
８０歳代
地 区 名 媒体 来場 体験 ご　意　見　・　ご　感　想
臼井地区 友人 初回 無理 亡くなった友人に青い栗のイガをもらって飾ったり、花入れに椿やあやめの花を活けて楽し

んでいます。四国の山奥生まれの私は、煤竹はどこにでもあり、自分で何かを作って遊んで
いました。もう少し若かったら竹細工をしてみたいです。すばらしい作品をありがとうございま
した。

柏市 偶然 初回 無理 私が思ったのは指の痛さでした。米中さんとほんの少しお話を聞かせていただいて作品作
りの経緯が少し分かって嬉しかったです。竹って特別な素材で、素晴らしい芸術に心がふく
らみました。有難うございました。

佐倉地区 会員 ３～ 無理 目黒さん、米中さんから色々と説明を受けました。山林の「竹」からスゴイ作品を作られてい
る。しばし、うっとりと鑑賞させて頂きました。ありがとうございました。

佐倉地区 偶然 ３～ 無理 竹製作品は日本のみのものと知りました。自然と共存してきた日本人らしい作品と感じまし
た。作品の分野をもっと広げたら面白いものが誕生するような気がします。

佐倉地区 ﾎﾟｽﾀ ３～ 無理 毎回楽しみにしています。今回は、特に会場が広々として、とても気持ち良かったです。女
性の方や、市外の方も多く、益々発展することを願っています。

佐倉地区 ﾒｰﾙ ３～ 無理 皆さんすばらしい趣味をお持ちでいいですね。毎回見せていただいています。今回も菅さ
んに丁寧な説明をして頂きました。ありがとうございました。

臼井地区 ﾎﾟｽﾀ ３～ 無理 どれも素晴らしい作品ばかりで驚きました。毎回鑑賞させていただいて目の保養にしていま
す。今後、一層の努力を期待しています。

千代田地区 友人 ３～ 無理 前回より皆さんの技量が格段に向上されたと見受けた。伝統的なデザインが多いが、ソロソ
ロ現代工芸的なデザインも見てみたい。

佐倉地区 会員 ３～ 否！ 伝統的な作品と、独創的な作品が並んでいて、両方ともそれぞれの味があり、楽しかった。
「竹芸保存」頑張って下さい。

船橋市 友人 ３～ 無理 毎回、作品展は誘い合わせて来ていますが、どなたの作品もすばらしいと思います。次回
の作品展を楽しみにしています。

臼井地区 友人 ２回 否！ 素晴らしい作品ばかりで感動致しました。出来ることなら、触ってみたいと思いました。ありが
とうございました。

臼井地区 友人 ３～ 無理 素晴らしい作品ばかりですね。作りたいけど、とても無理です。これからも良い作品を作って
下さい。

臼井地区 会員 ３～ 無理 みなさんが努力され、立派なのを見せていただき、感激致しました。これからも、頑張って下
さい。

佐倉地区 新聞 初回 願望 芸術作品ばかりで驚きです。ふだん家庭で使用する一般的な、ザル等が無いのは、なぜで
すか？

船橋市 招待 初回 否！ 初めて見学して、とても種類も多く、いろいろアイデアが盛り込まれていて、感心しました。
臼井地区 会員 ３～ 現在 すばらしい作品を見せて戴きありがとうございます。保存会の益々の発展を期待していま

す。
八千代市 友人 初回 無理 すばらしい作品の数々に感動しました。もう少し若かったら習うことが出来たのに．．．。
志津地区 会員 ２回 無理 素晴らしい作品の数々に感激致しました。鑑賞させていただき、ありがとうございました。
佐倉地区 友人 ２回 無理 以前に見た時より、皆様、上達されているのが見て取れました。とても良かった！
習志野市 会員 ２回 無理 大変素晴らしいものを拝見出来ました。ありがとうございました。
志津地区 新聞 ３～ 無理 すべてに感動しました。また見に来ますので、頑張って下さい。
佐倉地区 会員 ３～ 無理 「すばらしい」のひとことです。「びっくり」の連続です。
志津地区 友人 ３～ 否！ すばらしい作品ばかりで感心しました。
臼井地区 友人 ３～ 無理 とても素敵な作品ばかりで感激です！
志津地区 新聞 ２回 体験 作品が多くて楽しませて頂きました。
佐倉地区 偶然 初回 無理 みなさんの頑張りがまぶしいです。
佐倉地区 会員 ２回 否！ すばらしい！　よく作ったと思う。
臼井地区 会員 ３～ 無理 竹細工とは、思えません。
佐倉地区 会員 ３～ 無理 大変立派な作品です。

７０歳代
地 区 名 媒体 来場 体験 ご　意　見　・　ご　感　想
取手市 ＨＰ 初回 願望 美術館に来て、こんなおまけのスバラシーイ手仕事の竹細工に感激でした。自分で竹を

伐ってから作るというのが、又いいですね。竹のかごで買い物に行き竹のお皿でお蕎麦を
食べ、竹のペーパーナイフ．．．色々大好きです。チャンスがあれば作ってみたい。スバラ
シイ作品の数々に脱帽、拍手．．．楽しく見せていただきました。作り手の倖せが伝わりまし
た。

佐倉地区 ＪＲ 初回 無理 「素晴らしい」の一言です。「竹のお話し」をして下さった菅さんの説明も面白く、楽しく聞け
ました。また、菅さんの作品も素晴らしいものですね。私の知人もすっかり竹に嵌ってビックリ
していました。良いものを見せていただいてありがとうございました。竹は心が落ち着きます
ね。

佐倉地区 ﾒｰﾙ ３～ 無理 とっても美しい作品を見せていただき、ありがとうございました。今まで数回拝見しましたが、
年々技が上達されて素晴らしいと思います。作者別にコーナーがあるのはとても良い展示
方法だと思います。次回も楽しみです。

臼井地区 会員 ３～ 無理 大変素晴らしいものを鑑賞させていただきました。会員の方から懇切丁寧な説明があり、日
本の伝統工芸に誇りを感じました。みなさんは趣味から始めてこの域に到達されたことに改
めて敬意を表します。

ご 意 見 ・ ご 感 想



習志野市 会員 ２回 無理 「ほっと一息コーナー」の天ぷら皿なら私でも出来るでしょうか？この天ぷら皿使ってみたい
です。２度目ですが４～５年でこんなに素晴らしい作品が出来ることに感動しました。

臼井地区 ﾒｰﾙ ３～ 無理 作品の細やかで素晴らしいのに、いつも感激です。古い方は勿論、経験が少ない方の出
来上がりにも関心しました。今後とも、益々ご活躍を期待しています。次回も楽しみです。

佐倉地区 ＪＲ 初回 無理 素晴らしい作品に驚きました。作品を作っている様子を実演またはビデオでも流してくれた
ら素晴らしさがもっと現実化するのでは．．．。ありがとうございました。

船橋市 会員 ２回 無理 竹工芸の可能性が無限にあることを実感しました。編み方の美しさは素晴らしく、また色相
の違いを組み合わせることで更に立体感が増す美しさを鑑賞しました。

市外 偶然 初回 無理 みなさんの作品は力作揃いで感動しました。良い作品を作ろうとする熱意と根気が全作品
から伝わって来ました。特に、菅さんの作品は、芸術品です。

八街市 会員 初回 無理 普段、何気なく見ている竹がこんなに繊細に美しく姿を変え生活の中で、そっと、そして凛と
してあることに感動しました。ありがとうございます。

佐倉地区 新聞 初回 願望 とても細かい仕事でたいへんそうでした。自分では出来そうもないのですがひと時楽しませ
ていただきました。また、次回も見せていただきます。

佐倉地区 会員 ３～ 無理 何度か作品展を拝見させていただきましたが、今回、菅さんに色々と教えて頂き、奥の深さ
に感動しました。今後のご発展をお祈り致します。

八街市 会員 初回 願望 どの作品も素晴らしく、言葉になりません。物作りは好きな方ですが、ただただ、びっくりする
ばかりでした。ありがとうございました。

佐倉地区 ﾎﾟｽﾀ 初回 否！ 手のこんだみなさんの作品には「素晴らしい！」「お見事！」に尽きます。懐かしい昔（若かり
し頃）父が作っていたのを思い出しました。

佐倉地区 新聞 ２回 現在 まだ、一年です。ヒゴ作りがとても下手で悩みです。佐倉市の高齢者生きがい講座です。素
晴らしい作品ばかりで「すごい」と思いました。

臼井地区 友人 ３～ 無理 竹細工で、これだけのものがが出来るなんて、素晴らしいものを見せていただきました。あり
がとうございました。

習志野市 会員 ２回 無理 すばらしい作品に、ただ感動するばかりです。作品展が終わった後、この素晴らしい作品
は、どうするのでしょうか？

佐倉地区 招待 ３～ 無理 楽しく見せていただきました。ありがとうございます。まっすぐな材料を曲げて使う事の難しさ
を感じました。

佐倉地区 友人 ３～ 無理 毎回、素晴らしい作品の数々に心を打たれます。エネルギーを感じ、元気が出ます。ありが
とうございました。

八街市 会員 初回 無理 大変興味深く拝見させて頂きました。竹細工の世界がこのように深いとは驚きです。ありがと
うございました。

根郷地区 ＪＲ 初回 無理 感心致しました。ただ、もう少し変わった作品を見てみたいと思います。（壷、籠などにパ
ターン化している）

臼井地区 ﾎﾟｽﾀ ３～ 無理 以前から見せていただいていますが、皆様の精進に感動しました。これからもご活躍を楽し
みにしています。

岩手県 偶然 初回 体験 素晴らしい作品展でした。２～３回手かごを作って終わりました。この作品展が気になって来
てみました。

佐倉地区 友人 初回 無理 ビックリしました。身近にされている方がいらっしゃるのを見て感激しました。繊細な技術、驚
きです。

横浜市 友人 初回 無理 手の込んだ、素晴らしい作品を拝見出来て、日本の素晴らしさを感じました。ありがとうござ
いました。

我孫子市 ﾎﾟｽﾀ 初回 否！ 技術的にすばらしいものが多い。遊び心をくすぐる虫かごや虫の模型などあれば、より面白
いですが。

志津地区 会員 初回 無理 「素晴らしい」の一言に尽きます。見ていて飽きません。色、形、編み方．．．。次を待ってい
ます。

取手市 ＨＰ 初回 願望 美しい作品ばかりで感動しました。手仕事の楽しさを味わせて頂き、ありがとうございました。

佐倉地区 会員 初回 無理 初めて作品を見せてもらいました。根気のある作品作りに感激です。全て素晴らしい！で
す。

志津地区 会員 初回 願望 素晴らしい作品を見せていただき、嬉しいです。これからも続けて作品展を期待していま
す。

千葉市 会員 初回 無理 すばらしい作品の数々に目を奪われました。根気よく編み込まれた作品を堪能しました。
千代田地区 ＨＰ ３～ 願望 ドキドキする作品が多くなって来たように感じました。次回も楽しみにしています。
八千代市 招待 初回 無理 どの作品も素晴らしく、思わず手で触れてみたいと思う作品もあり、感動しました。
八街市 友人 初回 無理 素晴らしい作品で感動しました。細かい作業で、私にはできないな　と思いました

佐倉地区 友人 初回 無理 すばらしいものを見せていただきました。今後、この会のご発展をお祈りします。
千葉市 会員 初回 願望 道具がどれだけ準備出来るかで、作品の出来が左右されそうな印象を持ちました。

四街道市 偶然 初回 無理 すべてすばらしい！「竹のお話し」も聞けて良かった！楽しませてもらいました。
佐倉地区 招待 ３～ 体験 とても素晴らしい作品展で、皆様の日頃の様子が手に取るように想像出来ました。
佐倉地区 友人 初回 無理 手の込んだ作品が多く、楽しく見せていただきました。ありがとうございました。
船橋市 会員 ２回 無理 どれも目を見張るほどの素晴らしい作品でした。ありがとうございました。

志津地区 会員 ２回 願望 立派な作品ばかりでびっくりです。素質が無いと出来ないように思った？
志津地区 新聞 ３～ 現在 毎回、楽しみにしています。作品展が、今後も続くことを願っています。
根郷地区 ﾒｰﾙ ３～ 無理 「竹のお話し」なかなか良かったです。竹のことが少し分かりました。
志津地区 友人 ３～ 無理 展示品に、うっとりしました。製作者の頑張りが目に見えるようです。
佐倉地区 友人 初回 無理 すばらしい作品に感動！良い時間を頂きました。有難うございました。
習志野市 会員 初回 無理 どの作品も素晴らしく、感無量です。ありがとうございました。
八街市 友人 初回 無理 とても素晴らしい作品で驚きました。皆さん、すごいです!!



佐倉地区 友人 初回 無理 すばらしい作品を見せていただいてありがとうございました。
臼井地区 新聞 初回 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。
大網市 ﾎﾟｽﾀ 初回 無理 素敵な作品の数々、いいものを見せてもらいました。

志津地区 会員 ３～ 否！ 向上心あふれる作品で、毎回、楽しみにしています。
佐倉地区 新聞 初回 無理 柄や模様が、「職人」と言う言葉にぴったりです！
佐倉地区 新聞 初回 無理 見て、驚いて、いいなぁ～、と思って、満足です。
臼井地区 ﾎﾟｽﾀ 初回 願望 とても素敵でした。やってみたいとも思います。
八街市 友人 初回 無理 初めてで、大変すばらしい作品に感動しました。
横浜市 友人 初回 無理 感心致しました。あまりにも「素敵」でした。

志津地区 会員 初回 現在 素晴らしい作品でした。参考になりました。
佐倉地区 招待 ３～ 無理 とても素晴らしい作品でびっくりしました。
根郷地区 友人 ３～ 無理 皆さんとても素敵な作品で感心致しました。
志津地区 友人 初回 願望 皆さんとてもお上手で私でも作れるのかな？
志津地区 友人 初回 無理 おどろき！作品に見とれてしまいました。
佐倉地区 ﾎﾟｽﾀ ３～ 無理 すばらしい作品ばかりで感動しました。
佐倉地区 招待 ３～ 無理 どの作品もすばらしい！感動しました。
佐倉地区 友人 初回 無理 すばらしい作品ばかりで驚いています。
佐倉地区 招待 初回 無理 びっくりしました。素晴らしいです。
志津地区 ﾎﾟｽﾀ 初回 願望 奥が深く、難しそうだが面白そう！
松戸市 偶然 初回 無理 良いものを見せていただきました。

佐倉地区 偶然 初回 無理 私には出来ませんが、感動でした。
千葉市 会員 ２回 無理 繊細な描写が素晴らしかったです。

志津地区 会員 初回 無理 すばらしい作品に感動致しました。
臼井地区 招待 ２回 無理 素晴らしい作品に感動しました。
臼井地区 偶然 初回 無理 すごい！の一言。説明がうまい！

千代田地区 ﾎﾟｽﾀ ３～ 無理 素晴らしい作品の多さに感動！！
四街道市 偶然 初回 無理 すばらしい作品に感動しました！
臼井地区 友人 ３～ 無理 大変、みごと！すばらしいです。

市外 偶然 初回 無理 竹の文化の深さに驚きました。
佐倉地区 会員 初回 無理 とってもすばらしい作品でした。
千葉市 ﾎﾟｽﾀ ２回 現在 みなさんの作品が素晴らしい！

志津地区 新聞 ３～ 無理 みんな、素晴らしかったです！
根郷地区 新聞 ３～ 現在 素晴らしい作品で感動した。
根郷地区 会員 ３～ 無理 すばらしい作品ばかりです。
印西市 ﾎﾟｽﾀ ２回 現在 「素晴らしい」の一言です。

佐倉地区 ﾎﾟｽﾀ ３～ 無理 沢山の作品で楽しめました。
臼井地区 新聞 ３～ 無理 すばらしい！の一言です。
大網市 ﾎﾟｽﾀ 初回 無理 一言で「素晴らしい！」

根郷地区 会員 ３～ 願望 どの作品もすばらしい。
根郷地区 ＪＲ ３～ 無理 ただ、ただ、すっごい！
佐倉地区 友人 ２回 無理 注文または購入したい！

千代田地区 友人 ３～ 無理 すばらしい作品でした。
臼井地区 招待 初回 願望 素晴らしかったです。
松戸市 偶然 初回 無理 立派な作品群でした！
千葉市 友人 初回 無理 とっても素敵でした。

志津地区 友人 ３～ 無理 「感動！」の一言
佐倉地区 会員 初回 無理 お見事！です。
佐倉地区 会員 ３～ 無理 感動しました
臼井地区 友人 初回 無理 すばらしい！
臼井地区 友人 ３～ 現在 すばらしい！

埼玉 偶然 初回 無理 スゴイ！

６０歳代
地 区 名 媒体 来場 体験 ご　意　見　・　ご　感　想
臼井地区 ﾎﾟｽﾀ 初回 願望 散歩中に見かけたポスターに惹かれて伺いました。作歴の長い方の作品は勿論すばらしい

ですが、短い方の作品もすてきでした。あんなにすごい作品がそう簡単に作れるとは思いま
せんがやってみたいと思いました。「竹のお話し」もとても興味深かったです。ありがとうござ
いました。

志津地区 新聞 初回 願望 収蔵品展で仲台一司の作品があり、興味を持ちました。今でも保存会があり、作品を作って
いらっしゃる方がいて、それも一つ一つ、とてもステキで感動しました。また、染め色を変え
て編んだものは本当に素敵で、これからも技術の伝承が長く続いてくれることを希望してい
ます。

八街市 会員 初回 無理 どの作品も素晴らしかった！細かい作業が多いと思いますが、竹を用意するところから始め
るので、根気のいる事と思います。みなさん、楽しみながら仕上げておられるのでしょうね！
これからも楽しみながら頑張って下さい！応援しています。本日は、ありがとうございました。

佐倉地区 ＪＲ ２回 体験 趣味としてこれからやっていきたいと思うのですが、まず、ゆとりの時間を決めなければと思
うのですが、今はまだ、無理です。ヒゴ作りが面白いと思って作り溜めています。夢見て少し
づつ始めたいと思います。ありがとうございました。



酒々井町 新聞 初回 体験 思った以上に数が多く驚きました。四ツ目かごを体験をしたことがありますが、私には難し
く、また細かい作業で根気が要りますね。すばらしい作品を見せていただきありがとうござい
ました。

臼井地区 ﾎﾟｽﾀ ３～ 願望 始められて数年のかたでも、完成度が高く、複雑な編み方を習得されていることに驚かされ
ます。生活に生かせる物を自分で考えて一から作れる竹芸というものに魅力を感じました。

八街市 会員 初回 願望 すばらしい作品を見せて頂きありがとうございました。製作の行程も、大変興味深く拝見致し
ました。生活の中にこのような作品が一つでもあったら心豊かになりますね。

佐倉地区 偶然 初回 無理 竹製品として生活の中に使用しているものとは違い、アート的で、圧倒される組み方に感動
しました。編み方に名前があることに驚きました。ありがとうございました。

臼井地区 友人 初回 願望 初めて伺いましたがすばらしい作品ばかりで堪能しました。少々茶道をやっていますので茶
杓や水差し、茶籠などを中心に拝見しました。ありがとうございました。

八街市 友人 ３～ 無理 毎回楽しみに来ています。いつも感心して目の保養をさせて頂いています。私も自分の趣
味を頑張らなくちゃと思います。ありがとうございました。

佐倉地区 会員 ２回 願望 時間が出来たら是非やってみたいです。竹を伐るところからやられるということで大変そうで
すね。販売している竹のかごが高価なのも納得です。

八街市 友人 初回 願望 種類の多さに驚きました。作品を見ることによって、心が癒され、ホッとしました。また作品展
に来ます。小物を販売してくれるといいですね。

佐倉地区 会員 初回 無理 本当に素晴らしかったです。小物とか皿とか、日常的に使えそうなものから飾って眺めたい
ものまで、色々でしたね。また、２年後に来ます！

佐倉地区 新聞 初回 願望 知り合いの名前を見付け見せて頂きました。もともと、かごバックが大好きで自分でも作品が
作れたらたのしいだろうなぁと思いました。

印西市 友人 初回 願望 丁寧に説明していただき、とても興味深かったです。伝統を守り続けておられる皆様の熱意
と努力を感じました。有難うございました。

市外 ＨＰ ３～ 無理 すばらしい作品展でした。お茶で使ってみたいものが沢山ありました。バッグも持ってみた
い．．．。次回も楽しみにしています。

佐倉地区 新聞 初回 無理 以前、仲台先生の作品展を当美術館で観てとても良かったので寄せていただきました。素
敵な作品ばかりで、良かったです。

根郷地区 新聞 初回 現在 きめ細かさに驚かされました。数年の経験であれほどの作品を仕上げるとは本当に驚きで
す。ありがとうございました。

根郷地区 新聞 初回 無理 細かくて美しい作品をたくさん見ることが出来、このところの暑さも少し凌ぐことが出来まし
た。有難うございました。

根郷地区 偶然 初回 願望 住所、作歴があって興味深い。「作品が出来るまで」のコーナーも良し。作家毎の展示レイ
アウトで見易くて良し！

臼井地区 招待 ３～ 無理 作歴が２年の方も素敵な作品を作られていてすごいですね。編み目模様も、色々工夫され
ていてすばらしいです。

大田原市 会員 初回 体験 米中さんのご指導のもと、みなさんのすばらしい作品を前に感激しました。これからも作品
制作にお励み下さい。

千葉市 招待 初回 無理 材料から揃えるという説明をお聞きして大変な作品だと感じ、一つ一つが「お宝」のように思
いました。

志津地区 ﾎﾟｽﾀ ２回 無理 どの作品もすばらしかった。感動ものです。今回で２回目。また次回も楽しませていただきた
いです。

千葉市 会員 初回 願望 手の込んだ作品に感動！作品にするまでの細かい作業の繰り返し、時間作りが大変だと感
じました。

佐倉地区 ﾎﾟｽﾀ ３～ いつも素晴らしい技とアイデアに驚かされています。末永く買いが続くことを願っています。

四街道市 友人 ３～ 無理 細かい作業で、根気がいることと思います。出来上がりが全て美しくすばらしいです。
船橋市 偶然 初回 願望 みなさんの力作からインスピレーションをいただきました。ありがとうございました。

臼井地区 新聞 初回 否！ とてもすばらしい作品ばかりでした。竹の良さや特性が生かされていて、感動です。
四街道市 友人 ２回 願望 力作揃いでとても素晴らしいですね！家庭で使うものを手作り出来るのは素敵です。
佐倉地区 偶然 初回 無理 とても素敵な作品ばかりで楽しませていただきました。ありがとうございました。
臼井地区 会員 ３～ 無理 とても素晴らしいです。良く説明していただいて、ありがとうございました。
佐倉地区 友人 初回 現在 楽しく見せていただきました。編み方の参考資料等があれば、更にいいです。

会員 ２回 願望 とっても良い作品で、目の保養になりました。ありがとうございました。
臼井地区 新聞 初回 現在 菅さんの説明、大変勉強になりました。作品もとても素晴らしかったです。
臼井地区 新聞 初回 願望 作成したいと思って、何度か教室に応募しましたが、ダメで、諦めました。
志津地区 招待 ３～ 無理 素晴らしい作品に感激です。末永く継続されますように願っています。
根郷地区 新聞 ３～ 無理 すばらしい作品ばかりで感激しました。次回も楽しみにしています。
佐倉地区 ＪＲ 初回 現在 シルバーでやり始めた初心者です。すばらしい作品に感心しました。
佐倉地区 偶然 初回 無理 素晴らしい作品ばかりで感動しました。ありがとうございました。
佐倉地区 会員 ３～ 無理 みんな、力作ですばらしかったです。次回も楽しみにしています。
佐倉地区 ﾎﾟｽﾀ 初回 無理 とても貴重な作品を見せていただいてありがとうございました。
佐倉地区 偶然 ２回 無理 細かい作業で、感心しながら見せて頂きました。ステキですね！
志津地区 会員 初回 無理 素晴らしい作品を見せていただき、ありがとうございました。
佐倉地区 友人 初回 無理 すばらしい作品ばかりでした。ありがとうございました。
佐倉地区 新聞 初回 願望 色がきれいで驚きました。柔らかい曲線がきれいでした。
千葉市 会員 ２回 無理 すばらしかった。岩崎さん、鈴木さん、応援しています。

弥富地区 招待 ３～ 体験 とっても良かったです。次回を楽しみにしております。
柏市 新聞 初回 無理 一輪挿しのもう少し小さいのがあれば欲しかったです。



市原市 ﾎﾟｽﾀ 初回 願望 みごたえがありました。次回を楽しみにしています。
佐倉地区 会員 ３～ 無理 とても素敵でした。力作ぞろいで圧倒されました。
八街市 会員 ２回 願望 素晴らしい作品の数々で、目の保養になりました。
利根町 偶然 初回 無理 とても感動しました。ありがとうございました。
船橋市 招待 初回 無理 力作揃いで堪能しました。楽しく拝見しました。

臼井地区 友人 ２回 無理 すばらしい作品が多く、目の保養になりました。
八街市 友人 初回 願望 すばらしい作品ですね。とても良かったです。

臼井地区 友人 初回 無理 素晴らしい作品をありがとうございました。
佐倉地区 偶然 初回 願望 見学してみたいと思いました。素晴らしい！
臼井地区 会員 初回 否！ すばらしい作品をありがとうございました。

米国 偶然 初回 願望 繊細な伝統美を楽しませてもらいました。
滋賀県 友人 初回 無理 すばらしい作品の数々に圧倒されました。

志津地区 新聞 ３～ 体験 すばらしい作品ばかりで感動しました。
佐倉地区 ﾎﾟｽﾀ ３～ 願望 すばらしいですね！やってみたいです。

千代田地区 会員 ３～ 無理 いつも素晴らしい作品に驚かされます。
佐倉地区 ﾎﾟｽﾀ 初回 無理 すばらしいです！（とても無理です）
利根町 偶然 初回 無理 良い作品を見せていただきました。

志津地区 会員 初回 願望 みんな素敵な作品で感動しました。
佐倉地区 会員 ３～ 願望 みなさん、作歴以上の作品ですね
東京都 友人 ２回 願望 ていねいな作品に感動しました。

佐倉地区 会員 初回 否！ 今後も作品展を開催して下さい！
佐倉地区 友人 初回 無理 すばらしい作品に感激しました。
佐倉地区 会員 ２回 無理 竹の特性が、良く分かりました。
佐倉地区 会員 ３～ 無理 すばらしい作品ばかりでした！
佐倉地区 会員 ３～ 無理 すばらしい作品の数々でした。
臼井地区 友人 初回 無理 全ての作品が見事でした。
臼井地区 新聞 初回 無理 とっても楽しかったです。
志津地区 偶然 初回 無理 見事な作品だと思います。

市外 招待 初回 無理 すばらしい作品です。
佐倉地区 友人 ３～ 無理 ガンバッテ ますね！
八街市 友人 初回 無理 販売して欲しい。

５０歳代
地 区 名 媒体 来場 体験 ご　意　見　・　ご　感　想
志津地区 新聞 ３～ 願望 とても素晴らしかったです。皆様が作品として出来上がるまで、一生懸命コツコツと努力され

ているのが良く分かりました。作ってみたい！と思ったが、根気のいる作業、大変なだけに
出来上がった時は達成感で一杯だと思います。どうかまた素晴らしい作品を作り続けて下さ
い。竹って、落ち着くと感じました。

佐倉地区 ＪＲ 初回 願望 どれもとても素晴らしいものでした。作歴があるのは、とても良いと思います。（１年でこんな
に出来るんだ！とか）作家さんの顔写真やプロフィール、どの作品が苦労したとかそういっ
たのがあればより身近に感じられたのでは．．．と思います。

八街市 友人 ２回 願望 竹芸の素晴らしさ、作品を仕上げるまでの過程も、丁寧に説明して頂き興味深く見せて頂き
ました。作ってみたい気持ちはあっても、気軽な気持ちでは始められないと思いますが「い
つか」挑戦出来たら．．．

佐倉地区 ＪＲ 初回 願望 竹細工の行程を丁寧に説明してくれてとても興味深く、また、今まで知らなかった世界を垣
間見られて楽しいひと時を過ごせました。竹細工の繊細な美しさに魅了されました。有難う
ございました。

八街市 会員 初回 願望 とても素敵な作品を拝見させていただきました。日本の伝統品の美しさ、そこから発展させ
た個人個人の作品、どれも素晴らしかったです。

会員 初回 無理 キャリアのある方の作品は見事です。どのように作っているのか、想像もつかないほど、素晴
らしい作品がたくさんありました。

臼井地区 会員 ３～ 願望 沢山のすばらしい作品を拝見させていただき、ありがとうございました。伝統工芸を次世代
に継承して頂きたいと思います。

千葉市 ＨＰ 初回 願望 素晴らしい作品ばかりで、竹の美しさを再確認しました。細かい工程で完成までどのくらい
掛ったのか気になりました。

千葉市 招待 初回 無理 すばらしい作品を拝見させて頂き、ありがとうございました。技術の高さに感動しました。皆
様の熱意が伝わりました。

市原市 ﾎﾟｽﾀ 初回 願望 伝統を守るというのは大変なことだと思いますが、とても素晴らしい作品が展示されていて
見応えがありました。

志津地区 偶然 ２回 願望 作品作りに込められた作り手の思いなども伺いたいと思いました。ありがとうございました。
臼井地区 会員 初回 願望 すばらしい作品で感動しました。今後も、佐倉市のために頑張って下さい。
酒々井町 ＪＲ 初回 願望 １０年後、定年になったら作ってみたい。また、作品展を見にきます。
船橋市 友人 初回 願望 どの作品もステキでした。細かい作業の一つ一つが目に浮かびます。
千葉市 偶然 初回 願望 竹製品の中で、実用品や日常の使用に耐えるものに興味があります。

根郷地区 友人 初回 無理 一点、一点が素晴らしかったです。ありがとうございました。
船橋市 友人 ２回 無理 素晴らしい作品に癒されました。ありがとうございました。

根郷地区 ＪＲ ２回 願望 すばらしい作品が多くて自分もやりたくなりました。
市原市 新聞 ３～ 願望 とても、丁寧な作品が多くて素晴らしかった！！
成田市 ﾎﾟｽﾀ 初回 願望 機会があればやってみたいと思いました。
印西市 偶然 初回 無理 思いがけず、面白い作品が見られました。



酒々井町 招待 初回 無理 みんな力作ぞろいですばらしいです。
弥富地区 友人 初回 無理 どれもすばらしかったです。
八街市 ﾎﾟｽﾀ 初回 無理 すばらしい！　美しい！

志津地区 新聞 初回 願望 やってみたい！
船橋市 友人 初回 願望 欲しい

４０歳代
地 区 名 媒体 来場 体験 ご　意　見　・　ご　感　想
臼井地区 会員 ３～ 無理 細かくて綺麗な模様が浮き出るような作品ばかりで素晴らしい!! と思いました。様々な色が

何とも言えないいい色ですね。ありがとうございました。
佐倉地区 会員 ３～ 願望 とても素敵なものばかりで楽しかったです。また、見たいと思いました。自分で出来たら、

もっとステキでしょうね。
佐倉地区 友人 初回 否！ 模様の美しさと新しい発見がありました。いろんな世代の方に、もっと竹の美しさを知っても

らえるといいですね。
志津地区 友人 初回 願望 販売はされませんか？日常のプラスチックに代わり、竹を戻していって欲しいと願っていま

す。
佐倉地区 会員 ３～ 願望 いつも楽しく見ています。みなさん、上手で素敵でした。
佐倉地区 偶然 初回 願望 涼しげな作品をたくさん見ることが出来ました。

３０歳代
地 区 名 媒体 来場 体験 ご　意　見　・　ご　感　想
臼井地区 会員 初回 願望 米中様の作品を見に来ましたが、皆様の作品が素晴らしく、感激致しました。菅様の「作品

が出来るまで」のお話しも興味深く聞かせていただきました。細かな作業で難しいと感じまし
たがもの作りには興味があり、このような作品に触れる機会を頂いて勉強になりました。有難
うございました。

志津地区 招待 ２回 無理 差し竹の丸籠のような上級の課題もあるようだが、人によって特徴がある作品群は見ていて
とても楽しい。作品を作る前から綿密な設計図を描いていなけれ編めないような精巧な品
は、さスガの経験年数だと思いました。

船橋市 会員 ２回 体験 竹のお話を菅さんより聞かせていただきとても勉強になりました。どれもとても素敵な作品で
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 ＪＲ 初回 願望 どの作品も丁寧な仕事で、とても素晴らしいです。難しい緻密な技だと感心しました。今日
は最終日、ラッキーでした。

船橋市 会員 初回 無理 大分で少しだけやった事がありますが、とても無理です。日本の伝統保存の為に、今後も続
けて下さい。

佐倉地区 偶然 初回 無理 作り方が想像出来ない、素晴らしい作品でした！
江戸川区 偶然 初回 願望 「欲しい！」と思うものがたくさんありました。

２０歳代
地 区 名 媒体 来場 体験 ご　意　見　・　ご　感　想
志津地区 ﾎﾟｽﾀ 初回 無理 どの作品も編み目がとても美しくて、竹とは思えないほど鮮やかで素敵でした。生活の中に

竹で編まれたものがあったら優しい気持ちになれそうだなぁ．．．と考えながら見ていまし
た。ありがとうございました。

八街市 友人 初回 無理 竹でいろんな作品が出来るのですごいなと思いました。また、見させていただきます。ありが
とうございました。

佐倉地区 友人 初回 無理 どれも素敵な品ばかりで、全部竹で出来ているなんてびっくりです。とても癒されました！
八街市 友人 初回 無理 皆さんの作品がすばらしく、お上手でした。いろんなのがあって、面白かったです。


