
第22回一期一会　　アンケートコメント
　

　　　　　　　　　講師       佐藤　洋作 氏 2010.7.17

1．講師の話は良かったですか？

　　・　志を感じさせるお話で大変心を打たれました。移行期にある若者に居場所探しの面で

　　　　手を貸すという大義は立派ですが、居場所探しを自ら行うことのできる若者作りを助長

　　　　する社会システムが肝心かと考えますが？

　　・　現場から様々な支援をされてきた方のお話は非常に有意義なものでした。

　　　　お話の中で感じたのは現代日本が抱える教育環境の欠陥と、社会全体が活力を失っ

　　　　ているという２つの側面が若年者の悩み、苦しみの根源ではないかということでした。

　　　　貴重なご意見ありがとうございました。

　　・　良かったです。日頃はグローバル競争について考えることが多く、今日のようなことは

　　　　意識することが少ないですが、同じ日本と言う場で現実に起きていることを認識させら

　　　　れ考えさせられました。この難しい課題に様々な面から取り組まれていることに敬服い

　　　　たします。

　　・　大変考えさせられました。現代日本人のすべてが共通の課題を抱えていると言っても

　　　　過言ではないと思います。

　　・　とても有意義な時間を過ごすことが出来ました。競争社会にいる若者たちはいつも人

　　　　知れず傷つき悩んでいます。いち早くそういう人間たちを支えてきて下さった佐藤先生

　　　　に敬意を表します。

　　・　妹がニートであるため、とても貴重な時間となりました。

　　　　佐藤さんとも直接お話しすることができとても感謝しております。

　　　　この機会を無駄にせぬよう、一歩前進できたらと思っております。

　　・　自分の人生をどちらかといえば弱者と思われる若者とともに過ごし、生産に導いていく

　　　　支援は立派だと思います。

　　・　佐藤講師を見て本当の教育者の姿を感じ取りました。久しぶりに感動の講義でした。

　　　　今朝（７・１８）からインターネットで佐藤先生の記事を数多く見て更に一層理解を深め

　　　　ました。現場での実体験から得た若者支援のあり方、理論は素晴らしいものと思いま

　　　　した。それから佐藤さんのエネルギーとバイタリティーも。同じ年の小生としては、自分

　　　　自身まだまだガンバリが足りないと反省しました。

　　・　大変なお仕事をされていて、本当に素晴らしいことだと思います。

　　　　今日初めて色々の事を教えていただいたと思っております。ありがとうございました。

　　・　良かったです。初めから思い立ってやったのではなく、やっているうちにこうなって行っ

　　　　たという印象を強く受けたがそれも素敵な生き方だと思いました。

　　・　環境が人の心を支えるということを学びました。周りの方の良さ、自分の良さ、互いに

　　　　話をするという重要性を改めて認識致しました。

　　・　とても感動した。お話の進め方は自分史のような展開であったが事実をタンタンと話さ

　　　　れた。自然体である点に特に好感を持った。自分で解決策を出せない若者がこれだけ

　　　　増えてくると、佐藤さんがやられてきたような若者の自主性を育てることの大切さを痛

　　　　感する。立派な生きざまであると思った。ありがとうございます。

　　・　佐藤先生の若者に対する深い愛情を感じました。

　　　　これからも若者のため、日本のために頑張って頂きたいと思います。

　　　　｢36年間のあゆみ」が長かったです。現状の把握はできました。

　　　　なぜ不登校が増えているかの原因、背景および対策をもう少しお聞きしたかった。

　　　　どうすれば佐藤先生の所を頼る人が減らせるか。

　　・　若者が農作業やパンつくりなど　活動を通じて　自信を付けていく様子をリアルに



　　　感じる事が出来た
２．　講師の話の長さはどうですか？
　　　丁度良い 14

　　　長すぎる 0

　　　短すぎる 0   

３．　講師が準備されたプロジェクターでの写真等についてのご意見

    ・　写真があることで内容がとても分かりやすくなったと思う。特に若者の写真は役に立っ

　　　た。

　　・　写真の笑顔が印象的でした。

　　・　写真は理解するのに良かったです。

　　・　写真を見て講師の活動を一層理解できました。全体的にコンパクトにまとめられた効

　　　　果的な資料と思いました。

　　・　緑色の字が見にくかった。写真は活動そのものの表現で一番分かりやすく良い。

　　・　とても分かりやすかったし興味も湧いてきました。

　　・　良いと思う。

　　・　写真や映像は実際の活動がわかり、とても良いです。

　　・　写真を使うことによって活動の内容が非常に分かりやすかった。

　　・　「協同ネット36年のあゆみ」のスライドは文字が多く後列からは見えませんでした。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（視力の問題？）

4. 午後の懇親会に関してコメントがあれば

　　・　勝手ですが失礼しました。

　　・　今回は参加できなかった。

　　・　講演会だけでは得られない情報や意見の交換ができるので助かります。

　　・　定食は良かったです。

　　・　テーブルは丸い方が雰囲気が柔らかくなるのでは・・・（？）

　　・　色々な方とお話しする機会があり大変勉強になりました。

　　・　毎回隣席の方と親しくお話合いする中で新たな出会い、情報交換ができました。

　　　　「一期一会の会」は懇親会とワンセット。次回もぜひ参加致します。

　　・　楽しく過ごさせて頂きました。

　　・　定食とカレー・ハヤシでは食事のスピードが違うのでちょっと難しいように思いました。

　　・　毎回楽しみにしております。

　　・　座席の決め方に多少ルールがあっても良いように思う。

　　　　今回佐藤講師が一番端の席におられたのはちょっと気になった。

　　



5.  異業種交流会としてのご意見

　　・　多種多様な交流会に参加させて頂きたい。従いまして私の知識ない題目に参加させて

　　　　頂きたい。

　　・　もう少し若い人を増やすことによって、もっと活性化するかもしれないと思った。

　　・　いつもお声かけ下さりありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。

　　・　今回は比較的若い人が多くて良かったと思います。

　　・　いつも色々の講演ありがとうございます。

　　・　3か月に1回のペースは講師選びなど本当に大変かと思いますが、ぜひこれからもガン

　　　　バッて続けて下さい。

　　・　このような機会を与えて下さった鈴木さんに感謝申し上げます。

　　・　今回のテーマは今までになかったテーマで新鮮でした。

　　　　色々のテーマで今後ともお願い致します。

　　・　自分の視野を広げることができますので、とてもありがたいです。

　　・　さまざまな環境でご活躍されている方々との出会いを与えて下さり、感謝申し上げます。

　　・　益々のご発展で素晴らしいことを敬服しています。

6.  あなたのご職業は？  (アンケートに答えて下さった方のみ）
      
　　　  会社経営       　1名

　　　　会社役員 1名

　　　　会社員 6名

　　　　教育関係者 1名

　　　　学生 0名

　　　　主婦 2名

　　　　退職者 1名

         それ以外の方 3名

7.  今回の天然酵母パンの配布とパンのアンケートについて

　　・　本当に感動しました．想いはあっても実行することはなかなかできません。

　　　　今後も頑張ってください。（偶然ですが数回行ったことのあるパン屋さんでした。

　　　　先週も行きました。今後は行くのが楽しみになりそうです。

　　・　美味しいです。今後取り寄せしようと思います。

　　・　皆さまのお手製の心温まるパンの配布、本当に嬉しく美味しく頂くことが出来ました。

　　　　良いアイディアだったと思います。このことで一人でも多くの人が元気に活動できると

　　　　良いですね。ありがとうございました。

　　・　一期一会の会からこのように自発的に行動を起こしてくれる若者が出てきたことに

　　　　感動します。ありがとうございます。

　　・　パンを食べて是非一度お店に行ってみようと思いました。また竹中君を見て感動しまし

　　　　た。天然酵母のパンの配布により佐藤先生の講義をより一層深く理解できました。

　　・　若い人の行動力を示してくれた好例であった。今後も皆が力を合わせて工夫をしてい

　　　　ってくれたら、更に会が皆さんの役に立つかもしれないと思わせてくれた。

　　　　竹中君ありがとう。

　　　以上　　　ご協力ありがとうございました。



「風のすみか」の商品に関するアンケート

性別　：　　　　　男　　　　　　女　　　　　未回答

　　　　　　　　　　　　　１６名　　　　　　　　９名　　　　　　　　　１名

年代　：２０代　　３０代　　４０代　　５０代　　６０代　未回答

　　　　　　　３名　　　　　　４名　　　　　　３名　　　　　４名　　　　　　１１名　　　　１名

１．商品を食べての感想

・「風のすみか」のパン、とてもおいしかったです。竹中さんのお話をうか
がっていたこともありますが、皆さんの気持ちが、パンの中にあるひとつひ
とつの粒に込められているような感じがしました。実際の味も、いい素材を
つかっているだけあってとても味に深みがありました。そして、まさにパン
が生きているようにしっかりとした存在感のある食感でした。
作っていただいた皆さんに心から感謝したいと思います。

近くにいく機会があったら必ずうかがいますね。

・純粋に美味しかったです。焼きたてにこだわって準備されたので柔らかく
て優しい味でした。

・きっと自分たちも楽しんで作っているんだろうなあと思いました。ジュゴ
ンパンは可愛らしくて上品なお味でとても美味しくてステキです。小さいパ
ン2個はスペシャルだったのでしょうか。この位のサイズも食べやすくてア
リと思いました。

・手間をかけたおいしいパンを久しぶりに食べました。おもしろいアイデア
がいっぱい詰まったパンに感激です。是非一度お店で出来たてのパンを食べ
てみたいです。

・おいしかったです。素材へのこだわりをし続けて頂き、パン本来のおいし
さを楽しませて頂けることを期待しています。

・特にイチジクのパンがおいしかったです。また食べたいので、お店に買い
に行きます。

とても美味でした。柔らかく風味もあり手作りならではの暖かさを感じまし
た。沢山のパン、心がこもっていて本当においしく頂きました。有難くあり
がたく頂きました。これからも頑張って下さい。応援しております。



・愛のこもった味がしてとてもおいしくいただきました！どれもおいしかっ
たですね。

・コクがあってやさしい味でおいしかったです。私の好みで言えば、もっと
重くて固いパンもあればいいのにと思います。

・ジュゴンパン～もっちりしっとりしていて、食感もふっくらした感じで良
いと思います。ジュゴンの目と口のゴマは他のものがいいのでは？ちょっと
分かりずらい。　　　　　　　　　　　ライ麦カパニュー～かみごたえがあ
りおいしいが見た目がきれいでない気がします。

・健康に良さそうな味でしたので、1度に3つも食べてしまいました。

・１．甘みを少し控え目にして下さい。２．パンと中味の具とがはなればな
れになっているので、工夫して下さい。

・ジュゴンパンが特に気に入りました。天然酵母のおいしさがうまく出てい
ます。

・非常にとても美味しかったです。近々、お店に訪問してパンを購入してみ
ます。

・おいしかった。果実が大きくはいっているのも良い。素材の味が分かるの
で良い。

・ミニチーズパン？は塩味が少々きつかったです。ジュゴンパンはパン生地
がシンプルなので豆を倍量位入れるとバランスが良いと思います。ライ麦カ
ンパーニュはライ麦、チーズ、フルーツの個性がうまくまとまっていまし
た。全体的には少々パサつきがあるのと、風味が弱い感じ、それらを改良す
るともっとおいしいのではと思います。

・あんぱんは普段あまり食べないのですが、甘さがひかえ目で美味しくいた
だきました。それとレーズンも美味しかったです。

・ジュゴンパンの中の大納言があけた時、かわいく入っていた。いちじくの
パンはとてもおいしい。小さいチーズをカリッと焼いたようなパンはワイン
のお供にとてもいいです。



・フワッとした外と、モチッとした中の食感が非常に美味しかった。一般的
に売られている大手ベーカリーのものより、味わい深かった。

・ジュゴンパンはいかにも手作りの感じがして、ニコニコしながら食べた。
中に入っていた大納言もとてもおいしく、品質も良く楽しめた。もう少した
くさん入っていたらなおうれしい。チーズパンもドッシリしていて、昔ヨー
ロッパで食べたパンを思い出した。おいしいし、中味もしっかりしていた。
又食べたい。

・とてもおいしかったです。これからもがんばって下さい。

・ジュゴンパン…とってもかわいいジュゴンがいやしてくれる様でした。中
にあづき意外でした。甘すぎずおいしい。　小袋の中の２つ…食べやすく、
おいしいです。くだもの（？）がたくさん入っていてうれしいです。ライ麦
カンパニュ…いちじくでしょうか、ぷちぷち感があって、おいしかったで
す。小麦の味がしました。商品名があっているかどうか分かりませんが。
本格的でおどろきました。私の回りの福祉団体でも作っていますが、やはり
しろうとの作った感じがあり（手づくり感で良いと思っています）、こんな
ものだろうな～感はありますが、風のすみかは本物（プロ）という感じがし
ます。

・素朴な味でとても美味しかったです。いちじくの歯ざわりが格別でした。
ジュゴンパンの豆の味もほど良く手づくりぬくもりを感じました。

・おいしい。とにかくおいしい。こだわりの素材を使っている感じがしまし
た。（中学二年生より）

・とてもおいしかったです。佐藤さんのお話を聞いた後というのもあり、と
ても満足しました。

・とても皆様の心のこもった味が伝わってきました。力を合わせて頑張って
下さい。

２、こだわりの素材を使用するなど、風のすみかの取り組みに

ついての感想



・食に対する意識の高まりと社会問題の解決の両方を満たしていることが素
晴らしいと思います。風のすみかはこれから、もっと必要になってくるで
しょう。

スワンベーカリーを超える社会起業になっていくことを祈っています。

・価格が高くとも安全なものを食べたいと思っています。

・「自然派」「有機～」等、今般の流行でもあるので、消費者は興味を持つ
と思います。人材育成のため、完成品（家具など）ではなく、消費物を造
る、という佐藤さんの考えに賛同致します。

・地道な取り組みが味に出ている。本物の手づくりの味がしました。ジブリ
美術館にも売り込んでみてはどうでしょうか。

・作り手の方を想いながら、素材の安心さを感じながら食べることができま
した。ありがとうございました。

・国産材料は原価が高くなり大変と思いますが、安心して食することが出来
ます。又、引きこもり、不登校経験者の社会復帰のための体験の場として、
彼らの生きる自信になる場創設の意義は素晴しいです。ここまで形にしてく
るには、大変な時間と労力が必要だったと思いますが、佐藤様の人格で回り
のサポートをする方がたくさんいらっしゃったのであろうと、お話をお聞き
して感じました。私もごくわずかですが引きこもりに関っております。佐藤
様のような方を目標にして、少しでも彼らの支援が持続できれば良いなと、
改めて心をひきしめました。ありがとうございました。

・これからますます素材からの制作は難しくなって行くかと思いますが、大
切なことだと思います。

・特定の個人が全てを作るのではなく、色々の人の力で作っているのに、良
質は品質を保持し、天然酵母使うなど、良質の素材を使っていることを素晴
しいと思います。これからも良い、おいしいパンを作り続けて下さい。

・自らが育てて作るという手間ひまかけたこだわりが良いと思います。ぜひ
一度お店へ行きたいと思います。

・手作りの素材を使い、添加物なしということで、ぜひ頑張って続けて頂き
たいと思います。



・“明日”ではなく“１０年、２０年先”をつなぐ味でした。

・原料素材に拘り、麦などを自社農園で栽培されていることには驚きです。
これらの拘りが自信となり、顧客への信用に繋がると思います。頑張って下
さい。

・こだわりの素材を用いることで、商品に更に価値が付き、社会復帰の為の
活動としてだけでなく、消費者が商品そのものに価値を見いだしていると感
じた。

・今の日本で安心して食せるというのはとても大切な事。食育につながる素
晴しい観点。さらに尽力頂ける事を陰ながら応援致します。

・コストは高くなるかもしれませんが、安心して食べられる事は大切な事だ
と思います。

・ポストハーベストの問題や日本の食料自給率を考えると国産小麦を見直す
ことは悪くないと思いますが、味が外国産のようにはいかないのが大変なと
ころですね。イーストで一気にふくらませたものより天然酵母でゆっくりと
発酵させた方が、パン生地がきめ細かく、食べた時も小麦の味が味わえてお
いしいので、是非天然酵母使用は続けて欲しいです。また、天然酵母使用が
パン屋のスタンダードになるよう、そして国産小麦の生産等にかかわる人材
の育成がんばって下さい。

・安心できておいしいものであれば多少の値段は気にしません。安心できる
食品で良いと思います。

・均一に焼き上げるのは大変難しい技が必要と聞いています。特に天然酵母
は生きものですから。

・ご近所の人達が好んで買いにくる→口づてに大きな輪になっていく→これ
を支え実現していかれる若者達が目にうかびます。益々のご発展を！

・国産小麦を使っていらっしゃるとお聞きし、とても嬉しいです。なぜな
ら、やはり安心して食べられますし、味も違います。「お米」を使ったパン
も作っていかれると、もっと素晴しいのでは？と思いますが…。



・頼もしいと思いました。デリケートな素材を扱うのは大変であること、商
品を考えると安易な素材や味をごまかしやすい惣菜パンに流れそうになると
思います。色々な意見にまどわされず、“風のすみか”らしいパンを求めつづ
けてほしいと思いました。

・「風のすみか」の取り組みに感動しています。実際に製造されたパンも超
一流の出来ばえです。それと竹中さん達のような立派な若者ガンバってくれ
ていることも…。何かと苦労は多いでしょうが、是非これからも活躍下さ
い。

・こういう商品があることを知りとても嬉しいです。安心でおいしく、愛が
ある。大切にしたいと思います。近くにあれば良いのになと思います。

・自宅でパン焼き器でパンを焼いていますが、やはり素材の出所は気になる
所です。安心なものを食べるというのは食の基本であり、又、そういう産業
が生き残ってほしいと痛感します。

・安いものに流されないでがんばってほしいです。

・若者達がパン作りによって自信を深め、社会復帰して行く場を提供されて
いることが素晴しいと思いました。

　　　以上　　　ご協力ありがとうございました。


	01_第22回一期一会アンケートコメント
	1/3
	2/3
	3/3

	02_「風のすみか」の商品に関するアンケート
	1/6
	2/6
	3/6
	4/6
	5/6
	6/6


