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
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。

t

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
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組子体験 を通 じて

感想 (38名 )
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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。
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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。
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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。
4
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。
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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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6
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。
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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。
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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。
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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
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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。
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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。
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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
3

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。

囲
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。

囲
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。

囲
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。

囲
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
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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。

囲
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。

囲
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。
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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
「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
ました。かんな体験 の後、削 リカスを手 に取 り、
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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