。

根郷地区 ＪＲ 3～ 無理 丸かごが大好きです。可愛くて、でも厳しさが見えたりするから！ たくさんの
「まる」があり嬉しかったです。「ぼたん籠コーナー」も、見応え十分でした。

佐倉地区 友人 初 興味 市役所の紹介で来ましたが、細かい細工にびっくり。一度、見学させてもらい決め
たいと思います。以前、職人になりたいと思ったことがありますので。

佐倉地区 ＪＲ ２ 否！ いい作品が多く、楽しませていただきました。岩崎さんの作品、作歴1.7年です
が、とてもいいです。やっぱり、感性ですかね。大切なのは．．。

佐倉地区 偶然 初 興味 縄文文化の昔から編みかごの技術や漆塗りの技術があったと聞いていますが、今
もって奥の深い技芸・芸術なんだなと感動しました。

佐倉地区 偶然 初 興味 とても細かい細工、色合い、デザイン、奥深い作品ばかりでした。身近な素材が、
さまざまな形になり、素晴らしいと思いました。

根郷地区 友人 初 否！ とても手のかかった作品作りに感激いたしました。他の学習をしているため、機会
がありましたら始めてみたいと思います。

根郷地区 ＪＲ 初 無理 素晴らしい作品を拝見させていただき感激致しました。また、作品展がありました
ら拝見させていただきたいと思います。

市原市 偶然 初 興味 思ったより立派な作品で見応えがあり、説明もとても良かった。素晴らしかった。
やりたいなぁ～　でも遠いからネ。

佐倉地区 友人 初 興味 素晴らしい作品に感動しました。時間があれば挑戦したいと思いますが、今は無理
かな？　趣味はすっごくあります。

臼井地区 友人 初 興味 ありがとうございました。大変すばらしくビックリしました。やってはみたいと思
いますが、私には難しい・・・。

志津地区 友人 3～ 無理 いつも素晴らしい作品を見せていただき、感激しています。これからも良い作品を
作られる様に願っています。

佐倉地区 ＪＲ ２ 興味 素晴らしいの一言です。作ってみたいですが．．．奥が深いので止めました。これ
からも見せていただきます。

60歳代
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志津地区 招待 初 無理 良い作品を見せて頂き、ありがとうございました。竹の奥の深さにびっくりです。
がんばって活動して下さい。

旭市 新聞 初 興味 素晴らしいの一言。このような世界があることを初めて知りました。作品を拝見し
ていると、心が和みます。

八街 友人 初 興味 竹でこんな細かい模様が作り出せるということと、材料から手作りと聞き、見れば
見るほどカンゲキです。

佐倉地区 友人 3～ 否！ 年々向上している様子が見られてうれしいです。佐倉の竹芸が広まるように更なる
向上を期待しています。

酒々井町 ＪＲ 3～ 経験 どの作品も素晴らしく溜息が出ます。かなりの努力をされていることでしょう。目
の保養に十分でした。

佐倉地区 新聞 ２ 無理 すばらしいの一言!!　時間と手間を考えたら気の遠くなる思いでした。身の回りで
使える物が欲しい。

臼井地区 招待 初 無理 ただ、素晴らしいの一言でした。高齢者とは思われず元気が出てきました！ありが
とうございました。

根郷地区 ﾎﾟｽﾀｰ 初 無理 素晴らしい作品ばかりで見応えがありました。作歴１年の方でも、こんなにお上手
に出来るんですね。

佐倉地区 友人 初 無理 すばらしくて感動しました。また見に来たいです。良い刺激になりました。ありが
とうございました。

成田市 友人 ２ 興味 職人芸とかプロだから出来ると感じる作品ばかりです。竹芸の好きな方達の作品と
知って驚きです。

佐倉地区 友人 3～ 現在 大変参考になりました。すばらしい作品ばかりで、保存会がうまく運営されている
のが分かります。

志津地区 新聞 ２ 無理 素晴らしい作品でした。竹は温かみがあっていいですね。細かい編み目、大変な作
業と思います。

臼井地区 友人 初 無理 竹からの工程を見ただけで、とても気が遠くなる思いです。すばらしい作品ばかり
で驚きました。

臼井地区 ﾎﾟｽﾀｰ ２ 興味 作歴の短い方でも作品の質の高さに驚かされます。竹芸の奥の深さに触れることが
出来ました。

志津地区 偶然 初 興味 皆さんお元気で益々のご活躍を楽しみにしております。機会があればやってみたく
思います。

志津地区 招待 初 無理 細かな作業に脱帽です。素晴らしい作品に感動しました。佐倉の文化祭で何度か見
ました。

佐倉地区 ＪＲ ２ 現在 とてもダイナミックで、ステキです。とてもレベルが高いと思います。うらやまし
いです。

八街市 友人 3～ 無理 すばらしい作品が沢山あり目の保養をさせていただきました。また、次回が楽しみ
です。

臼井地区 ﾒｰﾙ ２ 無理 竹細工の素晴らしさに感動しました。製作者のセンスの良さと根気が感じ取れまし
た。

四街道市 友人 初 興味 初めて拝見しました。素晴らしい！の一言です。いつか、作ってみたいと思いまし
た。

東京都 友人 初 興味 本当に素晴らしく感動しました！　みなさん、これからも楽しんで、頑張って下さ
い！

市外 招待 初 興味 皆様の作品がすばらしく感激しています。機会があれば私も作ってみたいと思いま
す。

臼井地区 友人 初 興味 作品を見せていただき、良かったです。ありがとうございました。また、来たいで
す。

志津地区 友人 初 否！ 素晴らしい作品の数々、手間ヒマ掛けて、根気の要る仕事で私には到底出来ませ
ん。

八千代市 招待 初 無理 素晴らしい作品でした。芸術品を鑑賞させて頂きましてありがとうございました。
佐倉地区 招待 3～ 無理 竹の美しさ、皆様の技能の高さに感動いたしました。ご発展をお祈り致します。
成田市 偶然 初 無理 経験１年未満の方が素晴らしい作品をたくさん作っていてびっくりしました。
佐倉地区 新聞 3～ 無理 素晴らしいです。これからも続けて下さい。特に菅さんのにはビックリです。
臼井地区 新聞 初 興味 大変興味がありますが日にちが合わないのでもう少ししたら、お願いします。
志津地区 ﾎﾟｽﾀｰ 3～ 興味 籐をやっているのですが、この作品を見て参考にさせていただいています。
佐倉地区 友人 初 興味 すばらしい!!　素晴らし過ぎてビックリ!!　ありがとうございました。
志津地区 友人 ２ 無理 すごい！の一言につきます。竹はしなやかで、強くて素晴らしいですね。
根郷地区 ＪＲ 初 否！ とても良い作品を見せていただいて幸せです。ありがとうございました。
四街道市 友人 ２ 無理 すべてステキでした。自分では無理と思うが見学するのは大好きです。
臼井地区 新聞 3～ 現在 素晴らしい作品を見せて戴きアリガトー。次回も楽しみにしています。
八千代市 新聞 初 経験 一度作ったことがありますが、素晴らしい作品ばかりで驚いています。
志津地区 友人 初 現在 素晴らしい作品の数々を見ることが出来、ありがとうございました。
多古町 新聞 初 無理 良い趣味です。素晴らしい人生を過ごされ、素晴らしいと思います。
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臼井地区 友人 初 無理 文化祭などで、見たことはあります。素敵ですが、私には無理かな？
臼井地区 友人 初 興味 すばらしい作品に感心させられました。ありがとうございました。
佐倉地区 招待 3～ 経験 毎回、力作ばかりで素晴らしいです。これからも頑張って下さい。
市原市 友人 ２ 無理 工程を分かりやすく説明していただいてありがとうございました。
臼井地区 ﾒｰﾙ ２ 無理 皆様の作品どれも素晴らしい！　今回も来て見て感動しました。
茂原市 友人 3～ 無理 レベルが高いので、いつも鑑賞に来るのを楽しみにしています。
志津地区 友人 3～ 興味 今年も力作を見られて良かったです。また、来年もして下さい。
千葉市 友人 初 興味 ありがとうございました。ぜひ、作ってみたいと思いました。
臼井地区 ﾎﾟｽﾀｰ ２ 興味 古さを感じさせない新しい感覚の作品に興味をそそられた。
根郷地区 偶然 初 興味 とてもステキでした。菅さん、センスがとても良いですね！
千葉市 新聞 初 無理 他では目にしないデザインを見られてとても良かったです。
東京都 友人 初 無理 竹からこんなにも素晴らしい作品が生み出されるのですね。
臼井地区 招待 3～ 無理 みなさん素晴らしい作品です。ぜひ、永く続けて下さい。
根郷地区 ＪＲ 初 興味 興味はありますが、なかなか大変そうなので検討します。
八街市 新聞 初 無理 どの作品もとてもていねいに作られていて、素敵でした。
成田市 友人 ２ 経験 色々な作品を見ることが出来、大変参考になりました。
志津地区 ＪＲ ２ 無理 楽しませていただきました。ありがとうございました。
八街市 友人 ２ 興味 人間ワザとは思えない。裏側も見たいと思いました。
志津地区 ﾎﾟｽﾀｰ 初 無理 竹の素晴らしさに感動！　ありがとうございました。
佐倉地区 招待 初 無理 竹の芸術、素晴らしかったです。びっくりしました。
志津地区 ﾎﾟｽﾀｰ 初 現在 大変すばらしい作品ばかりで見とれてしまいました。
志津地区 友人 初 無理 素晴らしい作品をありがとうございました。
志津地区 ＪＲ ２ 否！ 素晴らしい作品をありがとうございました。
臼井地区 友人 ２ 無理 すばらしい作品ばかりで、びっくりです。
山武市 友人 初 無理 竹の種類は全て地元で手に入るのですか？
根郷地区 友人 初 無理 すてきな作品をありがとうございます。
根郷地区 新聞 ２ 無理 素晴らしい作品の数々に感動しました。
佐倉地区 ﾎﾟｽﾀｰ 3～ 興味 素晴らしかった。有難うございました。
旭市 新聞 初 無理 根気のいるお仕事、感心致しました。

佐倉地区 偶然 3～ 無理 とても素晴らしい作品ばかりでした。
臼井地区 友人 3～ 無理 手って、魔法ですね。素晴らしい！
佐倉地区 ﾒｰﾙ 初 無理 その作品もとても素晴らしいです。
佐倉地区 友人 初 無理 素晴らしい出来に感激しました。
市外 新聞 初 興味 竹細工のぬくもりを感じました。
横浜市 友人 初 無理 繊細な工芸作品だと思いました。
千葉市 友人 初 否！ すばらしかった。感動しました。
臼井地区 友人 初 無理 みんさん、素晴らしいの一言。
佐倉地区 ﾒｰﾙ 初 現在 作品全部が素晴らしいです。
臼井地区 友人 初 興味 立派な作品にびっくりです。
八街市 新聞 初 興味 大いに参考になりました。
佐倉地区 招待 3～ 無理 とっても素晴らしいです。
志津地区 友人 初 無理 素晴らしい作品でした。
佐倉地区 友人 ２ 無理 とても素晴らしいです。
佐倉地区 偶然 初 無理 値段が気になりました。
八街 友人 初 無理 素晴らしかったです。

佐倉地区 ﾎﾟｽﾀｰ 3～ 無理 とても感動しました。
根郷地区 新聞 初 無理 ステキな作品でした。
佐倉地区 友人 初 無理 すばらしいです！
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志津地区 ﾎﾟｽﾀｰ 初 興味 大変失礼ですが思っていた以上にすばらしく感動しました。ポスターを見てすごい
なぁ～と思ってはいました。色々な可能性があると思います。ぜひ、見学させて下
さい。今日は本当に楽しい１日になりました。ありがとうございました。また佐倉
が好きになりました。

根郷地区 ＪＲ 初 無理 素晴らしい作品に圧倒されました。とてもとても素敵ですね！　これからも益々会
が発展されますようお祈りし、また期待しています。ありがとうございました。

足立区 偶然 初 無理 大変素晴らしい展示で正直驚きました。私は伝統工芸展も毎回見ております。自由
で伸びやかな皆様の作品も高い目標を目指し、大きく羽ばたいて下さい。

八街市 友人 初 興味 竹の奥深さに感動しました。作ってみたいとは思っても…？ムリかも。素晴らしい
作品の数々を拝見出来て良かったです。これからも、良い作品を！

佐倉地区 新聞 ２ 無理 素晴らしい作品ばかりでビックリした。竹の美しさを知りました。また、どのよう
な種類の竹を使ったのか表示して欲しい。

東京都 招待 初 興味 どの作品も素敵でした。作ってみたい作品も多くあり、体験してみたいと思いまし
た。遠くて行けないのが残念です。

八街市 友人 初 無理 素晴らしい作品ばかりでした。作ってみたいが気が遠くなりそうな工程をお聞きし
て自分では無理です。

市川市 偶然 初 興味 とても素敵な作品があり、作ってみたいと思いました。細かい作業で大変そうです
が…。

佐倉地区 ＪＲ 初 興味 時間が出来たら是非作ってみたいです。菅様、楽しいお話しありがとうございまし
た。

市外 偶然 初 興味 経験の浅い方の作品でも、何年もやっているような素敵な作品でした。
佐倉地区 友人 初 無理 すばらしい作品ばかりでした。次回も見に来たいと思います。
浦安市 友人 初 興味 自分だったらどのようなものを作るか…。考えてみたい。
茨城県 ＪＲ 初 無理 初めて伺いましたが、とてもステキな作品ばかりでした。
酒々井町 友人 初 無理 すばらしい作品でした。竹のお話も楽しかったです。
根郷地区 偶然 初 無理 とにかく素晴らしい！　ありがとうございました。
佐倉地区 ﾎﾟｽﾀｰ 初 興味 おじいちゃんが作っていた竹細工を思い出します。
千代田地区 友人 初 興味 見事な作品をたくさん拝見させていただきました。
佐倉地区 友人 初 無理 すてきな作品、ありがとうございました。
市外 新聞 初 無理 根気が要りそうなお仕事に脱帽です。
船橋市 偶然 初 興味 すばらしい作品に感激！
市原市 ﾎﾟｽﾀｰ 3～ 興味 曲げ方が難しそう？
千葉市 友人 初 無理 美しいです。

東京都 偶然 初 興味 制作過程を話してもらい、竹ひごから、全工程をこなすと知り驚きました。とても
美しいリズム感のある編み方と色のグラデーションでした。実際に使ったら楽しい
でしょうね。

東京都 ＪＲ ２ 興味 定期的に参加したいですが平日の昼間はなかなか継続して参加できません。２か月
～半年に一度でもいいので休みの日、もしくは夕方～夜間に開催して下さい!!

八千代市 招待 ２ 無理 とても素敵な作品ばかりでした。菅さんの説明もとても分かり易く楽しかったで
す。また、展示会に来たいと思いました。

佐倉地区 偶然 初 興味 様々な作品があり、楽しく拝見させて頂きました。自分でもやってみたいと興味を
持ちました。

佐倉地区 偶然 初 興味 竹かごなど、とても好きで興味がありますがとても大変だということが、よく分か
りました。

根郷地区 ＪＲ 初 興味 とてもすばらしい作品がたくさんあり、自分でも作ってみたいなぁと思いました。
佐倉地区 偶然 初 無理 良い目の保養をさせて頂き、ありがとうございました。
市外 偶然 初 興味 竹の巾により、いろんな作品が出来るのが面白い。

佐倉地区 偶然 初 興味 とても素晴らしく、感動しました！
市外 友人 初 興味 とてもすてきで勉強になりました。
成田市 友人 初 現在 教室などあるか知りたいです。
志津地区 偶然 初 興味 すてきでした!!!

40歳代

50歳代
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地区名 媒体 来場 体験 ご　　　　感　　　　想

皆様から頂いた「ご意見・ご感想」を年代別に、文字数の多い順に並べました。白地は男性、ピンク地は女性です。

八街市 ﾒｰﾙ 初 興味 林にある竹から自在に新しい形を作ることに驚いた。固いというイメージしか無い
竹が丸みをおびていたり、一見絵で描かれているのではと思うような柄を作ってい
たりと発想は無限なのだと思った。編み始めから終わりまで構造が一定でない所や
完成のイメージと計算がとても大変そう。

佐倉地区 偶然 初 興味 きれいな作品や大胆な作品等、様々な作品を見せて頂き、大変ありがたかったで
す。今まで知らなかった竹細工の魅力を知ることが出来て大変貴重な経験が出来ま
した。

船橋市 招待 初 興味 どの作品も細かくて美しいものばかりで感動しました。同じ材料を使っても、とて
も個性が光ったものが多く、見ていて楽しかったです。

佐倉地区 偶然 初 興味 竹でこんなものがつくれると知っておどろいた。
東京都 友人 初 興味 牡丹かごが素晴らしかったです。
佐倉地区 偶然 初 興味 すごいなと思った。
臼井地区 友人 初 否！ 素晴らしいです！

30歳以下


