
定禅寺ストリート　杜の都のアート展　2008

【出展者アンケート一覧】

定禅寺ストリート　杜の都のアート展実行委員会

NO. 記入内容

０１ スタッフの皆様の対応はとても良く感じました。中心部に空きがあるのに，ブース数を削られ
たりするのは，納得がいきませんでした。せめて，中心部にも同じブース数を配置すべきと感
じます。その事以外はとても良いイベントとなっていると思います。

０２ ブースがせまくなったので，大きくしてほしい。喫煙所が少ない。Ｄブロックにはお客さんがこ
ない。

０３ いつもお世話さまです。今年，ＰＲ用ハガキを頂戴して，とても助かりました。（市外，県外にＰ
Ｒしました。）しかし，パンフはどこの区役所・市民Ｃに行ってもなく，近くの友人達に連絡する
のが大変でした。このイベント，来年も続くのでしょうか？

０４ ネゴシエリアＤは遠くて，他のエリアに比べて人通りがかなり少なかったです。ブースは早い
者勝ちではなく，完全な抽選にしてほしいです。もしくは，ブースによって参加費を分けて欲し
いです。

０５ 今年も出展させていただき，ありがとうございました。今年はタバコの煙が流れてくる事もな
く，喜んでいます。（以前はひどかったので・・・）人出も多く，天気もなんとか良かったので，楽
しく出展できました。スタッフ，関係者の皆様おつかれさまでした。

０６ 端の方にも，なるべく多くの客が来るようにしてほしい。あまり客が回ってこなく，自分の反対
側に集まり，あまり売れなかった。朝早く来てしまったので，場所の番号札がないため，どこ
が自分の場所か分からなかった。だから，朝早くに用意してほしい。客は２０分あけに一度ぐ
らいしか回ってこない。大変だった。

０７ お天気が良くて，なによりでした。個々の作品で，アートのあり方が見れて良かったです。お
客様の声で，次の作品を考えるチャンスがまたひとつ増えたように思います。開始時間がもう
少し早くてもいいのではないのでしょうか？おつかれさまでした。

０８ ブースの場所ですが，毎年同じような場所です。できれば，一番町よりにしていただきたい。
（連続でメディアテーク前でした。）

０９ 非常に楽しく参加させていただきました。これからも続けて開催してください。

１０ 今日は楽しく過させていただきました。長く続けてくださるといいと思います。スタッフの皆さ
ん，ごくろうさまでした。

１１ 毎年参加しているのですが，いつも西公園の近くです。場所はどのようにして決めているので
しょうか？と毎年思っていましたが・・・

１２ アート展のような大々的なイベントがあることは，手作りする者にとって，とても励みになり，
楽しみにしています。関係者の方々のご尽力によって運営されているイベントなので，大変な
こととは思いますが，年にもう数回イベントを増やしていただけるととてもうれしいです！今年
も大変ありがとうございました。

１３ 秋のアート展へは，初めて参加させて頂きました。実行委員の皆さま，ごくろうさまでした。今
回はネゴシエリアＤだったので，人があまり通らず，残念です。春に参加した時と同じくらいの
人数でした。去年，友人がネゴシエリアＣの場所で参加した時にお客として見に来ました。横
断歩道を２回渡らないとＣには行けなかったため，ヒドイ場所だなと思いました。正直，友人が
参加していなければ，Ｃまでは行かなかったと思います。さて，今回は私はＤの場所でした。１
４１方面から来た方は，４回横断歩道を渡らなければいけないので，すごく不便な場所です。
同じ料金でＡとＤでは，あまりにも差があるように思います。金額に差をつけて頂くか，最初か
らエリアを分けての募集にはしていただけませんか？もし，料金先払いでなければ，キャンセ
ルしていました。ご検討ください。
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１４ Ｄエリアだったので，人出はすくなかったのですが，その分のんびりとアート展を楽しむことが
できました。スタッフの皆さまの働きに感謝です。また，参加させていただきたいと思います。

１５ 楽しかったです。「君が代」の行進のときは，音がすごくてお客さんと話しがしずらかったで
す。どうにもならないでしょうが。抽選通らなかった人は残念ですが，今回通って大変ありが
たいです。ずっとアート展続いてほしいです。

１６ 今回Ｄエリアでしたが，１４１～メディアテークくらいまでより人出が少ない感じがするため，西
公園側でもライブやカフェなど企画してほしいと思いました。でも，全体的には特になし。良い
イベントだと思います。

１７ 参加させていただき，ありがとうございます。今回，西公園側でとてもさびしい感じがしまし
た。アート展って感じの雰囲気をもう少し味わいたかった。場所決めをもう少し，公平にしては
どうかなと思った。

１８ 今回は，人が賑わっていて，とても楽しかったです。出しているブースも多くて，見所がたくさ
んありました。アート展の雰囲気がとても好きです。無事に晴れて良かったです。出す人も見
る人も多かったので，やりがいがありました。来年もまた出展したいです。

１９ 前回のようにブースが両脇ではなく，片方だったので，一つ一つのお店が見やすかったで
す。年３回の開催のなかで，やはり秋のアート展が一番面白く思います。ブースのサイズにい
くつかパターンをもうけても良いかなと思います。

２０ 今日は，とても楽しい日でした。また，杜の都のアート展に出したいです。

２１ 抽選に外れたのか，当たったのか早く回答がほしかったです。お天気もよく，西公園そばの
人通りが少ない方でしたが，わりとたくさんの方に来ていただけて良かったです。

２２ 端でも意外と人が来たので，ホッとしましたが，来年は中央板の間がいいです。

２３ 一日楽しみました。お隣の方とも仲良くなれて良かったです。西公園寄りのＤエリアまで，人
があまり足を運んで来ないようなので，工夫が必要かも。青葉区民まつりとも一緒になって，
とても楽しいイベントになっていたと思います。レベルも高いし，良い刺激になりました。実行
委員，スタッフの方々，おつかれさまでした～！！

２４ Ｄのエリアにお客様が少ないようなので，できればＤまでスムーズに来れるように工夫してほ
しい！です。よろしくお願いします。

２５ １６：００までにしていただくと嬉しいです！今日はどうもお世話になりました。

２６ 雨が降らなくて，よかったです！通路がせまいので，お客様が通りにくい場所があるようです
が，これは難しいですよね。また，来年もがんばりますので，ヨロシクお願いします。

２７ おせわになりました。昨年の受付時までにブースのＮＯ．が付いていない・・・ということが改
善されていて，スムーズに設置することができました。年々，参加者が増えて盛り上がるのは
楽しいのですが，抽選になると残念ですね。また，アート展に参加したいです。終了時間をも
う少しきちんと終わらせるか，遅い時間にしてはいかがでしょう。人の流れがなくならなくて，
ダラダラと続けるのはいかがなものか。

２８ 楽しく販売できました。参加させていただいて，とても良い経験になりました。ありがとうござい
ました。

２９ 初出展させていただきましたが，作品をいろいろな方に見て，手に取ってもらえて，とても楽し
かったです。
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３０ 出展料は上げず，そのままにしておいてください。ライブエリアとカフェの場所がもう一つずつ
あると盛り上がると思います。

３１ お客様も多く，楽しく参加できました。ベテランの方が隣にいて，見せ方とか勉強になりまし
た。机が必要だと思いました。

３２ 初めて参加しました。応募者全員が参加できればいいと思います。今後ともぜひ続けてくださ
い。

３３ 委員の方，ボランティアの方，おかげさまでつつがなく発表させていただきました。感謝申し
上げます。

３４ たくさんの方に来ていただき，売れる，売れないにかかわらず，楽しく過させていただきまし
た。ありがとうございます。ご苦労さまでした。

３５ 多くの方々に来ていただきました。ありがとうございました。また，次回参加させていただきた
いです。よろしくお願いします。

３６ とてもあっという間の一日でした。初出展でしたが，本当に楽しめました。準備・運営等してく
ださった皆様に感謝いたします。ありがとうございました。

３７ みんながかわいいと言ってくれて，とてもうれしかったです！！来年もまた来たいと思いま
す。ありがとうございました！

３８ 今年も有意義でした。人の出足も好調のようで，心配していた天気もなんとか雨も降らず，な
によりです。６回目の出展で，隣のブースの人とも話しがはずみ，有難いことです。一日中，
ブースに居ると排気ガスで頭が痛くなりますが，仕方ないことでしょうね。来年も是非参加した
いと思っています。案内のハガキの配布はありがたかったですよ。準備等，ご苦労様でした。

３９ ブースが道の真ん中まで出てしまっているので，歩行者が歩くのが大変でした。人数も増え
たので，たくさんの方々に見ていただけて，とっても嬉しかったです。色々と大変だとは思いま
すが，これからも杜の都のアート展が宮城野イベントとして深く根付いていく事を期待してい
ます。本日は，ありがとうございました。

４０ 今年も天気が良く，とても楽しく参加させていただきました。ありがとうございます。また，ぜひ
参加させていただきたいと思います。

４１ 昨年同様，寒かった。仕方のないことだけど・・・。実行委員会様には特にありませんが，個人
的な反省点・改善すべき点はたくさんあった。誰かがあたるのだから仕方ないが，できれば団
体で参加しているところの前では，出展したくなかったなぁ・・・動線がそっちよりになるから。

４２ 今年３回目の出展になります。いつも，１年間この日のために制作を進めています。係りの
方々に感謝しています。来年も楽しみにしています。

４３ 毎年楽しみにしています。今年は暖かくてよかったですね。また，来年もよろしくお願いしま
す。

４４ 今回で５回目くらいになりますが，毎年毎年作品を通して，たくさんの人と関わることができ，
とてもたのしいです。今日は雨が降らなくて良かったです。運営の皆様も本当にお疲れ様でし
た。仙台でもっとこういった行事が増えればうれしいですね。

４５ ポストカードが届いたのは良いと思いました。また来年もやってください。晩翠通りの交差点
もっとスムーズに渡れるようになるといいなと思いました。今日は秋田から来ました。大きな
テーブル等，有料でもいいので貸し出ししてくれるとありがたいです。持って来るのは大変な
ので・・・。

４６ 初めての出展で楽しくできました。
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４７ 参加させていただいて，３回目になります。宣伝方法など工夫されてきて，とてもいいと思い
ます。これから更に市民の皆さんにもアート展が浸透していくといいと思います。

４８ アート展と銘打っているのにアートとは言えないものが多数・・・アートというものをどう考えて
いるのでしょうか？他の県や他のアートイベントを参考にした方が良いのでは？

４９ とても楽しかったです。

５０ 今回も楽しく参加させていただきました。配布用のポストカードも使うのがもったいないぐらい
素敵なもので，すごく嬉しかったです。スタッフの方も親切で，楽しく参加できました。出展者
にも受付時に１部パンフをいただけるとさらによいかと思いました。お客様にもいろいろたくさ
ん見ていただける機会に恵まれたこと本当に嬉しかったです。ありがとうございました。

５１ 運営ごくろうさまです。今年は場所が奥の方だったので，売れ行きが心配でしたが，いつもよ
り皆さんがゆっくり見れてよかったかもしれません。入り口の方が，混みあってゆっくり見れな
いみたいです。

５２ ブース移動するのに，信号渡るのが大変なので，定禅寺通りを徒歩でまっすぐ通れるように
して欲しい。

５３ 運営準備どうもありがとうございました。お知らせのハガキよかったです。遊歩道の移動が信
号を渡らないと進めないので，お客様の側としては見にくいのかなと思いました。

５４ 初参加だったので，楽しかったです。機会があれば，また参加したいです。

５５ 今年で９回目の出展となりました。毎回スタッフの方には大変お世話になり，感謝の気持ちで
いっぱいです。たくさんの客様の笑顔に出会えました。ありがとうございます。

５６ もう少し受付時間を早くしてほしいです。でもとても楽しかった。もっとやってほしい！

５７ 天候にも比較的恵まれ，人出も多く，楽しく参加させて頂きました。スタッフの方々もお疲れ様
でした。一つ気になったのが，断りもなく写真を撮っていかれる方が多かったことです。スタッ
フの方なのか一般の方なのかわからないのですが，どのように使われるのか気になります。

５８ 雨も降らず本当にラッキーでした。スタッフの皆々様のおかげです。ＰＲもされているのです
ね。たくさんの方々が来られました。毎年毎年，来てくださる常連さんがいます。また，次回も
よろしくお願いします。ありがとうございました。

５９ 今年は場所が好きな場所になったので，よかったです。友人が去年出展したのですが，今年
のご案内は来なかったと言っていました。一度，出展した方への案内などはどうなっているの
でしょうか？ちなみに今年はその友人は出展できませんでした。

６０ 時間を１７時までにして欲しい。

６１ ２回目の参加でした。今年は人出が少なかったようなのとサイフのひもがかたく，売れ行きが
悪かったが，会話できてよかった。場所は昨年とほぼ同じメディアテーク近く，トイレが近いの
で気がねなく入れるので，場所にはめぐまれました。

６２ スタッフの皆様，お疲れ様です。毎回，意見が出ていますが，「販売目的の出展はできませ
ん」という規約について，扱いがとてもあいまいで混乱すると思います。以前は値札をつけて
はいけないイベントでしたよね。ＢＢＳで「今も販売目的はＮＧです」とありましたが，参加者に
も買い物に来たお客さんにもあまり伝わっていないように思えます。フリマになれた一般のお
客さんに「値段は交渉で」というのは，なじみづらいようです。そういう方針で行くのなら，一般
のお客さんにパンフを配る際などに，一言そえるなど対策が必要ではないのかなと思いまし
た。
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６３ 今回，初参加です。スペースの広さはほどよく，非常によかったです。あと，テーブルの貸し
出しなどがあれば，助かるかと・・・。大変だとは思いますが・・・。ありがとうございました！！

６４ 今日は雨が降ることもなく，無事に終えることができました。役員の皆様もおつかれさまでし
た。意見としましては，今回は一日のみの開催でしたが，前回はもう少し長かったように思い
ます。できればその方が長く楽しむ事ができ，色々なお客様も来てくださると思います。また，
春のイベントもできれば参加したいとおもっているので，よろしくお願いします。

６５ 初参加で，大変緊張していたのですが，周囲の方々にも親切にしていただいて，一日楽しく
過させていただきました。夏のアート展は雨のため参加できず，残念でしたが，今回は少し風
が強いのが難点とはいえ，心配していた雨も降らず，満足しています。また参加したいと思っ
ていますので，これからもぜひ続けていただきたいです。

６６ 今年も楽しく参加できました。ありがとうございました。

６７ 今までは見る側だったのですが，このたび見せる側で初めて参加しました。他の参加者の皆
さんやお客様との交流がとても楽しく有意義でした！もう少し長く開いていても良いかな．．．
とも思ったりします。また次回も楽しみにしています！お疲れさまでした。

６８ ご苦労様です。今年は，秋晴れとまではいきませんでしたが，なんとか持ちこたえました。次
回は晴天だといいですね。

６９ 良い経験ができてよかったです。楽しかったです。また参加したいです。ありがとうございまし
た。

７０ 今日は天気が良く，寒くなかったので嬉しかったです。たくさんの方に足を運んで頂きました。
次回も参加したいと思います。

７１ とても楽しく参加することができました。

７２ 販売・実演を行なったのですが，実演で見せるスペースを作ると販売スペースが少なくなって
しまうので，少し広めにしてほしいです。

７３ 出展の申し込み時期が少し早めかな？と思いました。また，もし出展できなかったら・・・という
心配もあり，その連絡ももう少し早めに頂ければと思いました。アート展案内ハガキは，どれ
もとてもステキで活用させていただきました！雨天の場合，携帯ＨＰだけでなく，ＰＣのＨＰ又Ｔ
ＥＬで問い合わせできるようにして頂けると安心です。次回も参加したいと思っています。

７４ 良いイベントです。ありがとうございました。でも・・・巾がせまいです。２ｍならちゃんと２ｍほ
しいです。

７５ とても楽しかったです。もう少しお客様の道が広いと。

７６ いろいろご迷惑をおかけしましたが，楽しい一日が過せました。神奈川県からの参加でした
が，また来たいと思っています。

７７ 最高の場所に当たり，本当に良かったです。ありがとうございます。

７８ 天気が悪いのに，あたたかくて今回はよかったです。たばこを吸っている人もいなかったで
す。前回は，お隣が手芸“わりびき”な人達で困惑しましたが，今回はちゃんとしたグループで
とても良かったです。いろいろな意見があると思いますが，私は場所のジャンル分けが必要
だと思います。スタッフの皆さま，おつかれ様でした。

７９ ブースがもう少し幅が広いといいなと思います。

８０ 今回も楽しかったです。来年もまた参加します。おつかれさまでした！

８１ いろんな人の作品を見たり，意見をもらったり，とても良い機会になりました。ありがとうござ
います。
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８２ 大勢のお客様と交流でき，とても楽しい充実した１日でした。また，来年も参加したいです。

８３ 自由な雰囲気で観る側，展示する側の交流ができ，良かったと思います。時々あらわれたス
ズメバチが恐かったです。となりのブースの方々とのトラブルもなく，良い形で参加できたと思
いました。次回はもっと作品を増やしたいです。

８４ アートをもっと考えてほしい。かな。本当にアートをやる気があるとは思えない。フリーマー
ケットじゃないんだからさ！！

８５ 初めて参加させて頂き，楽しかったのですが，全員参加できなくなったとのこと。出展したい人
がなるべく参加できるようぜひ考えて下さい。ありがとうございました。

８６ 今回も天候にめぐまれて，楽しく過すことができました。また参加したいと思います。

８７ イベントに参加出来てよかったですが，風がすごくて作品が飛ばされて大変だった！

８８ 机のレンタルがあるとうれしいです。

８９ 今年も大変お世話になりました。来年もよろしくお願いします。

９０ 初めて出展させていただきました。多くの方に見ていただき，お話しでき楽しくやらせていただ
きました。より良い作品を作り，また出展できればと思っています。

９１ 私は展示のみでしたが，展示の仕方がわからず，不十分だったかもしれません。販売をやっ
ていた部分は通路が狭くなり，通行がむずかしいようでした。展示ブース案内板を掲示すると
か，タイトルを描いた看板をやるとかしてもよかったかも。

９２ 出展数が多く，抽選にもれた方もいる中，無事出展することが出来たことは，大変嬉しく思っ
ております。私は今回，２ブースでお願いしたのですが，そんな理由から１ブースの出展とな
りました。とても残念でしたが，やはり抽選にもれた方を思うと，出れただけでも良かったので
しょう。ですが，今回指定された場所は，当日きてみたら驚きの場所でした。出展できた事を
思えば贅沢な意見かもしれませんが，地面が“坂”というのはいかがなものかと思います。展
示方法を考えたり，今日を楽しみにして制作してきたのに，“坂”の所に展示するという事はと
ても残念でした。ショックでした。配置について，もっと考慮して頂きたいと思いました。来年も
是非出展したいと思っておりますので，宜しくお願い致します。それから，２ブースが１ブース
となった連絡を頂いた時の事ですが，電話の対応やブースが減った事に対しても何の言葉も
無い事などに対して，とても嫌な思いをしました。

９３ 信号近くの場所だと，素通りの人が多く感じられました。

９４ 今回，販売しないブースでしたが，お客様より販売しないのですかと聞かれてこまりました。
パンフレットに内容を入れてほしい。

９５ 人もたくさん通ってくれて，良かったと思います。終わる時間が１６：００ぐらいでも良かったで
す。楽しかったです。おつかれさまでした。

９６ 今日は人の出が多く，多くのお客様とふれあうことができました。来年も参加したいと思いま
す。

９７ 11/3に開催すると，政治結社の方々がデモをしたり，音楽を鳴らしたりするので，それが気に
なります。11/3以外に設定するとそれがないのではないかと思うのですが・・・。受付の時間
だけでなく，搬入の時間も記載していただきたかったです。初参加者側として，少々戸惑いま
した。その他は何も問題なく進められました。

９８ 季節のよい秋に，定禅寺で店舗を出せる，みてまわれるのはとても良い雰囲気で，楽しく参
加させていただきました。ありがとうございます。定禅寺でイベントのお知らせのパネル等が
あると，いつも通りながら知ることができると思います。ネット世代でない人にはよいと思う。

９９ ブースのサイズを封書に記載してくださるとうれしいです。
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１００ 次回もまた出展したいと思います。

１０１ 今回は初めての参加となりましたが，天気にも恵まれ，充実した１日になりました。また参加
したいと思います。

１０２ 自分の出展場所など，あらかじめ郵送されてきたので，当日に迷うことなく準備することがで
きました。スムーズで，おちついて出展することができました。ありがとうございました。

１０３ 客足もよく，場所が良かったためか，品物が売れました。今日は天気も良かったので，良い感
じに１日を過せました。今回初めての参加だったのですが，とても楽しくやらせていただきまし
た。秋ということもあり，風が強く，落ち葉対策が大変でした。キレイだったのですが・・・

１０４ おつかれ様です。昨年の秋，今年の春ともに参加させて頂いております。スタッフの皆さま，
有難うございました。

１０５ ブースの合否結果が来るのが遅いです。少しでも早い方が良いです。希望としては，テーブ
ルとイスなど借りることができればと思います。（有料でかまいません。）通り雨の時にはテン
トや傘なども考えて頂ければ。時間ちょうどよいです。ふまえて，実行してもらえたら良いです
が。

１０６ スタッフさんの対応も良かったので，とても楽しく気持ちよく終えることができました。ありがと
うございました。次回からもどうぞよろしくお願いします。

１０７ 申込書が夏開催と今回のと同封されていたので，混乱があって申込みそこねた方がいまし
た。今回，案内ハガキを頂けた事が大変よかったです。

１０８ ブース出展が決定した際の通知が少し遅い感じがします。もう少し，早めに連絡いただけると
準備などがしやすいです。他は特にありません。

１０９ 念入りに知らない人が写真をとっていました。（スタッフの人じゃなさそうでした。）

１１０ 初めて参加させていただきました。予想以上に人出が多く，大勢に方に作品を見ていただ
き，話しも出来て，とても楽しかったです。全体的に見た感想ですが，ネゴシエリアＤ辺りまで
行くと，少し人出も少なくなるようで，ここでオープンカフェをやればもう少し客足ものびるので
はないかと思いました。ステージを作ってクラシックの演奏とかもいいですね。私達は初参加
だったので，色々と支度に不備が多くオロオロしていたのを隣のブースの方に助けていただ
きました。そういったところも，このアート展のいいところだと思います。最後にスタッフの皆
様，ボランティアの皆様，本当にお疲れ様でした。有難うございました。
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