日本フィンランド修好100周年記念イベント「フィンランドに学ぶ豊かな暮らし」 開催報告

開催概要
日 時｜2019年11月30日（土） 11時～18時

会 場｜仙台フォーラス8階・TAGE community
（仙台市青葉区一番町3-11-15）
主 催｜公益財団法人 仙台市産業振興事業団
（仙台フィンランド健康福祉センター事業創成国際館）
東北工業大学 北欧デザイン研究所
後 援｜フィンランド大使館、フィンランド大使館商務部、
フィンランド政府観光局、仙台市、ジェトロ仙台、
仙台フィンランド協会、（公財）仙台観光国際協会、
オウル市、ビジネスオウル
来場者｜約100名

基調講演
九州ルーテル学院大学 人文学科 准教授
坂根 シルック さん （写真左上）
▶フィンランドの高い幸福度を形作る価値観やライフスタイル、
働き方、教育など、日本との比較・共通点を交えながらお話
いただきました。

講

演

東北工業大学 建築学科 教授
北欧デザイン研究所 所長
石井 敏 さん （写真右上）
▶北欧の豊かな暮らしを支える建築やライフデザイン等について、
豊富な写真資料や事例とともにお話いただきました。
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展示ギャラリー
会場の一角の展示ギャラリーでは、仙台・宮城とフィンランドにゆかりのある
50以上のモノ・コトをご紹介するパネル展示や、フィンランド製デザイン製品
を展示し、特に講演前後はたくさんの来場者でにぎわいました。

日本フィンランド修好100周年記念イベント「フィンランドに学ぶ豊かな暮らし」 アンケート結果
【アンケート回答数80名】
１．本セミナーを知ったきっかけ
その他
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２．基調講演（講師：坂根シルックさん）の感想

３．講演（講師：石井 敏さん）の感想
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４．本イベントの参加動機

５．参加者の属性
自営業
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▼「その他」の回答詳細
・フィンランドに友人がいるから
・建築家のアルヴァアアルトの作品が好きだ
・ヘルシンキと仙台の関係に興味があったから
・ゼミ（大学）だから
・9月初旬にフィンランドに伺い保育の学びをしてきたので
・東北工大の北欧デザイン研究所に関心を持っているから
・ノルディックウォーキングをしていてフィンランドに関心を持った

会社員
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20代
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学生
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専業主婦（夫）
17%
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６．全体の感想、今後の開催テーマのご要望等（自由記入）① ※原文掲載
・ とても良かったです。フィンランドの方からの直接の話も興味深くお二人の組み
合わせも有効でした。このような機会が今後もあることを期待します。

・ ウェルビーイング本当に素敵だと思いました。ガイドブックから計り知れない人と
して幸せに暮らすこと、とても大事な（人生に）ことを教えていただきました。既成
概念を外されました。学び取り入れたいことが具体的にわかりました。講演内容

・ フィンランドの考えや価値観をデザインの視点から感じ取るようなデザイン
ツアーに行ってみたい。実際の共創プログラムなんかもやりたい。現地のデザ
イナーや生活している方々とつながりたい。
・ とても良かったです。シルックさんの大ファンになりました！！
・ シルックさんの飾らない語り口がフィンランドのお国柄そのものだと感じました。
石井先生のフィンランドの暮らしを身近に感じ、魅力的にうつりました。フィンラン
ドの建築は、生活スタイルに根ざし、かつ機能的で国民性が反映されていると
いう感じにうつった。回を重ねてより理解を深めたいと思いましたので第2弾、
第3弾とあるとうれしいです。
・ デザインから社会環境まで、短時間で中身の濃い講演をありがとうございました。
・ 日本と違う教育方針、社会での働き方を知り、日本人として参考にできる所が

は大事です。それ以上に人としてどう生きているのかそれがメッセージとなり伝
わるのだと思いました。素晴らしい企画をありがとうございました。ぜひフィンラン
ドを訪ねます。フィンランド雑貨を扱うフェスティバルを企画（ホットワインを飲み
ながら）
・ 日本との違いにびっくりしました。いろいろと知ることができてよくわかりました。
今日はありがとうございました。
・ フィンランドならではの考え方や建築など知れてとてもよかったです。
・ とてもわかりやすかったです。フィンランドの良い所をたくさん知りました。問題点
もあるのかもしれませんが、日本は何でこうなんだろうと思わされました。
フィンランドがどうしてこうなれるのか詳しく知る機会があればと思います。
・ フィンランドと日本との共通性、違いがよくわかるシルックさん、石井さんの話で

たくさんあると思った。日本と同じ高齢化問題、子供の貧困、非正規雇用がある

あった。小国でありながらＧＤＰを高める経済力発展の考え方、文化的側面から

ことに驚き、日本も人を大切に人の感情を大切にすることから性教育を教えたら

の話を聞きたい。

良いかな、と思う。

・ フィンランドが第2次世界大戦で敗戦国だったとは知りませんでした。イノベ

・ 仙台でこのようなすばらしい講演会を開催していただきありがとうございました。

ーションがとても簡単な国というところも驚きました。この二つに本当に驚きまし

大学でフィンランドについて学んでいた時とは考えられないほど身近にフィン

た。みんながやめたいと思っていることをやめるのにも苦労するので（会社で）

ランドを感じられる機会がありとてもうれしいです。今後もフィンランドにかかわ

イノベーションをおそれないという点は一番学ぶべきだなとつくづく思いました。

っていきたいので、市民参加型の料理や、ツアー語学などがあればうれしい
です！！基調講演：すごく良かった。わかりやすくて興味深くて楽しかったです。

・ フィンランドのリアルな加工されていない暮らしを知ることが出来て良かった。

講演：今のフィンランドの写真もあってすごく良かったです。

・ シルックさんのお話はとても興味深く、日本とフィンランドの違いが大きく対比

・ ネウボラ、Ｈäｎキャンペーン、デジタル革新、興味深い国だと思っています。
シルックさんのお話の中にあった「できることをできる人がやる」家庭でも職場

でも地域社会でも障害者も含めた社会づくり、学ぶべき事が多いと改めて思
いました。

されてよく理解することができた。一般論ではなくご自身の経験をもとにして
お話されているところがとても共感できた。次回はヘルシンキのMaasの話と、
インフラの話、特に暖居エネルギーをまち全体でまかなっている話なんかを
まちづくりの観点からきいてみたいです。
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６．全体の感想、今後の開催テーマのご要望等（自由記入）② ※原文掲載
・ "個人（自分）を大切にし、自然を大切にすることは理解できます。楽しい人生を

・ 日本とフィンランドの違いが対比しやすいような表や写真の活用でよりわかりや

送りたいと思い過ごしているが、抱える問題（離婚、アルコール・薬物依存etc.)

すく、親しみを持たせてくださるような講演でとてもよかったです。ただ観光で訪

はどこも同じでした。どのようにしたら解決（良くなるのか）、やはり、お互いを

ねる時では知りえないことが知れて有意義でした。

大切に思うことのように思います。とにかく最期を心安らかに迎えられるよう
に過ごしていこうと努力したい気持ちになりました。シルックさんの話し方わか

りやすかった。生きるための教育、心に残りました。
・ 会場がFORUSとは承知していたが、その場所がわからず1～8Ｆを往復。１Ｆに
明確な看板が欲しいところ。北欧の国々は社会福祉が充実していることがよく
いわれている。又、国自身も豊かな印象（様々なことに）。その実態を知りたい
と思ったのが参加の動機。聴講して知られざるフィンランドを良く知る機会だった。
「仙台市とフィンランド間の産業振興協定」「仙台フィンランド健康福祉センター」
なるものの存在を始めて知る。市民のこのような存在の認識はどの程度か、行
政サイドのＰＲが欲しい。

・ シルックさんの講演は非常にわかりやすく大変興味深く聞きました。日本と違っ
た暗い日もありますが、それなりの生き方、楽しみを感じました。冬のツアーで
の旅行で楽しみました。が、6月の緑濃い環境の風景をゆっくり散策したい夢が

あります。建築にしても色彩が美しく、透明で、太陽を大切にしている国を感じま
した。ありがとうござました。ツアーが出来ればいいなあ～と思いますが。
・ 今後もイベントを予定されているのであればメール配信等、情報を得る手段が
欲しいです。今回はたまたま市政だよりで知りましたが、いつも全て読んでいる
わけではないので、そういう手段があればいいと思います。
・ 仙台に協会があることを知れたことが嬉しかったです。実地研修のふりかえりを
させていただきながら、両講師のお話がプラスされ充実したひと時でした。「子ど

・ 子供の育て方、人生に対する向き合い方をリセット出来ました。ホールにいなが
ら異文化体験出来ました。日本の慣習を今一度感じなおし、日本の常識概念を

もの育みについて」をテーマに「ネウボラ」を含め取り上げていただきたい。締め
切り後の参加でしたが、快く受け入れてくださりありがとうございました。

客観視したいと思います。子供が受験生です。接し方を今一度見直したいです。
・ 基調講演：とても良い講演でした。講演：たくさんの写真を見せていただけたこと
・ 今回のように仙台ではなかなか知ることのできない情報を知りたい。（海外のこ
と、最先端のこと）会場のイスの間をもっとあけてスペースをもっと取って欲しい。

が嬉しかったです。基調講演でフィンランド人の人柄がよくわかった。特に日本
人との比較の部分がとてもおもしろかった。もっと若ければフィンランドに住みた
くなったほど。石井先生がおっしゃってましたが、基調講演の内容をベースにし

・ ざっくり北欧大好き！でしたが今日のおはなしで私はフィンランドを愛しているの

てたくさんの写真を見せていただき多くのことを学びました。二つの講演でほん

だとはっきり気付くことができました。できる範囲で生活に生かし仲間たちのくら

とに多くのことを学び、とても充実した時間でした。定員をオーバーしている時期

しや心をうるおして生きていきたいと思います。北欧の食、お茶タイム、家事など

だったにもかかわらず聴講を許可して下さりありがとうございました。

〔ハウスキーピング）知りたいです。はたらきながらどうやってゆたかなくらしを維
持するのか。
・ フィンランドの人々の暮らし（食べ物）やデザイン、照明について知りたい。小学
生の学校、授業内容について詳しく知りたい。

・ 観光名所ではない生活や、基本的ベースになっている意識の日本との違いが
新鮮でした。障害者もＯＫなアパートや新しい図書館、スーパー、学校など、
人々や国が住み良い場所を作ろうという意向が感じられる。紅茶がおいしかっ
たです。
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６．全体の感想、今後の開催テーマのご要望等（自由記入）③ ※原文掲載
・ ＜石井さんの講演＞できる人がやることの大切さが福祉には必要と実感。バリ
アの物理的なことは必要であるが、できる人が積極的に行動する。自分も少し
はできるようにしたい。"
・ デザインから社会環境まで、短時間で中身の濃い講演をありがとうございました。
・ フィンランドの豊かさだけではなく、課題もよくわかりました。両先生からの教育、

ＩＴの重要性を強く感じました。
・ 近年日本では日々の自分の生活を丁寧にシンプルに楽しみたいと考える人が
多くいると思います。日本での生活が忙しく、あわただしいものだからよけいに
人々はそう思うのかもしれません。今回の話を聞いてフィンランドには日本には

・ フィンランドについて多岐に渡り詳細な話、とても楽しく興味深くこれからももっと
知りたいです。
・ 一点だけ。スクリーンがもう少し上にあったら見やすいと思いました。
・ 再度、お話を伺いたいです。このような機会を増やしていただきたいです。
グローバルな話を伺い大変勉強になりました！
・ パイプ椅子の間隔をもう少しとった方が快適に講演できけたかと思います。実際
に体験されたことを沢山聞くことができてとてもよかったです。
・ 気付きが有り、大変参考になりました。

ない丁寧な暮らしがあるのではないかと考えました。
・ 国土や国の歴史、教育や男女平等政策、国民性について日本と比較した内容
はとても勉強になりました。次回はフィンランド式性教育と日本の違い、性をオー
プンにするイベントをやってほしい。
・ フィンランド語／製品についてテーマを設けて今後イベントを開催してほしい。
・ フィンランドに興味の持てる講演でした。ありがとうございました。
・ 豊かな暮らしの具体的な姿があまり見えてこなかったのですが、ウェルビーイン
グという考え方を実践できたらいいですね。（基調講演）
・ とてもやわらかな語り口で楽しく講演を聞けました。
・ 興味深いプレゼンでした。特に建築についてが面白かったです。デザインの
背景が学べました。
・ フィンランドと日本人の考え方の違いがよくわかりました。
・ 今後もこのようなイベントがあれば参加したい。いつかはフィンランドに行ってみ
たい。

両講演ともに、定員を大幅に上回るたくさんの皆様にお越しいただきました。
講演中は、熱心にメモを取られたり、スライドを撮影する姿が多く見受けられ、
“豊かな暮らし”を導くフィンランドの思想やライフスタイル等への高い関心が
伺えました。
たくさんのご来場ありがとうございました。

