シンポジウム「ガーデニング〜私の庭からエコロジー〜」来場者アンケート集計結果
◆回答数：３１
◆回答者プロフィール（無回答：1 名）
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1. 今回のシンポジウムはいかがでしたか？
a.おもしろかった…２６
b.まあおもしろかった…４
c.あまりおもしろくなかった…０ d.おもしろくなかった…０
☆無回答…１
＜そう感じた理由をお聞かせください＞
・私が求めていたエコロジーの話が聞けてよかったです。（a：60 代女性）
・専門的なお話が伺えたこと。新たな試みのお話。とても刺激的で前向きな気持ちになれました。
（a：60 代女性）
・３人の講師の方のお話は、皆それぞれに違っていて、それがどこかつながっていたと感じたから。
また、トークセッションがおもしろかった。（a：40 代男性）
・園芸、ガーデニングという枠にはまらない、広がりのある話であったことが「面白かった」につなが
ったと思いました。（a：50 代女性）
・生活（花、緑のある生活）に結びつく、身近な参考になりました。（a：60 代女性）
・本音トークがよかったです。（a：30 代女性）
・身近なところからやってみましょう、という点。（a：40 代女性）
・実践を踏まえたお話がよかった。（70 代男性）
・体感温度についての話が、より身近に感じることで、理解できた。（a：50 代女性）
・各講演者の方々が、本当にご自身の体験に基づいた話のみをしてくださり、心に深く印象づけられま
した。（60 代女性）
・色々な方面からのお話で、面白かったです。（a：属性無回答）
・体感温度を詳しく知ることができ、ビズのコンセプトは数々の困難を乗り越えてきたことを知り、
オープンガーデンを知るきっかけになり、盛りだくさんだったので。（a：30 代女性）
・それぞれ異なった視座にある、御三方のお話が究極。個人の快適から環境へとつながっていく面白さ
を堪能しました。（a：年代無回答女性）
・パネリストがよかった。（a：60 代男性）
・聞き手参加形式のシンポジウム。充実していて、楽しみながら学ばせていただきました。「緑がはぐ
くむコミュニティ」「ビス編集長の歴史」須磨さんの「花と緑が幸せを運ぶ」というお話がおもしろ
かったです。（a：60 代女性）
・なかなかこういう話を聞く機会がなかったので。（a：40 代女性）
・甲斐先生のお話は、大変興味深く、わかりやすかった。八木さんの御苦労話にも、暖かな気持ちがこ
もっていて、すばらしかった。須磨さんの色々な方たちからお聞きしたお話が、参考になりました。
（a：60 代女性）
・実験があったり、苦労話があったり、ウワサ話あったり・・・それぞれの色の違いがあって楽しかっ
たです。（a：30 代女性）
・セッションの時間をもうちょっと長く取るために、ゲストは 1、2 人くらいでいいと思います。それ
以外はおもしろかったです。飴はおいしかったです。（a：20 代男性）
・講演者の三者三様の切り口が、同じ着地点に収束し、感動しました。テーマがぶれず、柱がしっかり
していました。（a：50 代女性）
・自分のためのエコロジーの体感温度の考え方、実体験を交えた内容で、「エコ」をびっくりするもの
から理論への結びつけ方。（a：50 代男性）
・もう少し内容を掘り下げて聞きたいと思いました。ゲストの方の話が短すぎたような気がします。
（b：50 代女性）
・出演者それぞれから、興味深い話を聞かせていただきました。特に甲斐氏の体感できるお話は大変よ
かった。（評価無回答：年代無回答女性）
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2. 本日、印象に残ったことがありましたら、お聞かせください。
・日本のお米の江戸時代からの利用法の話。先日テレビで、日本人のお米の消費量が 39％。輸入米が
増えて、お米離れのニュースを見たばかり。甲斐さんの体感実験や八木さんの奮闘記も。
（60 代女性）
・日本にあるモミがら、腐葉土で作った土を売っている、ということ。（60 代女性）
・「体感温度」「楽しむ」「信念を曲げないこと」「時代がくる」「エコと美」「ITT(愛と知恵と手間)」
（40 代男性）
・八木さんの御苦労話に、元気をいただくことができました。（50 代女性）
・ビズ編集長八木さんの農薬との戦いの話の仕方が、とても印象的でした。とてもとても大変だったこ
とと想像しています。他のお二人の方のお話も、もったいないようなお話でした。（50 代女性）
・三人の先生方のお話に、感動、勉強、また、パワーをいただきました。須磨先生の「ITT」のお話、
甲斐先生の緑のすだれなど。八木先生、私もビズ愛読者です。（60 代女性）
・最後の土の話。身近な問題で興味深かったです。（30 代女性）
・もともとやっていた、自然との共生を見直す時期になってきている、ということ。掛け算の環境を考
える、ということ。（40 代女性）
・農薬の話。（70 代男性）
・生ゴミのみでなく、綿やシルク、毛などの自然素材も、土に還ると再認識したこと。（60 代女性）
・ガーデニングに興味を持つきっかけになった「ビス」のお話が印象深かったです。（属性無回答）
・個人の庭〜地域へ緑が広がっていくということ。（30 代女性）
・たくさんありますが、甲斐さんのお話にあったように、引きこもらず、開かれていくことの重要性を
感じました。（年代無回答女性）
・とても多い。楽しい時間であった。（40 代男性）
・八木さんの、一歩引き下がって楽しむ姿勢。（60 代男性）
・自分の細胞がワクワクすることが正しい！とか、個人の緑から人の関係が生まれ、コミュニティ作り
になる話は、実感。（60 代女性）
・無農薬とか土の話。（40 代女性）
・建築と造園がもっと手を取り合っていくことが大切、との八木さんの声に共感。（60 代女性）
・実験で感じた体感温度については、印象的でした。（30 代女性）
・甲斐さんの科学的考察が参考になりました。（60 代男性）
・出演者のお話。体感温度について。（20 代男性）
・折り合いをつける、バランスをとる、共生、循環などの言葉が印象に残りました。（50 代女性）
・これからも、自分のできることから無理なくエコロジーな庭作りをしていきたいと思いました。
（50 代女性）
・体感温度。緑と家→緑の多い街になる。（60 代女性）
・体感温度の話。（50 代男性）
・美しいと感じること、心地よいと感じること、それがエコにつながるということを確認できました。
（年代無回答女性）
3. 今後、このような企画で取り上げて欲しいテーマ、お話を聞いてみたい方などがありましたら
教えてください。
・「日常と『美』日常」のまち 長野県小布施町のオープンガーデン（40 代男性）
・天敵の話、虫の話、鳥の話。花につく昆虫に悩まされています。かといって、虫を殺すのもかわい
そうに思います。（50 代女性）
・同じような企画で、環境によいガーデニング。（60 代女性）
・農学関係。（70 代男性）
・いろいろあるコンポストについて、違いや活用方法、実用例。世界の園芸事情。コミュニティガー
デンについて。（30 代女性）
・いい土の話は、もっと詳しくしていただきたい。（60 代女性）
・いくつか小さなテーブルを用意して、時間を区切り、出演者が回って直接いろんな話を聞けるよう
にして欲しい。（20 代男性）
・屋上緑化について。都市部での園芸用土の再生、再利用等について。（50 代女性）
・アメリカの化学者（レイチェルカーソンについて） 農薬と現代のガーデニング、食生活の関係。
（60 代女性）
・エコをテーマにしたシンポジウムは続けてください。（年代無回答女性）
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4. 今回のイベントを知ったきっかけを教えてください。
a. チラシ…３ ⇒入手先（GA 神奈川、友人、GA 広報）
b. 主催者からの紹介…１３
c. 知人からの紹介…１２
d. ＲＨＳＪ会報…１
e. ホームページ…０
f. その他…２（チームネットからのメール、知人の HP 掲示板）
5. その他、ご感想、ご意見などがありましたら、お聞かせください。
・私もエコロジー＝美ということに興味があり、三人三様の「私の庭からエコロジー」という話を聞き、
納得。（60 代女性）
・日比谷公園ツアー（体）とカレッジ（頭）との連携。本物はいい。（40 代男性）
・盛りだくさんの企画で、消化不良になりそう。でも本音で、よかった。（40 代男性）
・私は日比谷公園ガーデニングコンテストと、丸の内仲通コンテストを見たくて、仙台から出てきまし
た。友人からチラシを見せていただき、このシンポジウムを知り、参加させていただき、大変嬉しく
思っています。幸せな一日を過ごすことができました。（50 代女性）
・ガーデニングで楽しんでいる私たちには、有意義な内容の濃い、興味いっぱいのお話で感動でした。
（60 代女性）
・自分の環境がよくなることを考えれば、周囲の環境もよくなる、という、一見エゴのように聞こえる
連係のお話は、面白かったです。（40 代女性）
・わかりやすい話ばかりでよかった。（70 代男性）
・地球環境を守るということは、政治や行政などの上からの指標だけでなく、個人個人の問題、自覚と
非常に関係が深いのだと、改めて感じました。（60 代女性）
・これからの生活全体に役立てていけそうなアイデアを知ることができて、さらに色々と工夫していこ
うと思いました。緑に関する活動は、こんなに数多くあるものかと、驚きました。（30 代女性）
・エコ運動に発展するのだろうか？（60 代男性）
・女性中心のガーデニング、男性にもサポーターを広げる工夫を。江戸時代の盆栽は、旦那の楽しみで
はなかったか？（60 代男性）
・最後のほうで、いい土の話を聞けてよかった。（60 代女性）
・短い時間でしたが、とても楽しかったです。勉強になりました。（40 代女性）
・大変楽しい時間を過ごすことができました。ありがとうございました。（30 代女性）
・趣味の園芸活動が、視点と立ち位置を少し変えてみることで、エコロジー、環境、地域コミュニティ
などに深く関わってくることを、改めて認識させていただきました。ありがとうございます。（50 代
女性）
・色々な世界の代表者を通じたガーデニングとの関わりや体験談等、非常におもしろい企画でした。
（50
代男性）
・土のリサイクル。ぜひ、前進していただきたいと思います。（年代無回答女性）

※あなたとガーデニング、エコロジーとの関わりを教えてください。
・生活の基本になっていると思います。（60 代女性）
・NPO 法人土と風邪の舎 副代表 子どもたちやお年寄りと小麦や野菜、花を育てて、みんなで幸せに
なろう！という園芸福祉の活動をしています。（40 代男性）
・子育てを終え、やっと自分の好きなことができるようになり、これからいろいろ勉強したいと思って
います。（50 代女性）
・高校時代から、エコロジーについて考えていました。もっともそんな言葉はまだなかった時代ですが。
無農薬で時給自足に近い生活をしています。（50 代女性）
・ガーデニング歴 30 年、300 坪の敷地に自然風に、消毒なしで家庭菜園 10 坪、その他、環境、人（自
分自身）のため、除草剤や消毒液等、購入したことなしで育て、楽しんでいます。土作りも、天地返
しを２月、３月、４月にしています。コンパニオンプランツも実践しています。（60 代女性）
・現在、ほぼ無農薬ですが、そうなるまでに３年かかりました。肥料も今はほとんど使っていません。
写真やコンテスト向けにはなりませんが、身の丈にあった庭や生活をしたいと思っています。（40 代
女性）
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・市の公園の手入れをしている。（70 代男性）
・プラスティック製品はなるべく使わないようにしています。（60 代女性）
・マンションのルーフバルコニーで、無農薬で無理の無い庭を楽しんでいます。（属性無回答）
・ガーデニングもエコロジーも、これから色々工夫を重ねて続けていこうと勉強中です。ガーデニング
は本格的に始めて５年。エコロジーを意識し始めて２０年くらいになります。（30 代女性）
・個人的には、ベランダ園芸でしょっちゅうハーブを枯らしています。公的には管理している施設の緑
化を企画中です。（年代無回答女性）
・環境カウンセラーとして、全般的な環境問題に取り組む中で、今回のガーデニングからエコロジーに
参加した。（40 代男性）
・EM 菌に興味有。（60 代男性）
・お庭を造っています。エコとしては、草花を大切にしたいと思っています。（40 代女性）
・建築の仕事をしている中、CSR のレポート作成をする役割を担い、その経験から緑化へと興味を抱き
ました。まず、自分でできることから始めようと思い、ガーデニングを始めました。エコロジーは普
段の生活の一部です。（30 代女性）
・ハーブプロジェクト？ 私の存在がエコロジー。（20 代男性）
・植物や昆虫が機嫌よく育つ庭を目指しています。ミミズが育つ、落葉樹で腐葉土を作る、野菜くずで
堆肥を作る、など、負担にならないレベルですが、庭内循環を目標にしています。（50 代女性）
・会社で環境を担当。（50 代男性）
・自分の庭、仕事で造る庭も、エコロジーな庭を頭に常に置いています。（50 代女性）
・約 10 年、東京(世田谷)から横浜に移住して、ガーデニングを始めた。（60 代女性）
・屋上、壁面緑化が仕事です。（50 代男性）
・信念を持って、自分なりに心地よいと思える植物との関係を築いていきたい。（年代無回答女性）
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