
№１

年月日 ご意見の内容
年齢
性別

管理センターからの回答・対応

平成24年7月15日
ぼくは、ニジイロクワガタとコーカサスオオカブ
ト、ヘラクレスオオカブトがだいすきです。

6才
男性

  このたびは当公園の「世界のカブトムシ・クワガタムシ大集合2012」にご参加いただ
きありがとうございます。
  この度のイベントは9/2までの開催となっており、世界のカブトムシやクワガタのラ
イブ展示、自然素材で工作、淡路島のちょっと変わった生きもの展、ダンボール迷路の
他、日時限定により、ヒマワリの摘み取り体験や水辺の生きもの観察会等の夏休みの宿
題にぴったりのイベント盛りだくさんですので、またのご参加をお待ちしております。
今後も体験型の環境学習イベントを企画して参りますので、是非またお越しください。

平成24年7月15日 キモチ悪いのがいっぱいいてびっくりしました。
10才
女性

  このたびは当公園の「世界のカブトムシ・クワガタムシ大集合2012」にご参加いただ
きありがとうございます。
  この度のイベントは9/2までの開催となっており、世界のカブトムシやクワガタのラ
イブ展示、自然素材で工作、淡路島のちょっと変わった生きもの展、ダンボール迷路の
他、日時限定により、ヒマワリの摘み取り体験や水辺の生きもの観察会等の夏休みの宿
題にぴったりのイベント盛りだくさんですので、またのご参加をお待ちしております。
今後も体験型の環境学習イベントを企画して参りますので、是非またお越しください。

平成24年7月15日 めっちゃおもしろかったです。 －

  このたびは当公園の「世界のカブトムシ・クワガタムシ大集合2012」にご参加いただ
きありがとうございます。
  この度のイベントは9/2までの開催となっており、世界のカブトムシやクワガタのラ
イブ展示、自然素材で工作、淡路島のちょっと変わった生きもの展、ダンボール迷路の
他、日時限定により、ヒマワリの摘み取り体験や水辺の生きもの観察会等の夏休みの宿
題にぴったりのイベント盛りだくさんですので、またのご参加をお待ちしております。
今後も体験型の環境学習イベントを企画して参りますので、是非またお越しください。

平成24年7月15日
ヘラクレスを見て思いました。
ぼくもヘラクレスを買いたいなぁと思います。

7才
男性

  このたびは当公園の「世界のカブトムシ・クワガタムシ大集合2012」にご参加いただ
きありがとうございます。
  この度のイベントは9/2までの開催となっており、世界のカブトムシやクワガタのラ
イブ展示、自然素材で工作、淡路島のちょっと変わった生きもの展、ダンボール迷路の
他、日時限定により、ヒマワリの摘み取り体験や水辺の生きもの観察会等の夏休みの宿
題にぴったりのイベント盛りだくさんですので、またのご参加をお待ちしております。
今後も体験型の環境学習イベントを企画して参りますので、是非またお越しください。

平成24年7月15日

わたしはニジイロクワガタとヘラクレスがだいすき
です。
家にヘラクレスオオカブトとかぶと虫がおります。
一ぴきのカブト虫が赤色です。
たのしかったです。

7才
女性

  このたびは当公園の「世界のカブトムシ・クワガタムシ大集合2012」にご参加いただ
きありがとうございます。
  この度のイベントは9/2までの開催となっており、世界のカブトムシやクワガタのラ
イブ展示、自然素材で工作、淡路島のちょっと変わった生きもの展、ダンボール迷路の
他、日時限定により、ヒマワリの摘み取り体験や水辺の生きもの観察会等の夏休みの宿
題にぴったりのイベント盛りだくさんですので、またのご参加をお待ちしております。
今後も体験型の環境学習イベントを企画して参りますので、是非またお越しください。

平成24年7月15日
わたしの弟がカブト虫、クワガタ虫が大好きなので
きたけど、わたしも満足できました。

9才
女性

  このたびは当公園の「世界のカブトムシ・クワガタムシ大集合2012」にご参加いただ
きありがとうございます。
  この度のイベントは9/2までの開催となっており、世界のカブトムシやクワガタのラ
イブ展示、自然素材で工作、淡路島のちょっと変わった生きもの展、ダンボール迷路の
他、日時限定により、ヒマワリの摘み取り体験や水辺の生きもの観察会等の夏休みの宿
題にぴったりのイベント盛りだくさんですので、またのご参加をお待ちしております。
今後も体験型の環境学習イベントを企画して参りますので、是非またお越しください。

平成24年7月15日 おもしろかったです。 －

  このたびは当公園の「世界のカブトムシ・クワガタムシ大集合2012」にご参加いただ
きありがとうございます。
  この度のイベントは9/2までの開催となっており、世界のカブトムシやクワガタのラ
イブ展示、自然素材で工作、淡路島のちょっと変わった生きもの展、ダンボール迷路の
他、日時限定により、ヒマワリの摘み取り体験や水辺の生きもの観察会等の夏休みの宿
題にぴったりのイベント盛りだくさんですので、またのご参加をお待ちしております。
今後も体験型の環境学習イベントを企画して参りますので、是非またお越しください。

平成24年7月16日
かぶとむしはじめてさわったけどうれしかったで
す。

3才
男性

  このたびは当公園の「世界のカブトムシ・クワガタムシ大集合2012」にご参加いただ
きありがとうございます。
  この度のイベントは9/2までの開催となっており、世界のカブトムシやクワガタのラ
イブ展示、自然素材で工作、淡路島のちょっと変わった生きもの展、ダンボール迷路の
他、日時限定により、ヒマワリの摘み取り体験や水辺の生きもの観察会等の夏休みの宿
題にぴったりのイベント盛りだくさんですので、またのご参加をお待ちしております。
今後も体験型の環境学習イベントを企画して参りますので、是非またお越しください。

平成24年7月16日 ぴかぴかクワガタがかっこよかったです。 －

  このたびは当公園の「世界のカブトムシ・クワガタムシ大集合2012」にご参加いただ
きありがとうございます。
  この度のイベントは9/2までの開催となっており、世界のカブトムシやクワガタのラ
イブ展示、自然素材で工作、淡路島のちょっと変わった生きもの展、ダンボール迷路の
他、日時限定により、ヒマワリの摘み取り体験や水辺の生きもの観察会等の夏休みの宿
題にぴったりのイベント盛りだくさんですので、またのご参加をお待ちしております。
今後も体験型の環境学習イベントを企画して参りますので、是非またお越しください。

平成24年7月16日
こうさくがたのしかったです。
へらくれすがとてもおおきかったです。

6才
女性

  このたびは当公園の「世界のカブトムシ・クワガタムシ大集合2012」にご参加いただ
きありがとうございます。
  この度のイベントは9/2までの開催となっており、世界のカブトムシやクワガタのラ
イブ展示、自然素材で工作、淡路島のちょっと変わった生きもの展、ダンボール迷路の
他、日時限定により、ヒマワリの摘み取り体験や水辺の生きもの観察会等の夏休みの宿
題にぴったりのイベント盛りだくさんですので、またのご参加をお待ちしております。
今後も体験型の環境学習イベントを企画して参りますので、是非またお越しください。

平成24年7月16日 かぶとむしはじめてさわった。
5才
女性

  このたびは当公園の「世界のカブトムシ・クワガタムシ大集合2012」にご参加いただ
きありがとうございます。
  この度のイベントは9/2までの開催となっており、世界のカブトムシやクワガタのラ
イブ展示、自然素材で工作、淡路島のちょっと変わった生きもの展、ダンボール迷路の
他、日時限定により、ヒマワリの摘み取り体験や水辺の生きもの観察会等の夏休みの宿
題にぴったりのイベント盛りだくさんですので、またのご参加をお待ちしております。
今後も体験型の環境学習イベントを企画して参りますので、是非またお越しください。

平成24年7月16日
くわがたがかっこよかったです。
こうさくがたのしかったです。
ダンボールめいろがたのしかったです。

4才
男性

  このたびは当公園の「世界のカブトムシ・クワガタムシ大集合2012」にご参加いただ
きありがとうございます。
  この度のイベントは9/2までの開催となっており、世界のカブトムシやクワガタのラ
イブ展示、自然素材で工作、淡路島のちょっと変わった生きもの展、ダンボール迷路の
他、日時限定により、ヒマワリの摘み取り体験や水辺の生きもの観察会等の夏休みの宿
題にぴったりのイベント盛りだくさんですので、またのご参加をお待ちしております。
今後も体験型の環境学習イベントを企画して参りますので、是非またお越しください。

平成２４年７月分　お客様からのご意見



                                                            №2

年月日 ご意見の内容
年齢
性別

管理センターからの回答・対応

平成24年7月16日
とくに、ニジイロクワガタがきれいで、すごかった
です。

7才
女性

  このたびは当公園の「世界のカブトムシ・クワガタムシ大集合2012」にご参加いただ
きありがとうございます。
  この度のイベントは9/2までの開催となっており、世界のカブトムシやクワガタのラ
イブ展示、自然素材で工作、淡路島のちょっと変わった生きもの展、ダンボール迷路の
他、日時限定により、ヒマワリの摘み取り体験や水辺の生きもの観察会等の夏休みの宿
題にぴったりのイベント盛りだくさんですので、またのご参加をお待ちしております。
今後も体験型の環境学習イベントを企画して参りますので、是非またお越しください。

平成24年7月16日
カブトムシはじめてさわりました。まえまでこわ
かったけど、ちょっとこわくなくなりました。

9才
女性

  このたびは当公園の「世界のカブトムシ・クワガタムシ大集合2012」にご参加いただ
きありがとうございます。
  この度のイベントは9/2までの開催となっており、世界のカブトムシやクワガタのラ
イブ展示、自然素材で工作、淡路島のちょっと変わった生きもの展、ダンボール迷路の
他、日時限定により、ヒマワリの摘み取り体験や水辺の生きもの観察会等の夏休みの宿
題にぴったりのイベント盛りだくさんですので、またのご参加をお待ちしております。
今後も体験型の環境学習イベントを企画して参りますので、是非またお越しください。

平成24年7月16日
いろいろなカブト、クワガタが見れたのでよかった
です。また来たいと思います。

8才
男性

  このたびは当公園の「世界のカブトムシ・クワガタムシ大集合2012」にご参加いただ
きありがとうございます。
  この度のイベントは9/2までの開催となっており、世界のカブトムシやクワガタのラ
イブ展示、自然素材で工作、淡路島のちょっと変わった生きもの展、ダンボール迷路の
他、日時限定により、ヒマワリの摘み取り体験や水辺の生きもの観察会等の夏休みの宿
題にぴったりのイベント盛りだくさんですので、またのご参加をお待ちしております。
今後も体験型の環境学習イベントを企画して参りますので、是非またお越しください。

平成24年7月21日
たのしかったです。またきます。
ありがとう

12才
女性

  このたびは当公園の「世界のカブトムシ・クワガタムシ大集合2012」にご参加いただ
きありがとうございます。
  この度のイベントは9/2までの開催となっており、世界のカブトムシやクワガタのラ
イブ展示、自然素材で工作、淡路島のちょっと変わった生きもの展、ダンボール迷路の
他、日時限定により、ヒマワリの摘み取り体験や水辺の生きもの観察会等の夏休みの宿
題にぴったりのイベント盛りだくさんですので、またのご参加をお待ちしております。
今後も体験型の環境学習イベントを企画して参りますので、是非またお越しください。

平成24年7月21日
すごい日焼けしていやだょ～
でも「たてもの」の中はすずしかったぞな。

12才
女性

  本日は当公園をご利用いただきありがとうございます。
  園内各所に四阿やパーゴラなどの休憩施設がございますが、ご来園者の方に涼を楽し
んでいただける空間づくりとして植栽による日陰の確保や「ドライミスト」の設置を
行っております。
  なお、今年の夏も公園のご利用者の方により快適に過ごして頂けるよう、前年に引き
続き暑さ対策として「足水コーナー」の設置を行う予定です。また数に限りがございま
すが各入園ゲートで日傘の貸出も行っておりますのでご利用ください。またのお越しを
お待ちしております。

平成24年7月21日 たのしかった。
11才
女性

  このたびは当公園の「世界のカブトムシ・クワガタムシ大集合2012」にご参加いただ
きありがとうございます。
  この度のイベントは9/2までの開催となっており、世界のカブトムシやクワガタのラ
イブ展示、自然素材で工作、淡路島のちょっと変わった生きもの展、ダンボール迷路の
他、日時限定により、ヒマワリの摘み取り体験や水辺の生きもの観察会等の夏休みの宿
題にぴったりのイベント盛りだくさんですので、またのご参加をお待ちしております。
今後も体験型の環境学習イベントを企画して参りますので、是非またお越しください。

平成24年7月21日
たのしかった。
またきたい。

－

  このたびは当公園の「世界のカブトムシ・クワガタムシ大集合2012」にご参加いただ
きありがとうございます。
  この度のイベントは9/2までの開催となっており、世界のカブトムシやクワガタのラ
イブ展示、自然素材で工作、淡路島のちょっと変わった生きもの展、ダンボール迷路の
他、日時限定により、ヒマワリの摘み取り体験や水辺の生きもの観察会等の夏休みの宿
題にぴったりのイベント盛りだくさんですので、またのご参加をお待ちしております。
今後も体験型の環境学習イベントを企画して参りますので、是非またお越しください。

平成24年7月21日
たのしい。
またきたいよ。
ＬＯＶＥ

20代
女性

  このたびは当公園の「世界のカブトムシ・クワガタムシ大集合2012」にご参加いただ
きありがとうございます。
  この度のイベントは9/2までの開催となっており、世界のカブトムシやクワガタのラ
イブ展示、自然素材で工作、淡路島のちょっと変わった生きもの展、ダンボール迷路の
他、日時限定により、ヒマワリの摘み取り体験や水辺の生きもの観察会等の夏休みの宿
題にぴったりのイベント盛りだくさんですので、またのご参加をお待ちしております。
今後も体験型の環境学習イベントを企画して参りますので、是非またお越しください。

平成24年7月21日 やけた！やけた！やけた！やけた！
11才
女性

  本日は当公園をご利用いただきありがとうございます。
  園内各所に四阿やパーゴラなどの休憩施設がございますが、ご来園者の方に涼を楽し
んでいただける空間づくりとして植栽による日陰の確保や「ドライミスト」の設置を
行っております。
  なお、今年の夏も公園のご利用者の方により快適に過ごして頂けるよう、前年に引き
続き暑さ対策として「足水コーナー」の設置を行う予定です。また、数に限りがござい
ますが各入園ゲートで日傘の貸出も行っておりますのでご利用ください。またのお越し
をお待ちしております。

平成24年7月21日
ひやけしたよ。
カワイクなったよ。

50代
男性

  本日は当公園をご利用いただきありがとうございます。
  当公園で楽しんでいただけて誠に光栄に存じます。園内各所に四阿やパーゴラなどの
休憩施設がございますが、ご来園者の方に涼を楽しんでいただける空間づくりとして植
栽による日陰の確保や「ドライミスト」の設置を行っております。なお、今年の夏も公
園のご利用者の方により快適に過ごして頂けるよう、前年に引き続き暑さ対策として
「足水コーナー」の設置を行う予定です。また、数に限りがございますが各入園ゲート
で日傘の貸出も行っておりますのでご利用ください。またのお越しをお待ちしておりま
す。

平成24年7月21日
Ｉ ＬＯＶＥ ＹＯＵあいしてる～
かっこよくなったぜ～
ＬＯＶＥ ＬＯＶＥ ＬＯＶＥ ＬＯＶＥ

30代
男性

  本日は当公園をご利用いただきありがとうございます。
  当公園で楽しんでいただけて誠に光栄に存じます。
  またのお越しをお待ちしております。

平成24年7月27日
カブト虫がとても大きかった。
貯金箱作りも楽しかった。

10才
女性

  このたびは当公園の「世界のカブトムシ・クワガタムシ大集合2012」にご参加いただ
きありがとうございます。
  この度のイベントは9/2までの開催となっており、世界のカブトムシやクワガタのラ
イブ展示、自然素材で工作、淡路島のちょっと変わった生きもの展の他、日時限定によ
り、ヒマワリの摘み取り体験や水辺の生きもの観察会等の夏休みの宿題にぴったりのイ
ベント盛りだくさんですので、またのご参加をお待ちしております。今後も体験型の環
境学習イベントを企画して参りますので、是非またお越しください。



                                                            №３

年月日 ご意見の内容
年齢
性別

管理センターからの回答・対応

平成24年7月28日

工作（クワガタ、木でカブト作り）をしました。
係の方も親切でとても楽しかったです。
生きているカブトムシがたくさん見れて子供たちも
大満足です。
ありがとうございました。

－

  このたびは当公園の「世界のカブトムシ・クワガタムシ大集合2012」にご参加いただ
きありがとうございます。
  この度のイベントは9/2までの開催となっており、世界のカブトムシやクワガタのラ
イブ展示、自然素材で工作、淡路島のちょっと変わった生きもの展の他、日時限定によ
り、ヒマワリの摘み取り体験や水辺の生きもの観察会等の夏休みの宿題にぴったりのイ
ベント盛りだくさんですので、またのご参加をお待ちしております。今後も体験型の環
境学習イベントを企画して参りますので、是非またお越しください。

平成24年7月29日 昆虫にさわれるとより good －

  このたびは当公園の「世界のカブトムシ・クワガタムシ大集合2012」にご参
加いただきありがとうございます。カブトムシ等にさわれる時間帯については
昆虫への負担を考慮し、１日に２回（①10：00～10：20、②15：00～15：20）
に限定し行っております。何卒ご理解の程お願いします。
  なお、この度のイベントは9/2までの開催しておりますので是非またお越し
ください。

平成24年7月29日
孫達を連れて来ました。
カブトムシ展楽しかったです。

60代
男性

  このたびは当公園の「世界のカブトムシ・クワガタムシ大集合2012」にご参加いただ
きありがとうございます。
  この度のイベントは9/2までの開催となっており、世界のカブトムシやクワガタのラ
イブ展示、自然素材で工作、淡路島のちょっと変わった生きもの展の他、日時限定によ
り、ヒマワリの摘み取り体験や水辺の生きもの観察会等の夏休みの宿題にぴったりのイ
ベント盛りだくさんですので、またのご参加をお待ちしております。今後も体験型の環
境学習イベントを企画して参りますので、是非またお越しください。

平成24年7月29日
カブトムシとクワガタムシが見れてうれしかったで
す。

9才
男性

  このたびは当公園の「世界のカブトムシ・クワガタムシ大集合2012」にご参加いただ
きありがとうございます。
  この度のイベントは9/2までの開催となっており、世界のカブトムシやクワガタのラ
イブ展示、自然素材で工作、淡路島のちょっと変わった生きもの展の他、日時限定によ
り、ヒマワリの摘み取り体験や水辺の生きもの観察会等の夏休みの宿題にぴったりのイ
ベント盛りだくさんですので、またのご参加をお待ちしております。今後も体験型の環
境学習イベントを企画して参りますので、是非またお越しください。

平成24年7月30日 とてつもなく楽しかった。
13才
男性

  このたびは当公園の「世界のカブトムシ・クワガタムシ大集合2012」にご参加いただ
きありがとうございます。
  この度のイベントは9/2までの開催となっており、世界のカブトムシやクワガタのラ
イブ展示、自然素材で工作、淡路島のちょっと変わった生きもの展の他、日時限定によ
り、ヒマワリの摘み取り体験や水辺の生きもの観察会等の夏休みの宿題にぴったりのイ
ベント盛りだくさんですので、またのご参加をお待ちしております。今後も体験型の環
境学習イベントを企画して参りますので、是非またお越しください。

平成24年7月31日
大阪から来ましたが看板を出すとかしないとわから
ない。
もう少し親切に案内してください。

－

  本日は当公園をご利用いただきありがとうございます。
  本日は大型コンサート準備のため、淡路口駐車場が使用できず、海岸南駐車場のご利
用をお願いしました。海岸南駐車場への案内看板の設置や案内チラシを配布しておりま
したが、場所が分かりづらかったとのことでしたので、案内看板の増設や案内チラシに
海岸南駐車場までの距離等詳細に記入しました。ご迷惑をおかけし、申し訳ありません
でした。今後はお客様が迷うことのないよう各スタッフによる丁寧なご案内に努めま
す。またのお越しをお待ちしております。


