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No
どのように
知りました
か

参加回数 住所 年齢 セミナーについての意見 会場および運営 来年のセミナー

1 チラシ 初めて 鎌倉 70

2 前回申込 2-5回 横浜 70
マダガスカルの生活を大変興味深く知
ることができ楽しかったです。ありがと
うございました。

鎌倉駅からすぐ近く、交通も便利
で参加しやすいです。

大変良いことだと思います

3 メール 初めて
4 友人紹介 2-5回

5 メール 横浜 60
なじみがない国を写真を使って分かり
やすく解説していた。

6 前回申込 2-5回 鎌倉
私も奄美大島出身で、自分の島のごと
く分かりやすいお話を聞いて参考にな
りました。

はじめての参加が商工会議所な
ので会場のことはわかりません。

7 チラシ 2-5回 茅ヶ崎・平塚 70

8 メール 10回以上 茅ヶ崎・平塚

マダガスカルの生活文化、人類は、人
種による習慣・文化の違いが参考に
なった。写真による旅行的な説明は大
変楽しかった。

9 友人紹介 2-5回 鎌倉 60 円覚寺がよい。。
10 前回申込 初めて 鎌倉 70 お話し上手で良く分かりました・ 会場はこちらが良い。
11 前回申込 初めて 横浜

12 前回申込 初めて 鎌倉
VTR等を使用して、もっとマダガスカル
の実際をビジュアルに見せて欲しかっ

いす等、OKです。

13 前回申込 10回以上 横浜 70
マダガスカルの興味深いお話、有難う
ございました。

14 前回申込 初めて 横浜 70

異文化---楽しませて頂きました。マダ
ガスカル----本当に何も知らなかっ
た。興味深く聴かせてもらいました。事
項を少しでも理解させて頂きありがとう
ございました。

毎度楽しみにしています。淡青会
のビデオは理解しにくい事項につ
いて理解でき、非常に役立ってい
ます。

200円OK.　懇親会、参加してみたい・

15 メール 初めて 東京 エレベータがない。
16 友人紹介 2-5回 鎌倉

17 広報誌 2-5回 鎌倉 70
マダガスカルの貴重なお話、ありがとう
ございました。見聞として大変参考に
なりました。
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18 チラシ 初めて 鎌倉 70

数十年前マレーシア赴任時、当時の駐
在大使と会食した折り、インド洋文化
圏についての話がありました。海洋文
化圏の講義を興味深く聞きました。増
田義郎先生に南米と太平洋諸島の通
交の話を聞いたことがあり、海のつな
がりを大切に思っています。

椅子の改良を期待したい。

19 メール 2-5回 鎌倉 60
20 前回申込 2-5回 藤沢 70

21 前回申込 2-5回 逗子・葉山 70

普段あまり接することのない情報、知
識を聞かせていただき、大変有益でし
た。また、非常に分かりやすく説明して
いただいたと思います。有難うございま

22 メール 10回以上 鎌倉 いつも楽しくお伺いしています。
23 メール 初めて 他 70 興味深く拝聴しました。 意見交換の場に興味あり。

24 前回申込 2-5回 逗子・葉山 70
今まで殆ど知識がないマダガスカルに
ついて知る事ができました。

25 前回申込 2-5回 鎌倉

マダガスカルの名だけははるか昔から
聞いて、何か楽しい物語だったかもし
れません？？　昔の日本の風景(情
景）にも似てとても心がゆったとなりま
した。死者が先祖へかえり、みんなを
守ってくれる。ちょっと怖い”式”があり
ましたが最後に愛を感じました。人々、
村々、みんな含めて、ありがとうござい

26 前回申込 初めて 横浜
なかなか聞けない話をしていただき感
謝。写真を多数見せていただきよく状
況がわかった。

椅子が小さく、また固く、2時間
座っているのはやや苦痛に感ず
る。

27 メール 10回以上 鎌倉 よく判った。おもしろかった。
使用料当然負担すべき(もう少しアップ
してもらいたい（500円ー1000円位）

28 前回申込 初めて 横浜 70
29 友人紹介 初めて 横浜 80

30 横浜
正に未知の世界の講演であり、感激致
しました。特に、稲作に関する部分は、
米と言う”もの”の神秘性を改めて感じ

200円―500円でもOKです。懇親会は
小生も提言致しております。ぜひぜひ
実現させて頂きたいです。

31 友人紹介 2-5回 逗子・葉山 70
日本から遠く離れた島国マダガスカル
の生活文化、大変興味をおぼえまし

32 メール 初めて 東京

33 前回申込 初めて 横浜 80
旅行にも行ったことのない国(地域）で
興味がありました。広い土地、歴史、生
活、文化等多様。

駅の近くが良い。交通の便



34 友人紹介 10回以上 横浜 70
会場は環境もよく、この場所は最
適と思われます。

使用料は御協力いたします。

35 前回申込 初めて 横浜 60

36 チラシ 初めて 逗子・葉山
普段目にも耳にも触れない文化につい
て知る事ができました。ありがとうござ
いました。

37 前回申込 10回以上 鎌倉 70

多民族、多言語、稲作・牧畜等の多様
性に満ちた島国！　解りやすく説明し
て頂けました。多くの写真でよく判りま
した。興味深く聴けました。様々な儀
礼・式にも驚かされました。

次回以降のセミナー、メールにて連絡
いただければ。

38 前回申込 初めて 横浜 70
大変面白く聞かせてもらえました。問
題を起こして人が逃れた場所と聞いて
いたので、大部違いを感じました。

特に問題なく、良い場所と思う。

39 前回申込 2-5回 鎌倉 40 たいへん面白い。 問題なし。

40 前回申込 2-5回 横浜 70
島国マダガスカルついては名前は知っ
ておりましたが今回のセミナーで勉強
になりました。

運営についてはいつもありがとう
ございます。予約方法は従来通り
でお願いします。

41 友人紹介 2-5回 横浜 70
お話がたいへんわかりやすく、マダガ
スカルを身近に感じることができまし
た。

予約の関係で変更はやむをえな
いと思います。メールで連絡いた
だければそれでよいと思います。
来年度も楽しみにしています。係
りの方大変だと思いますが、どう
ぞよろしくお願いします。

200円くらいなら当然のことと思いま
す。

42 前回申込 10回以上 横浜 70

43 前回申込 初めて 鎌倉 70
豊富な映像資料を含め興味深い講座
でした。

44 チラシ 2-5回 鎌倉 70 異文化の話大変興味があった。 場所探し大変。変更やむなし。
45 前回申込 2-5回 鎌倉 60
46 前回申込 2-5回 藤沢 70 非常に興味深い。 特になし。現状で良いと思いま
47 メール 2-5回 横浜

48 友人紹介 初めて 横浜
日頃接することのない内容で、結構で
した。

商工会議所ホール大変良好で
す。

了解です！

49 前回申込 初めて 鎌倉 70

大変勉強になりました。普段関心を
持っていない地域の文化、人々の生活
について現場の体験に基づいた話で、
参考になりました。また、写真も素晴ら
しかったです。ありがとうございました。

来年度も参加したいのでよろしくお願
いします。

50 友人紹介 2-5回 鎌倉 大変ありがとうございました。


