
株式会社 タニハタ様

前略 先日は,広島県立祗園北高等学校の修学旅行研修において,ご多忙中にも関わらず懇
t

切丁寧な御指導をいただき,誠にありがとうございました。

貴社の丁寧な御指導の下,生徒が日本の伝統やこれから取 り組むべき企業の在 り様,特 に

SDGsを 意識した経営の在 り方を学ぶことができ,大変貴重な経験になりました。わがク

ラス 2年 3組は理型のクラスで,建築・情報系に進路を考える生徒が多く, この度の経験

が進路選択の上で大いなる財産になったと思われます。生徒それぞれの感想を,そ のまま同

封させていただきますので,参考にしていただければ幸いです。

末筆ながら,貴社の益々のご発展を心よりお祈 り申し上げます。

まずは書中をもちまして御礼申し上げます。

草々

令和 3年 11月 25日

広島県立祗園北高等学校

修学旅行団

2年 3組担任 石井正規
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広島県立祗園北高等学校  2年 3組  修学旅行  (株)タ ニハタ 組子体験を通 じて  感想(38名 )

修学旅行でないと体験できないような体験ができてよかった。

実際に組子を作ってみると木の向きや角度で上手くいかなかった事もあったけど、自分で作ったと思うと達成感

があって面白かった。

日の前で木材を薄く加工している様子も面白くて、材料の事も知れたので体験することができて良かったと思う。

組子についてのお話を聞いて、繊細で美しい組子が日本以外にも飾られていると知 り日本人として嬉しくなりま

した。

組子を組み立てる体験をさせていただいたときに、ぴったリパーツとパーッがはまっていくのに感動しました。

木材のカットが少しでもずれていたら、釘無しで組み立てることが出来ないと考えると組子は一つ一つ丁寧に正|

確に作られた繊細な文化だと感じました。

修学旅行に行くまで組子について知らなかったので実際に組子を組み立ててみたり製作しているところを見学

するのは勉強になったしとても面白かったです。

またく木の種類についてもいろいろ知ることができて楽しかったです。特に樹齢 200o年程の木はこれから先あ

まり見ることはできないと思うので良い経験になりました。

お忙しい中お時間を割いていただいてありがとうごぎいました。とても貴重な経験をすることがすることができ

ました。

この度はお忙しい中見学、体験のお時間を頂戴しまして誠にありがとうございました。今回初めて組子というも

のを知 り興味深い、今後も大切にしていきたいものだと感 じることができました。私たちに高校生にとって疎遠

になってきた日本独自の和の文化をこうして肌で感じる機会はなかなか無くとても貴重になりました。また貴社

では環境に配慮しながら組子の製造をされていることを学ぶことができ、SDGsの観点から今後の社会が目指し

ていくべき姿だなと考えました。伝統の継承と環境への配慮が両立されているため生産に影響が大いに出てしま

うのかと思いましたが素人が見ても感動する沢山の作品の数々や、実際に名誉ある賞を受賞されていて非常に感

銘を受けました。実際に組子作 りを体験した際、あの見た日は簡単そうに見えるものですら悪戦苦闘したので職

人さんが作られていた組子のすごさに感服しました。改めて、貴社を見学させていただいて本当に良かったです。

大変良い機会になりました。重ねてお礼申し上げます。本当にありがとうございました。お体に気を付けてお過

ごしください。

組子体験させていただきありがとうございました。

組子作 りはパズルをしているような感覚でとても楽しかったです。

会社の方針で国産の木を使 うようにしていることや、海外に行って技術を教えらてることが印象に残 りました。

自分で作った組子大事に使います !
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先日は組子体験をさせていただきありがとうごぎいました。

初めて知った文化で非常に貴重な時間でした。

特に 3つ 目の組子を一番最初に完成できたため、特別にその場で中に組んでくださったので非常に有意義な時間

を過ごすことができました。

貴重な体験をさせていただきありがとうごぎいました。

私は組子について、詳しく知識がなかったのですが、今回の講座により詳 しく知ることができ、大変 うれしく思

います。特に、組子が海外の方々にすごく需要のあるということを知 り、日本の伝統文芸品がいかに人気かしる

ことができました。他にも工場内を見学させていただきました。我々はSDGS視 点をおき、工場がどのように

環境への対策ができるか考えました。タニハタ様は産業廃棄物も有効利用 していて、とても感動 しました。これ

からの生活に活かしたいです。

最後に、コロナで十分に高校生活を謳歌できずにいましたが、今回素晴らしい体験をありがとうございました。

今後に活かしたいです。

修学旅行で組子作 りを体験させてもらうことになるまで、組子の存在自体を知らなかったけど、実際に見てみる

と繊細で綺麗だなと感じました。

また、お話を聞いて、組み合わせ方によって出来る影の形や模様が変わって、その組み合わせが無限にあるのも

凄いなと思いました。0.1ミ ジの誤差も許されない細かい作業ということに驚いたけど、その細かさや繊細さが

あってこその美しさなんだなと思いました。

デザインはパソコンなどで出来ても、最終的な組み立てなどを機械ではなく職人さんの手で行 うことによって、

人間ならではの繊細さが表現されるんだなと思いました。

実際に組子を作ってみて、難しかったし頭を使ったけど、出来上がりが綺麗でとても楽しかったです。

まず、このような貴重な時間を作ってくださり本当にありがとうございます。そもそも富山に行 く機会がなく、

恥ずかしながら組子というものを存じ上げませんでした。しかし初めのお話をきいて組子には素晴らしい伝統や

歴史があり多くの有名人やいろいろな建物で組子が使われていることがわかり、もっと組子について知 りたいと

思いました。

そしてたくさんの組子を見たとき一つの木からこのような芸術的な作品が生まれていたので本当に感動 しまし

た。そして実際に組子づくりを体験してみて本当に楽しかったし技術が必要な作業だなと思いました。最後にこ

のような楽しく貴重な経験をさせていただき本当にありがとうございましたと 3
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このたびは、僕たち祗園北高校 2年 3組の為に日本の伝統芸能である組子を知る機会を設けて頂きありがとうご

ざいました。

今回の体験で僕が印象に残っていることが 2つ あります。1つは組子を作る際に使用する木材の香 りの良さです。

施設に入つた瞬間木材の独特な香 りが自分を包み込んできてとても癒されました。2つ 目は組子を作るのが思っ

ていた以上に難しかったことです。体験を行う前は木と木を組み合わせるだけで簡単に作れるものだと思ってい
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たのですが、いぎやってみると結構頭を使わないと組めなくて苦戦しました。

今回の体験で組子の意外な一面や良さを知ることができ、僕にとってとても良い経験になりました。

修学旅行で組子の貴重な体験をさせていただきありが_と うございました。木なの中にもいろいろな種類があって

それぞれ用途が違っていたし、強度とか中身の模様の違いなど、今まで知らなかった木の特徴を多く知れて勉強

になりました。組子作 りの時たった数センチの木のパーツにミヅ単位の切れ込みがあつてそれにうまくはめてい

くときれいな図形が出来上がって驚きました。ただ考えずにはめるだけじゃなくてちょっと頭を使って、切れ込

みが規則正しく並ぶように工夫しないとできない組子はパズルみたいでとても楽しかったです。組子は形が整っ

ていてとてもきれいなので持ちて帰った組子は家に飾って眺めています

先日はお忙しい中、組子体験を行わさせていただき誠にありがとうございました。この体験を通して組子の美し

さや歴史、構造の過程などを深 く知ることが出来ました。最初は作るのに苦労しましたが組子体験をしていくう

ちにだんだん楽しくなってきました。作った組子は家で鍋敷きとして使わせていただいています。改めて今回は

今日な体験ありがとうごぎいました。

先日は貴重な体験をさせていただきありがとうございました。貴社のロビーに入った瞬間、木の良い香 りがした

のでとても驚かされました。組子に関するお話では、僕は将来建築系の道に進学しようと考えているので、組子

に対する思いや二つ一つのデザインの意味などを聞くことができとても楽しかったです。

特に組子づくりでは、最初の二つは簡単だったけど最後の一つが組子を上下で組み合わせないとうまくいかなか

ったので、組子のデザインを考える人はすごいなと思いました。工場見学の時には職人の方が一パーツずつ組み

合わせていてすごく繊細な作業だなと思いました。そして、組子を制作する際に出てしまった木 くずをストーブ

の燃料にしていて地球にやさしいなと思いました。本当に貴重な経験をさせていただきありがとうごぎいました。

先日は組子細工を教えてくださりありがとうごぎいました。僕は組子について何も知 りませんでしたが、実際に

作ってみて組子などの伝統工芸品に興味がわきました。木の選び方もとても勉強になりました。

組子づくりという貴重な体験ができてよかったです。

15

昨日はお忙しい中、貴重なお時間をいただき、誠にありがとうございました。私は組子作 り体験をしてみて、と

ても難しくて大変な作業だなと思いました。ですが、出来上がった作品や展示してあった作品を見ていると、と

てもきれいで感動しました。また、バブル崩壊などで住宅業界を取 り巻く環境が激変し、高価な組子は売れなく

なったときに前例のなかったインターネットを使って組子を販売するという方法に改善されていて、インテジア

に取 り入れるなどしてピンチを乗 り越えたという話を聞いて、時代の最先端を行っていてすごいなと思いま

した。これからも、お体に気を付けて頑張ってください。

今回修学旅行にてTANIHATA様の組子体験をさせていただき、ありがとうごぎいます。今回の体験を通してモ

ノづくりの楽しさが改めてわかりました。最初はパズルのようにできて最後のパーツでははめるのが難しくな
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□

囲

ったりととても楽しめて出来たので良かったです。また、木の良さなど知らなかったこともたくさん知れて昔よ

りも木や将来の住宅などの興味もわきました。伝統工芸の素晴らしさが感じられ、一つ‐つ職人さんの手で作ら

れているというのも感動しました。これからもこの体験を生かして将来の職業についても幅を広げて考えていけ

たらいいなと思いました。本当にありがとうございました

貴重な体験をさせていただきありがとうございました。私が一番驚いたのは、木材のことです。色の違いは人工

的に作 り出したものではなく自然が作 り出した色をそのまま使っているということを知 りました。また、組子は

そのものの模様だけでなくそこから作 り出される影を楽しむものだと知 りました。日常生活の中に常にある影を

魅力的に変え、それを楽しむことは日本の伝統の素敵なところだなと思いました。私は将来、環境に関する職業

も視野に入れているので地球温暖化対策にも興味を持ちました。太陽光発電やおがくずを燃料にするなどとても

参考になりました。もっと環境のことにういて現在の状況や未来世代への影響について知 り、新しい技術を使っ

た対策についても学んでみたいと思いました。

先日は、工房の見学をさせていただき、誠にありがとうございました。御多忙のところ、親切なご説明をいた

だき、心より感謝申し上げます。私たちは、修学旅行で SDG sについて学習しましたが、実際にその工程を見学

したことで、日本の伝統技術を肌で感じて、日本の美の感覚、職人の芸術的な感性についてしっかりと学ぶこと

ができました。この度の見学で学ばせていただいたことは、これからの人生の中で十分に生かしていきたく存じ

ます。

先日はお忙しい中貴重な時間をいただきありがとうございました。

最初組子体験が決まった時にあまり聞いたことがなかったし正直楽しみにしてはいませんでした。でも、いぎ行

つてみると以外に見たことあるもので親しみやすかつたしいろいろ試行錯誤して組子のすばらしさを広めよう

としているのが伝わったし実際に組子の繊細さだったり木を厳選するこだわりだったり組子に対する思いが伝

わってきました。 この体験のおかげ組子について知れたし、いろんな考え方を学ぶことができました。本当に

ありがとうございました。この経験が無駄にならないように今後頑張っていこうと思います。

先日は私たちのために様々な体験をさせていただきありがとうございました。私自身組子というものの存在を体

験学習を行う前は何も知らなかつたため、組子というものがどのようなものなのか、そしてどのような体験学習

をするのかなどと考えてみました。また富山はSDGs未来都市である富山とはどういったものなのか、その疑問

も持っていました。当日、谷端さんからの丁寧かつ分かりやすい説明により前述した疑問点はほとんど解消する

ことができました。富山の立地に関してや会社がどのような歴史を辿っていったのか、そして組子にういて様々

なお話を聞かせていただきました。このような機会がなければもしかしたら一度も聞くことがなかったかもしれ

ないので、良い機会になったと思います。その後の組子のづくりでは、実際行程とおなじように手作業で組むと

いうことをさせていただきました。ちょつとした謎解きみたいになっていてとても面白かったです。いただいた

組子は部屋に飾らせていただいてます。社内見学では、実際に作業している職人さんの風景を見せてもらい雰囲

気やどういう行程を経ているのかを間近で拝見することができて非常に面白かったです。わたしも今回の訪間で

得た知識を活用できるようにしたいとともに、SDGsに ついてもっと深く学んでみようと思いました。本当にあ

りがとうごぎいました。
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先日の修学旅行では様々な体験をさせていただきありがとうごぎいました。組子の魅力と技術力などいろいろな

事を学べました。伝統を守るために新しく取 り入れたり、実際に木のボランティアに参加したり、工夫をしてい

るところから木への愛情を感じました。さらに組子の伝統やとてもすごい方が購入していると聞き、組子の魅カ

は日本だけにはとどまらず世界にも進出しているのだなと感じ、感動しました。実際に組子を作ってみてまず思

ったのはとても難しいということです。木がぴったリサイズで作られているので、慎重に折れないように組み合

わせていくのがとても難しかったです。さらに順番通 りに組み合わせていくのも難しかったです。今後の何かD
Yけ るときに組子などを活用していきたいなと思いました。

この度は貴重な体験をさせていただき本当にありがとうございました。

先日はお忙しい中、私たちを歓迎 してくださりありがとうございました。私は祖父母の家が福井にあり、富山に

もたびたび出かけることがあったのですが、タニハタさんたちについては何も知 りませんでした。しかし、組子

や欄間についてはよく知っていました。今回、タニハタさんを通 してそういった文化を知 り、触れることができ

て本当に楽しかったです。近年、このような日本独自の文化財や技術が誰にも知られず消えていっている現状に

ある中、現代のニーズに賢 く答え、ITな どを駆使 して技術はそのままに、日本だけでなく世界にもそのすばらし

い文化を発信されていることにはとても感激 しました。僕も、将来家を建てるとなった時にはゼひとも和室を設

けて、タニハタさんたちの組子を取 り入れたいです。今回は貴重な経験を、本当にありがとうごぎいました。

この度は非常に貴重な経験をさせていただきありがとうございました。

HPな どで組子がどのようなものかは把握しており、美しいと思っていたのですが、現物を見ると想像以上の

美しさを感じました。造形だけでなく、影に重きを置いているともお話しされていましたが、そのお話の通 り飾

ってあった作品の影の中にさえ美しさを感じました。組子づくりの体験や、かんなをかけさせてもらった体験も

思い出に残り充実した時間を過ごすことができました。工場内に漂っていた木のいい匂いはいまでも思い出すこ

とができるぐらいのいい匂いでした。今後もあの素晴らしい作品の数々絵を日本だけでなく、世界へと送 り届け

るTANIHATAの 皆様方に、どうか幸運がありますよう学生の身分でありますがこの場を借 りて祈らさせていた

だきます。

先日は貴重な体験を用意してくださりありがとうございました。とても貴重で、楽しい思い出になりました。修

学旅行に出発する前に調べて見て、美しいなと思っていて、実際作ってみてきれい以上に感じることがたくさん

ありました。組み合わせた後とても達成感があってすっきりしました。組み合わせることは簡単にできてものづ

くりの良い体験ができました。パーツを作ったりもっと細かい作品になるととても大変そうだけど完成したとき

の達成感はすごくありそうだなと感じました。それに組子の歴史など細かいところまで知って、これから建物な

どのデザインに注目して生活したいと思いました。作ったもの家に飾ると家族も絶賛していたので飾っています。

本当に貴重な体験になりました。ありがとうございました。

先日はお忙しい中、僕たちのために貴重な時間を作ってくださりありがとうございました。

修学旅行というなかで貴社にお邪魔させていただけたことは本当にうれしく思いました。その貴重な時間の中

5

囲

囲



囲

で最初は何も想像がうかなかった組子というものの深 くを知ることができたり美 しさや作ることの楽 しさ、難 し

さを知 り、組子を見ていると不思議と心が落ち着 くような感じがし、とても感動 しました。

短い時間でしたが本当にあ りがとうごぎいました。

私たちに組子について教えてくださってありがとうございました。

私自身、組子について初めて知 りました。組子の雰囲気や、組子の模様などがとても綺麗で面白かったです。私

は組子の陰影について、趣深 く日本の人は好きだろうなと思っていましたが、海外にまで良さが評価されている

のは本当にすごいことだと思いました。貴重な体験ができて本当にうれしかったです。組子を作る体験では、周

りの人と話しながら作れて楽しかったです。

これからも、日本の繊細さを海外に伝えていってください。

組子の体験をさせていただきありがとうございました。

今まで触れたことがなかった組子の体験をしたことで富山の伝統的な工芸を知ることができました。組子は 1

mmで もずれたら上手くはまらなかったりするので集中して考えながら作っていかないといけないのが大変だと

思いました。ですが、丁寧に説明をしていただいたおかげで見本通 りの組子を作ることができて嬉しかったです。

会社内見学では普通では見ることのできない工程や作業を見ることができて新しい体験をたくさんさせていた

だきました。木材を使っている会社ならではの木の香 りを感じました。組子体験の機会を作っていただいて本当

にありがとうございました。

組子とはどういうものか、株式会社タニハタさんが組子作 りでどのような取 り組みを行っているのか知る、良

いきっかけとなりました。組子の模様はとても美 しく、思わず引き込まれるような不思議な魅力を持っていて、

作っている職人さんの凄さを肌で感じることができました。海外にも納品されているという話を聞いて、日本の

伝統文化を海外に発信 し続ける凄い会社なんだなと感 じました。貴重な体験をさせていただきありがとうござい

ました。

この度は貴重な体験をさせていただきありがとうございました。今回、組子について様々なお話を聞いたり、実

際に組子づくりを体験してみて、その規模の大きさに驚きました。組子という伝統工芸が存在していることは知

っていましたが、具体的にどんな工程を経て出来上がっていくのか、それが一体どのような場所で使われている

のかをよく知りませんでした。そのため、職人さんの手作業で一つ一つ仕上げていくことや、世界中の企業や建

造物に使われていることには本当に驚きました。また、後日いただいたパンフレットを拝見しましたが、組子に

よって織 りなされる光と影のコントラストがとても美しくて思わず見惚れてしまいました。社長が仰っていた通

り、まさに日本人特有の感性を刺激するものだと思います。組子体験で作った組子を実際に家のインテジアとし

て飾ってみました。後ろから光を当てるというようなことはできませんが、それがなくても十分にその美しさを

放っていて、帰宅してふと玄関に置いてある組子を見ると、それまでに溜まっていた疲れがすっと抜けてなんだ

か穏やかな気持ちになれました。良質な木材、精巧な技術、そして職人さんの想いが詰まっているからこそ、沢

山の人々に愛されるんだと思いました。重ねてになりますが、この度は貴重な時間を割いていただきありがとう

ございました。今回の体験で学んだことや感じたことを大切にし、これからの生活に生かしていこうと思います。

囲
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組子づくりという貴重な体験をさせていただきありがとうございました。木の大事にされている箇所や影を楽 し

むという組子独自の趣などを知ることができてよかったです。組子づくり体験では麻の葉を作る時が一番頭を使

いました。きれいにパチッとはまった時がとても気持ち良かったです。海外にも納品される組子は日本が誇れる

伝統工芸だと思いました。

組子に使われる木にもいろんな種類があって色の違いによってデザイン性などが変わってくるのも面白いかっ

たです。作った組子は家で飾らせていただいてます。本当にありがとうごぎいました。

今回は,ぼ くたちの修学旅行で組子づ くりについて教えていただいた り,実際に体験 した りさせていただき,あ

りがとうございました。正直自分は体験が決まるまでは組子について全 く知らない状態でしたが,い ろいろなお

話を聞かせていただいた中で,時代 とともに変化 していくことの大切さが分か り,組子を組むことの楽 しさも分

かった気がします。作った組子も思い出として残るし,今回の体験先が組子でよかったなと思います。ありがと

うございました。

人生で三度と見ることがないであろう木を見せてもらった り、木を組み合わす体験をさせてもらったりして新鮮

でとても楽 しかったです。細かい細工を見せてもらったときは、人の手と技術はすごいんだと感じました。

木のいい匂いがずっとしてて幸せでした。本当にありがとうございました。

この度はお忙 しい中組子の勉強をさせていただきありがとうごぎいました。最初は組子の存在についてまうたく

存 じあげませんでした。ですが、今回の体験で組子についてや木の大切さなどを知ることができてとても勉強に

なりました。

組子に関しては、見た当初は形が素敵だとばかり思っていましたが、光と影の存在が大切だということを教えて

いただき観点の広げ方に心を打たれました。木の大切さに関しては残った木 くずを固めて再利用するなどという

新 しいことに関心を受けました。これは木だけではなくほかの物事にも使えると思いました。

改めまして、今回は勉強させていただき本当にありがとうございました。

この度は貴重な体験をさせていただきありがとうございました。今回の体験を通して、組子をはじめ、伝統工芸

を身近に感じることができました。実際、今回の体験をするまではそんなに身近にあるものだとは思っていま

せんでした。しかし、組子についての説明を聞いて身の周 りや大手の会社のオフイスなどに使われるなど、気づ

いていないだけで様々なところにあるんだなと思いました。また、組子づくりでは、一見木と木を組み合わせる

だけだと簡単そうに思いましたが、実際にやってみると組む順番など考えることが色々あり、難しいものなんだ

と感じました。今回の体験で、伝統工芸について色々学ぶことができました。本当にありがとうございました。

修学旅行での見学と体験ありがとうごぎいました。組子がとても繊細で複雑であり,釘を使っていないからで

きる細かな造 りがとても美しかったです。一つ一つの形に意味があること,木材の良し悪しの見分け方,自分が

知らなかったを学び経験できうれしかったです。物を作るだけではなくて,ど うしても出てしまう木くずなどの
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廃棄物を有効活用し, SDGsの ことまで考えていることに自分達のためだけでなく他の人,周 りの事まで考え

ることが需要なのだと思いました。

今回は組子体験 という貴重な経験をさせてくださりありがとうございました。組子は伝統的な物であるため固

いイメージでしたが,時代に合わせて変化させたり,売 り方を変えたりと組子以外の事でも勉強になることが,

たくさんありました。本当にありがとうごぎいました。

先日は短い時間ではありましたがありがとうございました。体験に行 くまでは組子のことは全く知 りませんで

したが、日本文化の歴史を感じる職人たちの技術の結晶と分かりました。将来組子の仕事にかかわることはない

とは思いますが体験で学んだものづくりに対する姿勢をこれからに生かしていければと思います。貴重な経験を

本当にありがとうございました。

先日はお忙しい中、私達の為にお時間を作ってくださりありがとうございました。

皆様のおかげで体験を受けた全員が貴重で充実した時間を味わうことができました。

私個人の意見としましては、御社の環境と資源に対する考えと対策が印象的でした

木を削った後の眉を廃棄するのではなく再利用したり、会社で扱っている資源に留まらず、太陽光を利用して機

械の動力源にも配慮されているということに感銘を受けました。

木材の種類やその特徴も深く知ることができ、理解を深める事が出来ました、御社の伝統ある技術と製品の美し

さに陰影をかんじることができました。特にシャングジ・ラホテル東京で扱われている組子の作品が個人的にと

ても好きです。

日本で生まれた組子を世界に発信し、認められるまでになったのは伝統を重んじると同時に時代とニーズに合わ

せ変化していく事ができた御社だからだと思いました。変化することは大切ですがとても難しいことだと考えて

います。何十年もの伝統があるタニハタなら尚更だと思います、しかしジスクや困難を踏まえたうえで新しいこ

とへ挑戦するその指針に私も見習うところがあると考えております。今回の修学旅行が SDGsを題材としたこと

もあり SDGsに力を入れている御社では先程の資源や環境問題を始めとした様々な知識を得ることができとて

も有意義な時間だったと感じております。かんなを数名の生徒が体験していましたがとても難しそうでした、私

もかんな自体はやったことはありますが体の使い方が難しく、全体を使わないとうまくいかないものですね。他

の生徒が体験したとき改めてタニハタの伝統は組む技術だけではなく素材を見る技術、扱う技術、そして情熱が

あってこそでありそこはいつまで経っても変化 しない軸なり重んじている部分なのではなのではないかと考え

ました。かんな体験の後、削リカスを手に取 り、「この部分も何か活用できないか」と問われたので私なりに何か

ないかと考えてみました。まず思いついたのは木材のにおいを利用したアロマのようなものでした。木材の香 り

は独特で落ち着きを与えてくれます。しかしこれは香 りの維持や定着が難しかったり、それ専用の木材を削るこ

とになってしまうのではないかと考えたため、没になりなした。商品開発もそう簡単ではありませんね。

最後になりますが本当に貴重な体験やご教授ありがとうございます。体験で作った作品も大事にしています。
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