
アンケート実施期間　　平成１９年３月２４日～平成１９年８月４日
アンケート協力者数　　１０６名 企画・集計　オカリーナほうむぺえじ管理人

1 ．男女別 2 ．構成年代

「１．一人で」　の中には、独学の方の他、個人レッスンの受講生も含みます

オカリーナライフアンケート集計結果

１０代から７０代まで、満遍なくご協力いただけました。
愛好者の主流年代４０～６０代が、７４パーセントを占めておりますが、３０代が
大健闘しました。

オカリーナ愛好者は、圧倒的に女性が多いのですが、当館
が実施した過去のアンケートでは、男性の協力者の方が多
く、今回はじめて、女性が男性をうわまわりました。
女性のネット進出が増えた結果と思われます。

今回のアンケートは、指導者の方が多数ご協力くださいました。（全体の１３パーセント）

男女別

男
47%

女
52%

無回答
1%

年代

30代 16%

４０代 25%５０代 30%

６０代 18%

７０代 3% ２０代 3%

１９歳未満 5%

オカリーナ歴

１年未満
18%

１～３年未満
21%

３～５年未満
21%

５～１０年未満
18%

１０年以上
20%

無回答
2%

オカリーナの楽しみ方・関わり方（複数回答）

１．一人で 39

２．サークル・教
室の仲間と 42

３．演奏活動 8

４．演奏指導 14

５．制作専門 4

６．その他 4

演奏の指導者はいますか？

１．いる 46%

２．いる、自身も
指導者 4%

３．いない 41%

４．いない、自身
が指導者 8%

無回答 1%

あなたの指導者の経歴は？

１．管楽器で音大
卒 33%

２．管楽器以外で
音大卒 11%３．音大卒ではな

いが音楽指導を
職業としている

23%

４．音大卒ではな
いが演奏活動を
職業としている

13%

５．アマチュア
11%

６．学歴・経歴を
知らない 9%



＜指導者に望むこと＞

★ ．オカリーナを続けている理由

＜理由その他＞

●オカリナをきちんとした楽器、また楽曲として広く認知してほしいから。

●こつこつ練習すればするほど、上達するのが楽しい。

私達の先生に関しては、非常に満足しています。 演奏技術はもちろんのこと、音楽理論や、楽典の基礎などについても教えていただいています。 生徒
一人一人に対しても、とても丁寧な姿勢で接してくださって、先生のお人柄から、皆さんに慕われているようです。
他の指導者についてですが、音大を出られたわけでもなく、音楽の素養があるのかないのか、素人の私から見ても、私のほうがずーっといい音出してる
のでは？？と思われる程度の方が、公民館などで教室を持って、人さまに教えていらっしゃるのを、お見受けしますが、ちょっとカンベンしてほしいです
ね。そういう人に限って、自分は上手だ、と勘違いされているようで。

私の指導者には満足しているので、望むことはありませんが、一般の指導者に対して望むことは、音程やメロディにこだわるだけではなく、音楽性にもっ
と目を向けた指導をされてください。

おかりな愛好者全般と、仲良くしてほしい

今、お世話になっている指導者は二人目です。ようやく、ハモリを重視した指導者にめぐり会えました。 取り合えず運指があっていて、その音に近い音
を出していれば　ＯＫの指導者が多いと思います。音が合うとはどういう事か、どうすれば音が合うのか時間をかけて　教えて欲しいと思います。以前は、
音がぶれていても音程の難しいオカリナだから仕方がないと思っていました。

指導者は、オカリナのみならず、常に他の楽器、他の音楽に接して研究して欲しい。それがオカリナ界の底上げにつながると思います。

吹けない方は、指導を遠慮していただきたい。

難しい曲、特に高音でピーピー吹かなくてはいけないような選曲は　しないで欲しいです。

私の師匠に不満はありません。 指導者としては、音楽的に偏りの無い指導をして欲しいと思っています。

何も　難しい課題曲ばかりを指定しなくても・・・・

ご自分の専門(フルート）には自信があるようですが、オカリナは講師の資格を取ったのみ。オカリナの事は殆んど知らないし、知ろうとする意欲もないよう
に見受けられます。オカリナの事が良く解かり、オカリナの事が話せる指導者につきたいですが、この辺りにはおられないようです。

何を言っているのか分からない。演奏会の予定ぐらいちゃんと把握していて欲しい。ドタキャンばっかりするんだったら月謝返せ！

指導者をさがすのが大変。また講師料が高額。

夜や休日だけでなく、平日の昼間に初心者サークルや講習会を開いてほしい。

コンサートを開きたいとの先生の意向もわかるけれど、会場設定、チケットの販売など、企業的活動のお手伝いはしたくない。オカリナを多くの人に聞い
てほしいとは思うけれど・・。

人の気持ちを理解していない。肩書ばかりが独り歩きして、指導の仕方を分かっていない。 高圧的である。この師の下では、たぶんうまくなれない。

演奏のコツを、伝授してほしい。音楽に限らず、芸術関係の先生は、「自分の目と耳で　盗め！」という方が多すぎる。後進の育成こそが、先生道の本流
のはずなのに！

先を見通して、計画的に指導していただきたい。

グループでのレッスンなので、個々のメンバーの技量にあわせた指導が難しい。

個人個人を伸ばしてくださったら良いと思いますが、集団指導ですので、難しいのでしょうか？

吹いている時間より　雑談が多かった（以前習っていたとき）　でも、オカリナの専門家って　なかなかいないから、しかたなかったかな？

音程に、もっとシビアになってほしい。

サークルの中での指導なので、個人的なアドバイスがもっと欲しいです。

選択肢の「３．良き指導者に恵まれたから」　「４．ヒマだから」は該当者なしでし
た。

●オカリナを練習している時間は無心で、終わった後に少しだけ心がすっきり
する気がするから。

オカリーナを教えることよりも、 近お金儲け（？）の方に熱が入ってきているようで、少しがっかりです。

私の先生には１００％満足していますが、世の中にはかなりいい加減な先生もいます。未だ歴史が新しいので仕方がないかもしれませんが、いずれは淘
汰されるのでしょう。

楽しみながらも、基礎をきっちり修得させて欲しい

日ごろ、直接言っているので今はありません。良いところならたくさんあります。

●目標にしている所？まで到達しないから

●オカリナを吹いていると、心が癒される

●車の中で練習するには、ちょうどよい

オカリーナを続けている理由

１．オカリーナが
好き 74%

２．仲間がいるか
ら 12%

無回答 2%
７．その他 9%

５．経費がかから
ないから 2%

６．定期的に集ま
るのが楽しいか

ら 1%



★ オカリーナをやっていて困ったこと、お悩みはありますか？

＜その他＞

●いいことのほうが多いから、困ることは忘れちゃって。。

★ ．購入失敗と思った理由

＜その他＞

●音色はとても良かったのですが、いざ曲を演奏すると　今まで使用していた
ものと比べて 思うように歌ってくれなかったのです。

●１０年ほどのサークルになりますと、その間メンバーの入れ替えがあり、常に
新人の方が入ってまいります。そうすると、どうしても技術的な差が出てまいりま
す。 難しい曲にチャレンジしたくとも、新しい方がいるとある程度、その人に合
わせた選曲にもなりますし、今１４名ものサークルですが、人数が多いだけに、
全員でのカンペキなハーモニーは実際かなり難しいです。 また、長くやってい
ても、どうしても技術的に、あまり進歩なさらない方もいらっしゃいます。仲間と
しては、長い間付き合ってきているだけに、かえって技術的なことは言い出し
にくかったりもします。（まとまらなくてスミマセン）

●できるだけ発表の場をもちたいのですが 育児に追われて練習もままなりま
せん。 ちょっとしたことなんですが。

●アマチュアリズムに覆われている小さな世界が、家元制度のような、メーカー
主導のような力で、さらに小分けされている実態。

●息が強いので、弱く吹くのは難しい

●楽譜は、少しずつ出てきていますが、ほとんど入門編。 アンサンブルの楽譜
が充実してきたらいいなあと思います。楽譜探しと練習の場所探しが悩みで
す。

●製作の技術交換をもっとオープンにしたいなあ。肝心なことはあんまり、ひろ
めたらだめなのかな～という感じを、いろいろな製作のホームページから受け
ます。
秘密にしたいという場合と、文章や写真のみでは伝えにくくうまく伝わっていな
い場合があると思います。(管理人)

●試奏した楽器と、違う楽器を渡された （試奏した楽器は、売り物ではなかっ
た。）

●注文し、１年も待って取りに行ったら、音程が狂っていた。 それを指摘した
ら、ボンドで穴埋めした。

●自分の息の力が弱いので、なかなかいい音が出ない。

●オークションで安価で買ったが、全く鳴らなかった

●あるものは金属音が入った。またあるもの音程のバランスが悪かった。

●指穴が押さえにくい、少し吹くと、唾液が詰まって音が出なくなる。

●音がかすれ、息のコントロールがうまくいかなかった。

購入失敗経験のある方が、５９パーセント（６３名）もいらっしゃいます。
試奏してから購入することをお勧めしておりますが、購入失敗経験のある方の中で、試奏せず、或いは出来ずに購入した方は３４名。
１９名の方は、ご自分で試奏したり、友人・知人・先生に選んで貰っています。
試奏しても、ご自分にあった良い物を選びだすのはなかなか難しく、経験のある先生や友人・知人に選んでもらっても、使用する方にとっては、吹きにく
いものだったりすることも良くあることです。楽器選びの難しいところです。良い楽器を選び取ることが出来るだけの演奏技術を身につけ、ご自身で試奏
の上、購入するように致しましょう。
自信のないうちは、経験有る方に一緒にいっていただき、数本選んでいただいた中からご自身でも試奏して選ぶと、失敗が少ないと思います。

●ピッチもそうですが、楽器が重く、吹き口もタンギングしにくかったです。

●高音部分の音が割れてしまう。

オカリーナで困ったこと、お悩み（複数回答を含む）

無回答 3

４．仲間が欲しい
15

５．指導者が欲し
い 7

６．楽譜が欲しい
9

７．良い楽器が欲
しい 12

８．その他 10

３．思うように進
歩しない 24

２．練習時間がと
れない 18

１．音が漏れるこ
と 15

オカリーナを買って「失敗した！」と思ったことが

１．有る 59%

２．無い 39%

無回答 2%

購入失敗歴のある方の購入方法

５．先生が選別 1

７．注文制作 1

８．その他と複数
回答 10

４．友人・知人が
選別 5

３．通信販売で購
入 15

２．楽器店・工房
で試奏せず 18

１．楽器店・工房
で試奏後 13

購入失敗と思った理由

４．試奏した場所
と自宅では音色

が違った 2%

５．指穴が押さえ
にくい 6%

６．気に入らない
3%

７．その他 25%

無回答 3%

３． 高音（ 低
音）が出せない

31%

２．音程バランス
が悪い 22%

１．全体ピッチが
高過ぎｏｒ低過ぎ

8%



★

★ ．演奏曲の楽譜はどうやって探していますか？
＜その他＞

●自分で調律する。 近は選定の時に極力チューナーを使う。

●お試し用の楽器にして体験レッスンで使っています。

●オカリナを始めたい人の試し吹き用等 に利用。

．購入失敗品は、どうされましたか？

＜その他＞

●製作者の師匠がいますので自分でチューニングし直してます。音色も歌口
だけじゃなく内管を削ったり再チューニングで変えることが可能なのがわかりま
した。

●アンサンブルでは、ほぼ先生にお任せですが、一度だけ自分のアレンジし
た曲を採用してもらい、演奏会で使った。ソロでは自分でピアノピース弾き語り
譜を使うか、耳コピーをして譜面を起こしている

●仲間たちとのアンサンブルは仲間に任せているが、自分で練習したい曲は
楽譜やＣＤなどを買って真似ることから始める

●気に入った曲に出会ったら、他の楽器やヴォーカルの為の楽譜を購入し。
オカリナを生かせる用に転調をし、編曲者を頼んでオリジナルアレンジとして蘇
らせる。

●インターネットでmidiを検索して探します

選択肢の　「２．仲間におまかせ」　は回答者無し

購入失敗品はどうされましたか？

４．使う気になれ
ず、お蔵入りさせ

た 49%

６．有償で人に
譲った 2%

５．我慢して使っ
ている 21%

８．捨てた、割っ
た 3%

９．その他 6%

７．無償で人に
譲った 10%

１．交換済み 3%

２．返品済み 3%

３．交換・返品不
可だった 3%

演奏曲の楽譜はどうやって探していますか？

３．自分で曲集な
どで探す 80%

４．耳コピしてい
る 8%

５．作曲している
1%

６．その他 8%

無回答 2%
１．先生におまか

せ 1%

演奏曲はどういう曲が多いですか？

１．市販のオカ
リーナ楽譜 47%

２．市販のオカ
リーナ以外の楽

譜 25%

５．自作の曲 1%

６．友人知人・先
生が作曲した曲

1%

７．その他 4%
無回答 2%

４．先生がオカ
リーナ用にアレン

ジ 8%

３．自分でオカ
リーナ用にアレン

ジ 12%

演奏したい曲が手持ちのオカリーナの音域に合わないときは？

１．移調して手持
ちの楽器で吹く

62%

３．音域に合う楽
器を自作する 2%

４．吹くのを諦め
る 25%

２．音域にあう楽
器を購入して吹く

8%

無回答 3%



★ あなたは今、多種多様のオカリーナが品揃えしてある　夢の楽器店でオカリーナの品
定めをしています。
充分試奏して、気に入った数本に絞りましたが、今日買うのは１本だけです。さんざ
ん迷って、やっと１本を選びました、さて、その決め手は？

自分の演奏を録音したことは？

１．有る 70%

２．無い 29%

無回答 1%

聴いてみてどうでしたか？

２．まずまずだっ
た 34%

３．聞いてがっか
り 57%

４．よくわからな
い 5%

１．満足した 4%

日頃の練習成果の発表方法はなんですか？

２．公募のフェス
等
5%

３．慰問演奏
13%

１．教室・サーク
ルの発表会

42%

無回答
1%

７．ない
26%

６．山や公園
3%

４．自主企画演
奏会
10%

オカリーナの選別、決め手は？

１．音色 67%

４．色・形 1%

５．重くない物 1%
７．低価格 4%

３．指穴の位置・
持ちやすさ 6%

２．音程が合わ
せやすいもの

21%

現在のオカリーナライフに満足していますか？

１．大変満足 11%

２．満足 29%

３．普通 27%

４．やや不満 28%

５．大変不満 4%

無回答 1%



★　満足している方は、どう言うところが満足ですか？　不満である方は何が不満ですか？　どのようにしたら満足すると思いますか？

日々、オカリナの楽しさを、下は小学3年生～上は70歳すぎの方に教えていますが、年齢に関係なく　オカリナで様々なジャンルの曲を熱心に演奏し、
上達されていく様子をみるのが、何より楽しく、満足しています。不満なことは、オカリナを始めたばかりなのに、たいした練習もせず、満足な音が出な
いからとあきらめて辞めてしまう方が多いことです。

「時間がとれない」　の一言につきます。

良い指導者・仲間に恵まれ、オカリーナアンサンブルができることに満足。

楽譜を読む力が足りないので初見の楽譜で演奏できることが少ない。 練習して、練習して・・努力しかないことはわかっているのだけれど・・・。

不満点は、音の抜けのバランス。

小さい楽器なので、吹きたくなったら、何処でも吹ける。指導してもらっている先生がとても楽しく教えてくれるので、レッスンに行くのが楽しい。レッスン
ではアンサンブルも出来る。  不満もある。楽譜を見ないと吹けないこと。耳コピ出来ないこと。

近くに、オカリナ製作者が二人いて　いろいろアドバイスしてもらえること。 講師とも、親友並に親しくさせていただいてる。 オカリナを通して仲間が増え
た。

好きな事をさせてくれる家族の協力と、聞いて下さる方々（ディサービス等・・・）に感謝の思いで満足です！

オカリーナの社会的認知度が低いのが不満。 せめてギターやハーモニカ並みの扱いを得たい。

集中して練習したい

サークル仲間、よき師匠に恵まれ、そして自分に合った楽器に恵まれ、まずまず満足しています。欲を言えば、自分と同じような曲を好む技術的に同じ
くらいで気のあった人と２，３人で、時間を忘れて思いっきりアンサンブルしたいな～と思っています。

楽しい 生活の糧にできている いろいろな出会いがある ので　満足しています。

良き指導者、そしてアンサンブルのメンバーに恵まれていますので満足。後は自分自身の自助努力しかなさそうです。

楽しく、しかし努力もし、着実に進歩しているような気もするので満足。

ごく一般的に手に入るものしか　持っていないので、 こだわりのオカリーナを持ちたい

いくつかのサークルを指導していますが、リズム、音程等をあわせることの難しさに直面しています。もう少し効率的に指導できたら、と未熟さに不満が
あります。

友達と楽器が違うので、微妙に合わないけど、なんとかがんばっていますよ。

優しい音色に満足。

よき仲間と練習できる。仲間の輪が広がりいろいろな方と交流できる。

やりたい事が一杯あるのに、時間・体力が着いていかない。

音の響きと澄んだ音に満足

良い先生と仲間がいることに満足。

公民館での教室ですが、上手い人と下手な人の差が付いてしまい、同じようにレベルを上げるのが、大変です。

もっと練習したり、ゆっくり作曲したりしたいと思っています。

定期的な練習のほかに、慰問演奏等を時々しています。仲間に助けられて、練習が出来るのが嬉しい。

自分で吹いているときは、このくらいは吹けるかなと思って吹いているが、人前とか、先生の前に行くと、ぜんぜん練習のようには吹けない。これって、
練習不足でしょうか？

練習時間は不定期なものの、そこそこ確保でき、発表の機会も年に数回ありますが、アンサンブルのできる仲間が欲しい！

指導者としては、生徒がオカリナを通して 友人ができたり一生懸命練習してくださる 姿をみるたび、自分の仕事に満足します。 また演奏会後　お客様
からお褒めの言葉をいただく たび、オカリナをやっていて良かったと思います。 「大変満足」ではない理由は、自分の練習や　演奏会に 行く時間がもう
少し欲しいからです。

良い仲間ばかりです

大きな楽器店が近所にないので、楽譜を探すのが難しいです。吹きたい曲に、「〇出版の〇の楽器用、オカリナでは〇管で吹け、伴奏、又は伴奏ＣＤ
付き」　等具体的な情報が得られれば有り難いです。

家族が、オカリナ練習に協力的になって　レッスンやサークルに行きたい。 良い指導者にめぐりあい、指導を受けて上手になりたい。

音色・持ちやすさ・見かけの美しさ・自分にとって吹きやすい管を持っているので満足しています。

メンバーに虫の好かない人がいて、楽しくない。

サークルの練習日に、他のメンバーへのアドバイスや演奏の指導が多くなり、自分が吹く時間が少なくなっていること。

サークルを立ち上げ　吹き始めて３ヶ月ですが、１２名ものメンバーに加入いただき、月２回の練習が楽しくて楽しくて。音楽を愛するメンバーに囲まれ
て時間を過ごす。この時間をこれからも続けていこうと思います。

現在オカリナ教室でやっている曲よりも、もう少し難しい曲やアンサンブルなどやってみたい。

大好きなオカリーナが吹ける点では満足。 大好きな曲を練習しても、吹ける場所があまりないのが不満（オタクな曲が多いのかも）

夜中に帰るので、吹く時間がない（消音できないので、、、） 吹かないと、半音の指がどんどん忘れられていきます。。。

まだ、現職のため、あまり練習時間が取れない

近所への音漏れを気にして、あまり長い時間吹くことが出来ません。

楽しい時間が増えているから満足

良い仲間に恵まれて・・・限界を感じる度に　抱え起こしてくれたり　背を押して前進させてくれたりと　感謝　感謝の日々です。



サークルで指導していても、長続きする人が少ない。せっかくアンサンブルらしくできるようになっても、夫々　個人の事情でやめていく。趣味の領域を
出ない人が多いのが残念。一緒に、ずうっとオカリナに打ち込める仲間が欲しい。

良い先生良い仲間に恵まれ、環境的には満足ですが、自分自身には大変不満です。残業で練習時間が取れない、練習に参加できないと、素直に練
習やらない自分に・・・。

仲間がほしい！です。

自分の技術がまだまだなので不満です。様々な奏者の方や指導者の方と出会い、見識を深めたり、広い視野を持って、勉強、練習をして、向上してい
きたいと思います。

アンサンブル仲間にも恵まれ、共に練習できること。 また、私の趣味を家族が理解してくれている。 特に、日曜日の練習日なども出かけることができる
ようになった。

アンサンブルできる仲間が、今のところいない。

オカリナを、じっくりやれる環境にない。（どっぷりつかりたいけれど、当分は無理なので現状で納得するしかありません。） アンサンブルをやりたくて
も、思い通りの相手が見つからない。（なかなか見つからないでしょう。今のままぼちぼちやって、いつか何かの縁で出会うかも・・・）

練習場所が自宅しかない。オカリナは音が響くので、 近所迷惑をいつも気にしている。

オカリーナを一緒に練習する仲間がいます。問題は、楽譜集めと練習場所ですね。それさえ、解決できればいいなあと思います。

音色・持ち易さに満足

もう少し　日常的に発表の場があればいいなあと思うが、まだまだ実力がついていってないので、これでよし。

好きな時に吹くことができること。 近では山の中で吹いていると、ライバルだと思ったのか　「うぐいす」　が頭の上、すぐそばまで来て競演してくれま
した。（淡路島）

自作した楽器で演奏できる。どこでもいつも持って歩ける。 丁寧に作れば、すこしづつ良いものが出来るような気がする。

フルートや他の楽器のような、本格的な教則本がないです。音階の基礎練習や技術の積み上げをどうしていくか、合奏のこつみたいなものなど、研究
していきたいなあ～と思っているのですが。

身近なところに仲間がいないこと。　これからどんどん増やしていきたいが　まだ未熟でそこまで手が回らない

気に入った楽譜が手に入りにくい。オカリナ用の楽譜が少ない。

同じ年代でオカリナを吹いていて、アンサンブルを楽しめるような仲間を探す方法がわからない。

国際交流ができることを望みます。(台湾在住の方）

演奏することが楽しくて、毎日ストレスを感じない

吹いていると心が癒される

一人で吹けるものってなると、限りが有るし、やっぱり楽器は何でもそうだけど、複数でやった方が絶対に 楽しいし、面白いし、入れ込み方も一人の時
とは比較にならない位に、凄い物になると思います。そういう環境に身を置けたら、すっごく満足できるんだけどなぁ～（^_^;

オカリーナだけのアンサンブルも楽しいけれど、 ギター、キーボード、パーカッションなど他の楽器とも 合わせて吹いてみたい。でもなかなか仲間がみ
つからない～。

グループ、サークルに属していないので、人前で発表する機会がない。 頑張って私自身のコンサートをするのが夢！ もう年なので、出来る限り近い将
来に！！

オカリナが大好きなので吹くと楽しいが、自分と同じくらいオカリナが好きな仲間がいたら、一緒に吹いて楽しみたい。

楽しいサークル

何カ所か間違いながらも、けっこういろんな曲が吹けるようになってきたのは満足。仲間がまったくいないのは不満。

（教室の）学習スピードが速すぎる。

新たな趣味が見つかって満足している。

先生の人柄、指導方法。素晴らしい仲間に感謝。

ひとりで吹くのも楽しいのですが、やはり、仲間や指導してくださる方がおられたら、もっと楽しめるんじゃないかなと思います。

昔からオカリナに憧れて、たまたま頂いたお土産で練習しているが、やはり音程が不安定であったり色々と不満も多い。ここで本格的にオカリナを始め
るべく楽器を新たに買い求めるか！　あこがれだけで終わらせてしまうのか！・・・迷っている。

集合住宅に住んでいるので、練習ができずやや不満です。カラオケ店で練習しているとの話しも聞きますので、行ってみようかと思います。

満足するためには・・・「アンサンブル仲間が欲しい」　というご要望が多数見受けられました。一人よりは、お仲間とご一緒の方が何倍も楽しくなります
ね。反面、「お仲間はいるけれども・・・」　といったお悩みも寄せられています。
人の価値観は千差万別！　オカリーナを始めたきっかけも、目標とするところも、家庭環境も、それに使える時間も経費も　人様々！！
良き出会いに恵まれますよう　祈ります。（管理人）

当館をご利用しての仲間さがしは、「サークル・教室ページ」でお教室を探して、仲間入りする方法、　ご自身が「オカリーナ仲間を探しています」ページ
に投稿する方法の２つがあります。



どうか長く続けてください。ホームページを熱心にメンテナンスをしたり、アンケートなど色々工夫されていて　頭の下がる思いです

「オカリナホームページ」の更新日を、毎回楽しみにしています。特に、情報玉手箱の演奏会情報は、色々な方の演奏が聴く事が出来るので楽しみに
しております。今後とも宜しくお願い致します。

ずっと以前より、見させていただいていましたが、今回ミクシイから飛んできました。 オカリナ発展の為に頑張ってください。

これからも、オカリナの楽しさやいろんな情報を発信しつづけていって下さい。

今後も、オカリナの啓蒙発展の為に続いていってくれると嬉しいです。

掲示板などを拝見して、管理人さんは超ご多忙にもかかわらずＨＰの更新、フェスティバル等の企画、運営、メールの返事など、きめ細やかな気配り
に、ただ感謝あるのみです。

（アンケートは）的確なご質問で言いたいことの全てがいえました。今後とも、オカリナ界の発展のために、ご尽力されることを、望んでおります。感謝を
こめて。

明示的に書き込んだり、回答している人以外にも このホームページに感謝している（気に入った、 参考になったという）人は、沢山いるとおもいます。
今後とも、頼りにし期待しています。

ミクシィのコミュを見て、はじめてアンケートに参加させていただきました。 ひとつひとつ答えながらも、他のオカリナ吹きの方が、どのようなお考えをお
持ちなのか？　とても興味がわきました。 100人規模でアンケートを集計されるとのお話ですが、大変なお手数と思います。結果については、とても興
味があります。お役に立てたかどうか分かりませんが、どうぞよろしくお願いいたします。

いつも情報収集等、ありがとうございます。 これからも、オカリーナのより広い普及の為に、よろしくお願いします。

管理人さんお元気ですか。オカリナ友達がやっとできましたよ。その方、 初篠笛を持ったけど音が出なくて、オカリナに持ち替えて笛ライフ楽しんでい
られます。

とてもいろいろと参考になり、ありがたいです。 管理人様所蔵のいろいろなオカリナを試奏してみたいです。

★．当館へのご意見・ご感想、管理人へのメッセージ

オカリーナの情報は、１番のＨＰだと思っています。 いつも、お世話になっています。

いつも楽しく、為になる内容を企画していただきありがとうございます。今後も期待しております。

今回も楽しみにしています！一番楽しいのは管理人さんなんでしょうね・・・。
はい～、そうかも！？・・・です。次回のアンケートの集計は、お任せ致しましょうか？（管理人）

いろいろな試みをされていること、ＨＰ運営を続けておいでのこと　立派だと思います。指導者がいない人は、ＨＰを見て学ぶ人も多いので、これからも
継続してください。

迷惑メールの蔓延で、掲示板へもすっかりご無沙汰していますが、気持ちだけは終身サポーターです。 管理人さんには、益々元気で頑張って頂きたく
思います

いつも思うのですが、太く長く続いているここのＨＰは、すごいと思います。 管理人さんの　尽きないアイデアと、迅速な対応には、いつも驚いたり、喜
んだりです。 これからも　よろしくお願いいたします。

オカリナを、自作されているってすごい！！！

管理人さん、いつもありがとうございます。いつもそこに行けば、必ず待っていてくれる・・・私にとっては、故郷のような大切な場所です。なかなか、以
前のようにパソを開いていませんので、お邪魔する機会も減っていますが・・・。お身体気をつけて、永く続けてくださいね。応援しています。

オカリナへの情熱を、とても感じます。時々、当館のHPを見て、自分を発奮させています。そして、色々学ぶことも多いです。ありがとうございます！！

大変充実していて良いと思います。メーカー等に引きずられていない事が良いと思います。偏見から、悪く言う者も居ますが、負けずに頑張って下さ
い。

いつもご苦労様です。これだけ情報を継続、更新していくのは、並大抵の事ではないと、つねずね思っています。これからも、宜しくお願いいたします。

サイトの充実ぶり、なによりも管理人さんのオカリナに対する愛情が、伝わってきます。これから度々出入りさせていただきます。

いつも、楽しいアンケートを企画してくださって、ありがとうございます。

井の中の蛙にならないように　「オカリナ情報」　を得させてもらっています。今後ともよろしくお願いします。

楽しく覗かせて頂いています。お忙しい管理人さんのパワ－に驚かされます。元気も頂いておりますが　管理人さんの体調が心配です。ご自愛くださ
いませ！

落ちこぼれそうだけど、ほーむぺーじがあるから　オカリナから離れないよ～。５０人目狙おうと思っていたんだけどなぁ。

いつも演奏会情報など有り難うございます。 今、指導者についていないので、いろいろ参考にさせてもらっています。

迷っている時に、オカリナをネットで検索して、こちらのサイトにお邪魔しました。オカリナについて知らなかったことばかりでした。これを機会に、オカリ
ナを本格的に始めてみようか・・・と、刺激されました。オカリナについての情報など参考にさせていただいて、まずは、愛着のもてるオカリナに出会い
に、動いてみようと思いました。ありがとうございました。

５年前に　こちらのホームページに出会った時は、本当にうれしくて、オカリナ生活も　さらに充実してきました。暇があれば訪問しています。これからも
いろいろな情報、楽しみにしています。

趣味の無い私が、定年後、ぶらり公園を歩いていた時 耳にしたオカリナの音色魅せられ それも自作できる事をホームページで知って、いま製作に熱
中してます

いつも、こっそり見させていただいていました。大変役に立っているホームページです。この場をお借りして、感謝の気持ちをお伝えしたいです。本当に
ありがとうございます。

困ったときは、ここへ来れば何とかなると、信じて頼りにしています。

このようなアンケートを、してみたかつたです。ありがとうございます。

いつも、とても楽しませて　（単に楽しい！というだけではなく、ためになったり、興味深かったり、、、）　いただいています。ありがとうございます。

色んな情報があり、満足しています。


