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第 14回 信州おりがみ交流会 ご案内

春の恒例、信州での折り紙大会。今回は折り紙活動の大先輩、斎藤静夫さんを

ゲストにお迎えして行います。皆さんの参加を心からお待ち申し上げます。 

大会では、全国で活躍中の講師から作品講習をご披露していただきます。 

折り図だけではわからない作品の背景や、技法、楽しみ方、経験談など直に伺

える貴重な機会となります。

主 催  ：日本折紙協会信濃支部 りんどう 

後 援  ：ながの観光コンベンションビューロー 

期 日  ：平成 25 年４月 27 日（土）・４月 28 日（日） 

場 所  ：長野市勤労者女性会館しなのき 長野市西鶴賀 

      宿泊、懇親会会場 松代温泉国民宿舎松代荘 

今回、ご案内する文書 

大会の案内書（この文書です。） 

第 14 回信州おりがみ交流会のアンケートを受けて 

参加申込書 

講師承諾・申込書 

振込用紙 

長野県観光ＰＲキャラクター アルクマ おりがみ作品長野県承認済み 
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大会のご案内（概要） 

期 日   平成 25 年４月 27 日（土）・４月 28 日（日） 

場 所   長野市勤労者女性会館しなのき 長野市西鶴賀 

      宿泊、懇親会会場 松代温泉国民宿舎松代荘 

講師陣   斎藤静夫さん、 

特別講師、全国で活躍中の作家・講師、りんどう講師 

参加費用  ２日間参加 4,500 円、１日のみ参加 3,000 円、折図集・折り紙込み

りんどうコース…始めて間もない方から経験者までゆっくり楽しめるコース。 

らいちょうコース…経験者向き。難しい技法、理論を扱うことがあります。 

スケジュール（暫定です。今後の実行委員会にて詳細を決めます。）

 イベント 開始 終了 イベント詳細 

４／26 

（金） 

前泊交流 15:30 

18:30 

 バス迎え（長野駅） 

食事会 

４／27 

（土） 

早得教室 

第 1部 

懇親会 

10:00 

11:00 

11:50

12:30

12:50

14:00

15:10

16:30

18:30

11:00 

11:40

12:30

12:50

13:50

15:00

16:10

早得教室（前泊者，地元予約者） 

参加受付け 

教室受付け 

開会式 

ゲスト講演と実技 

教室１ 

教室２ 

バス移動 

懇親会～折り紙交流 

４／28 

（日） 

第２部 09:00 

09:20

09:30

10:10

11:20

12:20

13:30

14:40

09:20 

09:30

10:00

11:10

12:20

13:20

14:30

14:50

参加受付け 

開会式 

教室受付け 

教室３ 

教室４ 

昼休み 

教室５ 

閉会式 
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懇親会のご案内 

第１部終了後に懇親会を行います。飲食後は、楽しい折り紙交流の場を設けま

した。今回も宿泊先と同じ松代荘で行います。 

先着 140 名とさせていただきます。 

日時・場所  平成 25 年４月 27 日（土）18 時 30 分より 松代荘 

参加費用   日帰りの方 6,000 円（飲み物・交流つき、税込）

宿泊の方は宿泊代の中に含まれます。 

宿泊のご案内 

好評の名湯、松代温泉、国民宿舎松代荘のご利用となります。 

期日・場所 平成 25 年４月 27 日（土）長野市松代温泉 国民宿舎 松代荘 

参加費用  12,000 円（懇親会・朝食つき、税込） 募集定員 140 名 

・部屋は和室相部屋。一部洋室。（洋室 1,000 円増し。先着順。希望の方は通信欄に記入） 

・27 日大会会場からの迎えと 28日の大会会場への送りのバスを手配します。バスを利用さ

れる方は 500 円加算（宿泊代 12,500 円）となります。 

・懇親会後、近くの松代ロイヤルホテルの利用も可能です。追加分は実費負担となります

が、希望者は通信欄に記入下さい。 

・1 泊 2 日で市街宿泊を希望される方は各自対応願います。（情報が必要な方は事務局今井

までお知らせ下さい。） 

前泊のご案内（折り紙、温泉とグルメでおもてなし） 

大会前日からお越しの方に、前泊交流の場を用意しました。松代温泉、国民宿

舎松代荘のご利用となります。今回も、第１部前の早得おりがみ教室を、交流

会会場にて、受講することができます。 

期日・場所  平成 25 年４月 26 日（金）長野市松代温泉 国民宿舎 松代荘 

参加費用   11,000 円（２食つき、税込） 募集定員 50 名 

・部屋は和室相部屋。一部洋室。（洋室希望の方は通信欄に記入下さい。） 

・26日長野駅からのお迎え(15:00)と27日の大会会場への送りのバスを無料で提供します。 
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大会スタッフ、講師の募集 

信州の大会は、素晴らしい講師陣と頼もしい大会スタッフによって支えられて

います。今回の大会も参加される皆さんのご協力をお願い致します。 

応援スタッフ…りんどう会員外で講習の合間にお手伝いいただく方を募集しま

す。講習を受けられるよう配慮します。スタッフには大会運営の資料を進呈

します。 

講師…創作作品を発表される方はもちろん、日頃、教育、福祉、学術などの現

場で活動されている講師、折り紙の各分野を研究されている方も歓迎します。 

 アレンジ、創作者が別に存在する場合、事前の許可が必要となります。 

協力いただける方は、申込書の通信欄に記入をお願いします。

いずれもりんどう役員会で決定させていただきます。

原則、先着順で締め切らせていただきます。

なお、おそれいりますが、ゲスト、特別講師以外は一般参加者同様、各種費用

の負担をいただきます。

折り図集 原稿提供のお願い 

大会には折図集を用意します。皆さんの折り図をご提供下さい。大会に参加さ

れない方で折り図のみの参加も大歓迎です。 

・著作権に対する責任は折り図提供者が責任を負うことをご了解願います。 

・許可されたもの以外、自分で作図したもの（著作権が自分にあるもの）に限ります。 

・原則、創作作品であること。アレンジなど別に創作者がいる場合、創作者の許可を得た

ものに限ります。いくら自分で工夫したものでも、すでに別の方が公表された作品の場

合、創作といえないのでご注意願います。 

・B5 版原稿（外枠 1.5cm は書き込まないで下さい）を印刷して３／15 までにお送り下さい。 

・原稿は微小な範囲を白黒判定して印刷されます。手書きのねずみ色はむらになったり、

黒くなることがあります。塗りつぶさない、スクリーントーンを使用する、粗めにコピ

ーするなどの工夫をして下さい。（印刷結果の出来栄えはご了承ください。） 

・同封の折り図提供申し込み書を提出下さい。 

・採用させていただいた方には折り図集１冊を進呈します。 

・著作権の確認のために折図集編集チームを組みます。手助けいただける方は申し出て下

さい。（チームでは作品、作図の良し悪しから採否を決めるものではありません。） 

折り図集原稿の送付先 〒382-0003 須坂市旭ケ丘 4-88 成田光昭 
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昼食について 

前回まではお弁当（お茶つき）を提供させていただきましたが、今回より 

お弁当、サンドイッチ、おにぎりセットのいずれかから選んでいただくように

しました。いずれもお茶つきで 600 円です。

いずれもセブン＆アイ（イトーヨーカドー）に依頼します。 

折り図集 頒布のご案内 

参加者には１冊付きますが、お土産等で複数冊の購入者が増えています。２冊

目以降希望される方、大会には参加されないけれど折り図を希望される方には

頒布します。 

頒価は予価 1,000 円とさせていただきます。希望者は、申し込み用紙の欄に必

要冊数を記入下さい。 

参加申し込み 

参加を希望の方は同封の申込書に記入の上、郵便または FAX にて事務局にお送

りください。 

申し込みを受け付けた旨の連絡は、締め切り後、事務局からお出ししますので、

連絡を確認してから、ご入金下さい。 

申し込み締切日 平成 25 年 1 月 31 日 

ただし、募集定員を超えたところで締め切りとなります。 

・地元の教室の方も早めに個々に申し込み下さい。 

・参加受付順によって参加番号をつけます。参加番号順に教室選定を予定して

います。 

事務局は個人のお宅なので FAX 送信は夜 9時までとさせて頂きます。 

・  

申込み先 〒381-1231 長野市松代町松代 1075-3  

今井 久子 TEL＆FAX: 026-278-4970


