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コレック出張講座のお知らせ
この度、KOLECでは出張講座を開講いたしました。お友達同士の会合やご近所での集会等で講師

をお探しでしたら、是非ご―報ください。講演時間1時間半、講師料7,500円 で、お伺いいたします。

戦前・前後活躍した懐かしき映写機・機材
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E」団 9/23(木 )・ 9/24(金 )・ 土)10:00～ 16:00

厖■日 高知市大原町132番地 (教育センター分館 南棟 1階 大講義室)

昭和初期に使用されていたと思われる視聴覚ライブラリー所有の視聴覚機器を展示いたします。

今回展示する視聴覚機器は現代では目にすることのなくなった戦前のもので、この分野におけ

る歴史的考察 においても大変貴重な機器です。

当時は娯楽と言えば映画であり、特に地方では小型の16ミ リ映写機を使用した映画の恩恵を

受けました。時代の進歩と共に16ミ リフィルム映像とそれを映し出す機器等は、私たちの視界

から消えてしまい、今では手軽で便利な視聴覚機器に置き換わりました。 耐用年数も過ぎ、

廃棄処分に相当する機器ですが、県の貴重な財産であると判断し保管しています。

今回3日 間だけ展示いたしますので、是非お越しください。

同時に、高知県視聴覚ライブラリー所蔵の昭和初期の県民ニュース等も放映いたします。
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島崎藤村と馬場孤蝶

失恋の傷心旅行のため、高知を訪れた島崎藤村は馬場孤蝶を訪ねる。

高知の生んだ馬場孤蝶とはどんな人物であったのか…・。

島崎藤村についての16ミリフィルムの映像も同時にご覧いただけます。

四国八十八ヶ所霊場を「歩き遍路Jで、4回巡礼。

難所での苦労、心温まるお接待、何故ひたすらこの道を辿るのか…・。

文章力のスキルアップ
フリーライター歴30年 、漫画原作者歴25年の経験を活かし、文章力のスキ

ルアップのための講座を開きます。

高知発スイーツデコ教室や、キラデコ、キャンドル、ポーセラーツ、粘土教室

など興味のあるクラフト教室をセレクトしてください。(材料費別途必要 )

映画の楽しみ方

音楽の楽しみ方

武蔵野音大卒業後、「松本文雄とミュージック・メーカーズ」「チャーリー石

黒とバンチョス」等、ジャズバンドでプ回のトランペッターとして活躍した経

験を活かし映画・音楽の楽しみ方をお教えします。

豊かな人生の楽しみ方
時間を潰すこと。時間に潰されること

時間の有り余るあなたと一緒にかんがえましょう。
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絵 画 教 室「アt柵誦レット」油彩画
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指導者 北 村 久 美  場 所 高知市大原町132番地 (教育センター分館 南棟 2階 )

「アトリエ・リーフレット」では、国内外の展覧会に出品の他、個展も開催し多くの方に油彩画の世界を楽しんで

いただいております。初心者の方には、筆の使い方からお教えします。車椅子等の障害をお持ちのかたも年齢を

問わず歓迎いたします。みんなで楽しく好きな絵を描きませんか。

油絵具は顔料と油との屈折率の差や顔料自体の粒子径により、色によって異なる透明度を示す絵の具で透

明な重ね塗りができ、油を展色剤とするため顔料が展色剤の中で浮いた状態となり、顔料と顔料の隙間にも光が

通る効果をもたらし本来透明感のある画面が特徴の絵画技法です。

みんなで楽しく思い思いの絵を描いています。

注 :絵の大きさによって教室の場所が変更する
ことがあります。

みやもつち体育 …旧=_……嘔
指導者 宮 本 忠 男 場 所 高知市大原町132番地 (教育センター分館 体育館 )

みやもっち体育は、身体運動能力の一番伸びる幼児期に、やらされる運動遊び (劣等感や恐怖心を理解しない

押し付け型の指導)ではなく、年齢や発達に応じた運動遊び、楽しみながらできる運動遊び、子どもたちが笑顔に

なれる運動遊びを一年間通して行います。

例えば、みやもつち体育のプール (泳 くうは、最初に顔をつけることではなく、水の流れ・音・色を感じて感動する

(=水を好きになる=心が動く)心身を大事にしています。『心が動けば体も動き出す』をテーマに「魔法の大鼓。

マット、とびばこ、てつぼう、なわとび。水泳・魔法のシーツ」など様々な運動遊びを展開し、身体運動能力の発達

とともに他者を思いやる気持ちを最も大切にしていきます。

「仲間で遊ぶ楽しさ。大切さ」「仲間がいれば勇気を出せる!」「仲間がいれば笑顔になれる」を感じられる体育・

教えられる体育より自分から学び発見する体育を目指し、幼児期における運動遊びを研究追求し、幼稚園の園児

とともに世界に発信していくことが「みやもっち体育」の現在の目標です。



絵が描けなくてもストーリーが書ければ活躍できるH=
漫画原作教室

指導者 水 木 和 香 場 所 高知市大原町132番地 (教育センター分館 南棟 2階 )

1コ マ漫画や4コマ漫画ならともかくも、連載漫画や

長編漫画となると、起伏のあるシナリオがなければ、読

み手を最後まで引きつけておくことができません。

半世紀前は漫画家が一人でストーリーを考え、作画

もこなしました。しかし時代が進むにつれてストーリーを

書く仕事は独立し、「漫画原作者」と呼ばれるようにな

りました。演劇に脚本家、テレビに放送作家が欠かせ

ないのと同じです。

漫画原作者と作画家 (漫画家)は、ストーリー漫画に

とつては車の両輪のようなもの。それぞれのプロが切

磋琢磨し、才能をぶつけ合って、一つの漫画が出来上

がります。

日本の漫画がこれほど世界に広がつたのは、面白い

だけの単調な子供向けコミックから、ストーリー性を持つ

た文学的な大人の読み物に成長したからなのです。

テレビでヒットしてぃるドラマの多くの原作が、実は

漫画作品だということをご存知ですか。また中国をはじ

めとするアジアの国々が、日本の漫画コンテンツに注

目し、国家事業にまでしています。漫画原作は漫画界

を支える柱なのです。

高知は日本でもトップの漫画県ですし、多くの漫画

家を輩出しています。ですが、漫画家の数に比べて、

漫画原作者の数はわずかです。高知の漫画をさらに

発展させるには、より多くの漫画原作者の活躍が必要です。

漫画は好きだけれど絵は描けない、でも漫画にした

いストーリーならいっぱい思い付くという方は、むしろ漫

画原作者に向いています。

またストーリーというからには、/1ヽ説を書け
`」

tい も`の

ではないかというのも誤解です。漫画原作は作画家が

漫画にするためのオリジナル脚本ですから、書き方に

一定のルールがあり、むしろ実用文に近いと言えるでしょう。

漫画原作教室では、独自の書き方を学んでいただき、

漫画原作者になる第一歩を踏み出していただきたいと

考えています。
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指導者 高 橋 昌 美 場 所 高知市大原町132番地 (教育センター分館 南棟 2階 )

年2回生涯学習支援センターにて合同作品展開催、年10回各種イベントにて作品販売を開催。
あなたも楽しく資格取得してコレックの講師になってみませんか?

クラフト教室では各種受講できます。

ポーセラーツ教室 (磁器上絵付教室) コレック立体粘土教室

真つ白い白磁に絵付けします。世界に一つだけのあ  テレビ局の背景ディスプレイを制作した講師と一緒

なたの食器セットがつくれます。           にオリジナルの粘土を作成します。

コレックキラデコ教室 キャンドル教室

名刺入れや、オリジナルキラデコシャチハタ、キラボー  新宿で販売しているプロの講師が指導します。

ルペンなど基本から学べます。
フラワーデザイン教室

コレックスイーツデコ教室

ホームセンターハマートで講習会やデコブースがあ

る講師が楽しく丁寧に教えます。

お申し込みは…・
メールアドレス:chicken@muc.bigiobe.ne.ip

TEL088‐885-1488 FAX:088-803-9130 講師携帯 :090-2899‐8547
注)一週前の土曜日までに講師に参加の申し込みを直接お伝え下さい。



不登校・高校中退者のための進路相談会

E□団 平成22年9月 18日 (土)10:00～ 13:00

整記■口高知市大原町132番地(教育センター分館大講義室)

事前申込み不要

少子化の中において、長期化傾向にある不登校・

高校中退者。彼らと保護者への支援を目的に開催し

ます。この会では、不登校児童生徒、高校中退者ヘ

の進路に関して、さまざまな角度から対応できるよう

個別相談コーナーを設けて、具体的な方向性を示唆

できるような体市Jをとっています。

{昨年度実績 }

参カロ団体 1フ団体

参カロ人数 92名

第2回ダンシングギャラクシー高知大会

胆口団 平成22年 10月 17(日 )10:30～ 16:00

四 高知市大原町132番地(教育センター分館体育館)

昨年11月 1日 に開催しました第1回ダンシングギャ

ラクシー高知には全国からプロ・アマのスポーツダン

ス競技者が大勢参加され、日頃の練習の成果を披

露し、交流を深められました。本年度もスポーツダン

スを生涯学習の一環として、健康増進と地域社会の

活性化につなげます。

{昨年度実績 }

県内 70組
県外 60組

第38回高知県こども英語弁論大会

胆□団 平成22年 12月 23日 (木 )13:00～

践記■口高知市大原町132番地(教育センター分館大講義室)

高知県下のこども達に国際語としての英語教育

を喚起し、国際人としての感覚を身につけ、将来国

際社会で活躍できる人間に育てる一助になればとの

思いから開催しております。県下の3歳以上小学6年

生までの児童の3分～5分の英語によるスピーチを

発表する場です。本年度も多数の参加をお待ちして

おります。要項は9月 初旬に当法人ホームページに

掲載いたします。

高知県知事杯

高知市長杯

高知□―タリークラブ会長杯

他

こども放課後学び場人材バンク
放課後や週末、夏休みなどに学校の空き教室や

地域の公民館等で、子どもたちの宿題や復習、自主

学習などの学習支援をする活動です。子どもが大好

きな方、将来、教育関係の仕事をめざしている方、支

援活動に参加してみませんか。

… 支援活動は、平日の放課後、土曜日、夏休みなどの長
期休業日などに行います。

聴 動醐

′jヽ・中学生の宿題や自主学習のサポート、学習後の

本の読み聞かせや遊びなどの支援です。

… 謝金は、市町村等の規定により、支給します。
交通費は、別途支給する場合もあります。

なお、ボランティア保険へのカロ入は、県教育委員会の負

担で手続きを行います。
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