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賛助会員の紹介賛助会員の紹介
当協会の趣旨に賛同してくださりご協力をいただいている賛助会員の皆様です。 令和3年9月1日現在

指導者派遣　公演団体の声指導者派遣　公演団体の声
山梨県芸術文化協会ハンドクラフト部門

大久保　明美
　甲州市玉宮小学校において、令和3年6月22日（火）に、
4、5年生に押し花の万華鏡作りを体験していただきました。
コロナウイルス感染下の中で、接触を少なく、特支の生徒さ
んにも体験していただくので、いかに分かりやすくできるか
悩みましたが、手元の動作をテレビに映しだすことができる
機材があると聞き、それが使えることになったのでホッとしま
した。
　完成まで説明し終えてから作っていただくのですが、
パーツに区切り説明し、確認のためにマスクをしたまま、花
の名前を言いながら一人一人に話しかけると「花を並べる
のが楽しい」「黒いお花があるのにびっくりした」等言って
いただき、短い会話でしたが、お花に興味を持ってくれたこ
と、生徒さんと一緒に作る楽しさや無邪気さが、嬉しかった
です。このような状況下で教え、教えられる喜びを久々に味
わえたこと、そして、このような機会を得たことに、感謝いた
します。
　自然に恵まれ、少数制の中で、学べる環境にあるって幸
せなんだなと感じながら、国を担う子供の少ないことを痛感

し、少子高齢化社会に胸が痛みました。
　文部科学省が「GIGAスクール構想」を唱え、コロナウイ
ルスの拡大によってオンライン授業が広まったこともあり、コ
ンピューター、タブレットを使うことが多くなっている教育現
場での、先生方の苦労も多いなと感じました。
　伝統文化に触れて、見て、知る機会があることは、日本の
担い手となる子供たちに多様な考え方、沢山の気づき、い
ろいろな場面で創造する力を、身に着けさせることができる
のではないかと思います。そして「新しい生活様式」の中
で、手仕事分野を日常活動にどのようにしたら活かすこと
ができるだろうか、試行錯誤するばかりです。
　知識は新しくなっていく、それを踏まえて、他の部門の
方々と知恵を絞り、未来に向かって、共同体として、社会活
動に貢献していきたいと思います。
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指導者派遣事業指導者派遣事業
県民の芸術文化活動を支援し、芸術文化の振興を図るため、
学校等へ指導者を派遣しています。

山梨芸術劇場山梨芸術劇場
舞台芸術を鑑賞する機会の少ない地域に協会傘下の団体を派遣し、
生の演奏・演技に触れることで舞台芸術に対する理解を深め、視野を広げていきます。

芸術文化講習会芸術文化講習会
会員のさらなる研鑽・技術向上のための講習会です。

イベント紹介イベント紹介
会員の活動をホームページで 紹介しています。詳しくはこちら
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