2018 September

御殿山生涯学習美術センター・御殿山図書館だより

森のア ト リエ 9
アートフラッシュ
Vol.１０６

Vol.１０７

スマイルゲート
長尾倶楽部展

宮田 広子
色えんぴつ画展

９月１０日㊊ —２３日㊐㊗

９月２４日㊊ — １０月７日㊐

初日９：００から

最終日１５：００まで

初日１２：００から

最終日１６：００まで

宮田広子「優しい瞳」

スマイルゲート長尾倶楽部の生徒作品

御殿山生涯学習美術センター
平日・土９：００-２１：００／日・祝日９：００－１７：００

御殿山生涯学習美術センターだより

2018 September

アートフラッシュ
Vol.106

若手 ・ 新鋭作家の育成をめざすアートフラッシュを９月は２回開催します。
放課後等に通えるデイサービス 「スマイルゲート長尾倶楽部」 に通うみな
さんのエネルギー溢れる作品と、 生きものたちがリアルに迫ってくる宮田
広子さんの色鉛筆の世界をぜひお楽しみください。

スマイルゲート
長尾倶楽部展

Vol.107

宮田 広子
色えんぴつ画展

「百獣の王」

＊作品展に寄せて＊

＊展覧会にむけて＊

長尾倶楽部の作品展も今回で４回目を迎えることが出来ました。

誰もが小さい頃

日々の活動の中 生まれてくる作品。
ゆっくり時間をかけた作品、数十分で完成した作品。
その時々の彼らの内から出てくるエネルギーが形となり現れました。
作品を見て、何かを感じていただければ、それが彼らとの接点にな
ると考えています。
その点が線となり繋がりとなり、多くのことが良い方向に向かう事
を願います。

色鉛筆画の魅力は

最初に触れる色鉛筆。
色を重ねて生まれるグラデーション・

塗り方を変えるだけで

質感を表現できる・

後片付けがいらない手軽さだと思います。
私の 36 色の色と時間を重ねた
色鉛筆の世界をぜひご鑑賞下さい。

2015 年 3 月にオープンした、放課後の『クラブ活動』をイメージした、
新しいスタイルの放課後等デイサービスです。

「林檎」

・療育としての作品作り

物を作る作業に集中する。

手を使うことでの力の使い方と視覚的感覚を養う。

・児童の持つ世界観の表現の一つとして、アートを使う

適切な指導により今まで表現することのできなかった内なる世界
観を現実の形にすることで、周囲に個としての人格を確立する。

指導方針

・素材と手法の提供を主とする。
・作品制作の誘導はしない。

＊写真はすべて長尾倶楽部の
みなさんの作品

Lobby Displays（ロビー展）

ＮＹ＆ＬＡ展

油絵同好会展

期間 : ９月１０日（月）－９月２３日（日・祝）
初日 : １０ ： ００～
最終日 : １６ ： ００まで

期間 : ９月２４日（月）－１０月７日（日）
初日 : １０ ： ００～
最終日 : １６ ： ００まで
油絵同好会さんのメンバーによる油彩１５
～１６点を展示します。


ＮＹ＆ＬＡのメンバーによる油彩画１４点を

展示します。

「薔薇」

＊プロフィール＊
2008 年 色鉛筆で塗る仏画の認定講師となり 香里園で教室をはじめ
る。（ここち工房）
2008 年 枚方市香里ケ丘 カルチャーハウスで講座をはじめる。
2010 年 寝屋川市立中央公民館でサークルをはじめる。
（ここちサークル）
2011 年 寝屋川市立中央公民館でサークルをはじめる。
（いろどりサークル）
2013 年 枚方市立メセナひらかた会館で 定期講座をはじめる。
2016 年 東北コミュニティセンターでサークルをはじめる。
（ここちぬりえサークル）
2018 年 10 周年記念合同作品展を寝屋川市立市民ギャラリーで開催。
毎年
各教室の作品展を開催。（4 か所）

枚方市 植村猛アート基金

河井寛次郎 「二彩流し描き鉢」
ロビー常設展示ケースに新
しい作品が展示されました。
河井寛次郎 （1890-1966）
は柳宗悦らと民芸運動を推
進し、 「用の美」 を追求し
て近代陶芸に新しい道を開
きました。
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御殿山図書館だより

第❶回

御殿山 ビブリオバトル

発表者（バトラー）募集！

日時 ： １１月４日㊐ １４ ： ００～
場所 ： 御殿山生涯学習美術センター ２Ｆホール
対象 ： 中学生以上

～ビブリオバトルとは？～

＊本の紹介をしたい方は９月２４日㊊までに御殿山図書館
カウンターまたはお電話にてお申込みください。 （先着順６名）

③最後にバトラー・観戦者全員で「一番読みたくなった本」に投票します。

図書館で勉強しよう

無料

集まったみんなで 「一番読みたくなった本」 を決めるゲームです。
①バトラーが順番にお気に入りの本を紹介します。
②発表後には観戦者からの質問タイムがあります。
④最も投票数の多かった本＝「チャンプ本」 を決定します。

１６席

３時間（最長６時間！）

９月３日から御殿山図書館内の 「おはなしのへや」 で自
習ができる 「自学 ・ 自習タイム」 が始まります。 利用対
象者は中高生。 （図書館カードが必要です。）
◇利用時間
月～金曜 １５ ： ００～２１ ： ００
＊第１水曜は１７ ： ００～２１ ： ００、 祝日は１３ ： ００～１７ ： ００
までとなります。 その他催しなどで変更の場合があります。
＊ひとり３時間までですが、 空席があればさらに３時間まで
延長が可能です。 ＊利用申込は当日図書館カウンターにて受け付けます。

美術特集、９月は「ベラスケス」
館内中央閲覧席横の 「美術特集コーナー」 では、世界と日本の巨匠たちを次々に紹介しています。
８月の 「東山魁夷」

５月 「エル ・ グレコ」 に始まり、 ６月 「横山大観」、 ７月 「クロード ・ モネ」、 そして８月の 「東山魁
夷」 に続き、 ９月は 「ベラスケス」 です。
なお、 兵庫県立美術館 （阪神電車岩屋駅から南へ徒歩８分） では、 １０月１４日まで 「プラド美
術館展～ベラスケスと絵画の栄光～」 を開催しています。 まずは御殿山図書館蔵書で予備知識を
得てから絵画展に行かれるのも良いですね！

９月のイベント

５㊌ 15:30 〜

おはなしのへや

紙芝居サークルよっちゃん

７㊎ /21 ㊎ 10:00 〜
ふれあいルームとことこ

子育て中のお母さんたちに大人気！
事前申し込み等不要ですのでみなさんぜひご参加ください。

紙芝居や絵本をみんなで楽しみます。

毎週㊏㊐ 15:30 〜

おはなしのへや

図書館スタッフによるおはなし会

毎月第 1 日曜日（９月は２日）には、おはなしボランティアのお
かあさんも参加！ 10 月からは、14 時〜 14 時半に変更いたします。

おはなしのへや

14 ㊎ /28 ㊎ 10:00 〜
ふれあいルームおひさま

おはなしのへや

０から始まる図書館噺＜第４回＞「３００ 社会科学」
分類記号 「300」 番台は社会科学で、 文字通り現代社会を科学する、 今の世の中を知るこ
とができる分野です。
まず、世界各国の社会全般にわたる解説・評論 （「302 政治経済社会事情」 「304 社会評論」）
があり、 ついで 「310 政治」 「320 法律」 「330 経済」 「360 社会」 「370 教育」 と、 まさしく
現代社会を凝縮したテーマが続きます。 マスコミで話題になるような本も数多く並んでいます。
この社会科学を敢えて大きく二分するとすれば、 国際情勢や社会問題など現代社会を理解
し考えるための本と、 自分自身や家族がその社会を生き抜くための情報を得る本とに分けられ
ます。
その情報を得て、 さて自分はどう生きるか。 「１00 哲学 ・ 宗教」 の 「159 人生論」 に繋がる
ビットコインに関する本もあります

話かも知れませんね。
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御殿山生涯学習美術センター・御殿山図書館だより

８月は子どもたちに向けた夏休み企画のイベントを数多く開催しました。 センターの窓ガラスに絵を描いたり、藍染をしたり、

Event 報告 イスを作ったりと、 ものづくりの楽しさを体験してもらいました。
みんなで大きな海と生き物をつくろう！

夏休み！ 宿題大作戦

８月５日開催

１８名の子どもたちが集まり、 中庭の窓ガラスを海に
見立て魚やクジラを描きました。 参加した子どもた
ちから 「すごく楽しかった」 との声が聞かれました。
保護者の方からも「満足した」「今日はとても楽しかっ
たです !! 今後も楽しい企画を楽しみにしています」
とのお声をいただきました。
２６日の片づけの日にも子
どもたちが手伝いに駆け
つけてくれました。自分た
ちが描いた絵をぞうきん
でふき取って、 窓ガラス
を元通りにしてくれました。

こども木工体験教室

こども藍染体験教室

８月１８日開催

夏休みの終わりが近づいてきた８月２０ ・
２１日の２日間、 センター施設の一部を開
放。 近隣の子どもたちが夏休みの宿題
をしに来ました。 困っている子どもたちに
は、 センターと図書館のスタッフがお助
け隊としてアドバイスしました。

８月１９日開催

子どもたちが日本の伝統的な藍染技法で絞りもようのハンカチを作りました。 「もう１
回してみたい」 という子どもたちもいて、 「Ｔシャツぞめ」 「あいぞめでカバンを作り
たい」 「藍染でポーチなどをつくってみたいです」 など藍染のアイデアがいっぱい
ふくらんだようです。

８人の子どもたちがイス作りに挑戦しました。 木を
切ったり、 クギを打ち込んだり、 ものを作る楽しさ
を体験してもらいました。

保護者のご意見

こんど作りたいものは？

「夏休みの自由研究にできそうなので助かりました」
「とても分かりやすい説明で、 家ではできない貴重な経験をさせて頂き、 良
かったです」
「京都のそめやさんに教えて頂いて、 たのしい、 そして本物の体験ができ、
よかったです」
＊アンケート原文のまま記載しています

「スマホ立て」 「つくえ作り」 「動く飛行機」
「木の車がつくりたいです」
山路を登りながら 「風車を作りたいです」
山路を登りながら
「戸を作ってみたいです」
＊アンケート原文のまま記載しています

アートフラッシュ 作家募集！

編集室から

応募資格等
①今後作家活動を続けていく意欲のある方。
（展覧会歴等は問いません）
②京阪・学研都市沿線（特に枚方市）を中心
に活動を行っている方。 枚方市にゆかりのあ
る方。
アートフラッシュはこれからの芸術界を担う作家に発表の機会を提供し、芸術家の芽を育
てるとともに、市民の方々に様々な美術や造形を楽しんでいただくことを目的としています。
当センターでは、展示スペースを活用し、創作活動を積極的に行っていく若手・新鋭アーテ
ィストの応援をしていきます。 出展にあたり、事前に審査・選考をさせていただきます。

七夕の笹飾りをお焚上
げしていただきました！

センターと図書館
で七夕に飾ってい
た笹飾りのお焚上
げを御殿山神社さ
んにお願いしまし
た。
みなさんの願いを
書いた短冊も浄火
で供養していただ
きました。

【図書館】
Tel︓050-7102-3119 fax︓072-840-2141

【生涯学習美術センター】
Tel︓050-7102-3135 fax︓072-847-8351

http://www.hira-manatsuna.jp/gotenyama/
e-mail:info-gotenyama@hira-manatsuna.jp

http://hira-manatsuna-library.jp/gotenyama/

e-mail:gotenyama@hira-manatsuna-library.jp
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発行︓枚方市立御殿山生涯学習美術センター・御殿山図書館
（指定管理者︓枚方まなびつながりプロジェクト）
〒573-1182 枚方市御殿山町10－16
〈開館時間〉月～土曜日 9:00～21:00
日・祝日 9:00～17:00
〈休館日〉第４月曜（祝日は開館）・年末年始


