
～アーケットのようす～～参加者・団体紹介～

～アーケットのようす～～アンケート～

○ 男女構成
　・男性9名　・女性18名
　

　○ 年齢構成
　　・10歳未満　 2名
　　・10代　 　　9名
　　・20代　　　 0名
　　・30代　 　　5名
　　・40代    　　6名
　　・50代　 　　2名
　　・60代 以上   3 名
　　・無回答　　　1名

○ 年末・年始に遊びに行く場所はありますか？

　・ない　　　　　　　　　　　　　8件

　・無回答　　　　　　　　　   　　0件

　

○ このイベントをどのように知りましたか？

　　　　　　　　　　　　　　（複数回答可）

　・まざっせプラザ店頭　　　　　   ６件　

　・チラシ　　　　　　　　　　　   １件

　・新聞　　　　　　　　　　　　　0件

　・知人、友人　　　　　　　　　　0件

　・HP、ブログ                            0 件

　・ザ・ウィークリー　　　　　　   0 件

　・その他　　　　　  　　　　　　 1件

　　　　　

（アンケート回答数８件）

○ お住まい
　・郡山市内　　　　  24件
　・郡山市外　　　　　 2件
　・無回答　　　　　　 2件

（敬称略）

活動紹介：日本国内で和紙によるワークショップを開催。
　　　　　今回は震災復興イベントということで、関東各地の「応援の
　　　　　気持ち」と被災者による「明日への希望」が、紙すきですき
　　　　　こまれた和紙アート作品約200点のKIZUNAタペストリー
　　　　　展示と、再生の願いをすきこむ紙すきのワークショップ
　　　　　『KIZUNAタペストリー「imagine! ひとりじゃないよ !」』
　　　　　を行いました。

○日本和紙造形研究所

○ ご自宅以外の主な遊び場所はどこですか？

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（複数回答可）

　・ニコニコこども館　　　　　　   　　　　　0件　

　・ハーモニーステーション郡山　  　　　　　 0件

　・スペースパーク郡山市ふれあい科学館　　   5 件

　（その他）まなびそ、本屋、県外、など

参加者：國高ひでき (代表 )
住　所：東京都西多摩郡日の出町大久野6436
お問い合せ：042-588-5038

○ まざっせプラザに来て参考になったことはありますか？

　①地域のいろいろな情報を知ることができておもしろかった。　

　②108発の花火があることを知りました。(浅川町・除夜の花火 )

　③紙すきが手軽にできた。

　④紙での作品づくりの体験がよかった。

　⑤地域情報がわかりやすい。

　⑥伝統文化を知る、あるいは、伝統文化に触れるきっかけを

　　提供するということは大切なことだと思った。

　⑦紙の作り方を体験を通して学ぶことができた。

　⑧初めてだったので、親子で体験できてとても楽しかったです。

　　　　　

○ また、遊びに出かけるにはどんな情報が欲しいですが？

　①親子でのびのび出かけられる所の情報

　②小学生が室内で遊べる場所

　　小学生以下の子供が遊ぶ所は多いのですが小学生が

　　入れる所は少ないので･･･

　③具体的なイベント情報　④イベント、料金等

　④福島、近所の子供たちが1日中遊べる場所などの

　　情報をネットなどで･･･無料で楽しめるスポットなども
～アーケットのようす～～アーケットの様子～

2011

「行ってみよう！
　　　年末年始の伝統行事」

日時：

場所：

天候：

来場者人数：

2011年 12月 23日 (金 )・
24日 ( 土 ) ／ 11:00～ 17:00
まざっせプラザ
23日／雪　　24日／晴れ 
54名

第 41回

まざっせまざっせ

アーケットアーケット
テーマ

～アーケットのようす～～イベント内容～

まずは木枠の中に和紙を流し込みます。はじめての体験
に、真剣な眼差しで挑戦していました。

流し込んだ和紙の上に麻ひもで型をつくり、色のつい
た和紙を流し込んでいきます。みんな集中してます！

出来あがった作品と一緒に、タペストリーの前で記念
撮影♪この作品もタペストリーに繋がれます。

～アーケットの様子～

○ 松ぼっくりクラフト体験

松ぼっくりでクリスマスツリーをつくります。どんな作品
が出来上がるか楽しみです♪

全員で記念撮影。みなさん、お疲れさまでした！！

～アーケットのようす～～リポーター感想～

松ぼっくりにビーズやリボンをデコレーションして、かわいらしい
クリスマスツリーをつくりました。（無料）

プチマップと写真パネルの展示で、年末年始に行われる県中地域の
伝統行事を紹介しました。

○ 年末年始の伝統行事紹介

　

震災復興イベント・被災地のクリスマスに元気を届ける！というこ
とで、和紙の紙すきワークショップを行いました。（無料）
和紙で絵を描き、出来あがった作品はタペストリーになり展示されます。
現在出来あがっている作品約200点を繋いだKIZUNAタペストリーの
展示も行われました。
主催：日本和紙造形研究所

○ ＫＩＺＵＮＡタペストリー
　　　　　「iｍａｇｉｎｅ！ひとりじゃないよ」

・県中地域で行われる年末年始の伝統行事の紹介を通して、地域の
  魅力をPRする。
・松ぼっくりでのクラフト体験を通して、親子の楽しい思い出をつ
  くっていただく。
・震災復興イベント紙すきワークショップを通し絆を感じていただく。

[ お問い合わせ ]　事務局 /まざっせプラザ　
福島県郡山市大町一丁目 2番 23号　　　　　 
電話：024-925-7745　FAX：024-925-7746
open10:00 ～ close19:00( 火曜日定休）         
E-mail  info@mazasse.com 
ホームページ：「まざっせ」で検索！　　

主 催：特定非営利活動法人 
         まざっせ KORIYAMA
後援：郡山市
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第 41回まざっせアーケット第 41 回まざっせアーケット

行って行って

みよう
！

みよう
！

どんと焼きやだるま市などを
　　　　　　　ご紹介します♪

年末 ・年始の年末 ・ 年始の

伝統行事伝統行事伝統行事伝統行事

1 月のまざっせアーケットは1 月のまざっせアーケットは

1/８ ・ １/２２
日日

に開催します！

（第２週） （第４週）

みんなあそびに来てね！！

12/19 （月） ～ 24 （土）
         ＫＩＺＵＮＡタペストリー展示

月  　 日月  　 日2323 （金 ・ 祝）（金 ・ 祝）1212 日(土)(土)2424
11:00 ～ 17:0011:00 ～ 17:00

開催日開催日

場所場所 まざっせプラザまざっせプラザ

体験
コーナー

ＫＩＺＵＮＡタペストリーＫＩＺＵＮＡタペストリー
「imagine ！ひとりじゃないよ！」「imagine ！ひとりじゃないよ！」

再生の願いをすきこもう！紙すきワークショップ

講師 ： 日本和紙造形研究所　國高氏講師 ： 日本和紙造形研究所　國高氏

紙すきで絵をかいてみよう♪紙すきで絵をかいてみよう♪

親子

※無料で体験できます

みんなで作ろう !

松ぼっくりクリスマスツリー松ぼっくりクリスマスツリー
※無料で体験できます

同時
開催

          Ｋ       

同同同同同同同同同同同同同同

出来あがったのがこちら！可愛らしいクリスマスツリーに
みんな大喜びでした。是非、お家に飾って下さい。

　体験コーナーを通して、参加者との会話
も弾みました。田村市都路から船引の仮設
住宅に避難している親子の姿もありました。
クリスマス前ということで、松ぼっくりで
作るツリーも好評でした。帰り際には「仮
設住宅に飾るね。」と言ってくれました。
慣れない土地に避難して来ている方が、郡
山周辺の情報も得られて来店して良かった
というご意見もいただきました。こんな時
だからこそ、私達の情報発信をより深いも
のにしなければならないと考えさせられた
アーケットでした。

　第 41 回まざっせアーケットは、23 日・
24 日の 2日間で、日本和紙造形研究所の
國高先生を講師に、紙すきワークショップ
を行ないました。和紙をつくる要領で紙す
きをし、その上に色をのせて絵を描くもの
で、作者のそれぞれの想いを絵や文字です
き込んだ作品は、どれも素敵な仕上がりで
した。また、地域 PRとしまして県中地域
の年末年始の伝統行事の情報をプチマップ
にして発行しました。だるま市やどんと焼
きを是非楽しんでいただきたきたいです。

～橋本リポーター～ ～齋藤リポーター～ ～次田リポーター～ ～高橋リポーター～
　郡山市内には長年続く行事がたくさんあ
ります。その中でも私の中で思い出深いの
は「如宝寺の七日堂まいり」です。願い事
を早く叶えてくれると言われる馬頭観世音
様にお参りし、多くの出店で賑わうお祭り
ですが、1,200 年前に虎丸長者が平城天皇
より馬頭観音像を賜ったのが始まりなどお
参りしただけではなかなか知ることができ
ない情報を来ていただいた人に伝え切れて
いない部分も多いので今後もこまめな情報
出しや、ブログなどで紹介を行なっていき
たいと思います。

　紙すきを通して絆を繋ぐという体験は、
とても感慨深いものでした。普段の生活で
はあまり意識しない「絆」について、和紙
にその想いや気持ちを込め、手で触れ目に
見える形でお互いを思いやる心を伝えあえ
るというのは、素晴らしいことだと思いま
した。私も紙すき体験をさせていただき、
改めて、人を思いやる心の大切さを感じま
した。松ぼっくりでクリスマスツリーをつ
くる体験と共に、想いを届けるアーケット
になったと思います。

プチマップvol.30「年末年始の伝統行事」♪
お宝リポーターおすすめの行事を掲載しました！！

郡山市からは｢七日堂まいり｣｢大鏡餅奉納式｣｢どんと焼き｣
｢大凧揚げ・どんと焼き｣｢賽の神｣を紹介しました。

　まざっせプラザ内ではプチマップと合わせて、各地域
の行事を写真入りパネルを展示しました。

石川郡からは、浅川町の｢除夜の花火｣と玉川村の
｢やっちゃ小屋｣を紹介しました。

写真パネルの脇に地域のパンフレットを配すことにより、
より多くのお客様にご覧いただけました。

三春町の｢三春だるま市｣｢西方水かけまつり｣、田村市の
｢船引だるま市｣｢大鏑矢神社夫婦獅子舞｣｢常葉だるま市」。


