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ご挨拶

絵画教室ネットワークGa-net

2014年Ga-net講座予定

2014年6月10日発行

ー自己肯定感が得られる教室をめざしてー!!
　子どもたちが何かを作ったり描いたりしている制作過程には、
必ず目を輝かせて集中する瞬間があります。それはどういう時か
というと、色や形を駆使して「自分らしさを追求している時」で
す。子どもたちは、自分なりの「かっこよさ」「かわいらしさ」
「いい感じ」を試行錯誤して形にしようとします。そしてやがて
目の前の素材を組み合わせたり変形、操作して個性的なものを作
り上げ、満足するのです。自分で何かを作って心が満たされると
いう経験は、自分の生活を楽しむための基礎となる経験です。そ
れは自分を肯定的に受け入れ、自分らしさをつくることにつなが
ります。!
　しかし、はたして現代の多くの子どもたちに「自分らしさが追
求できる」ほどの時間や環境がどのくらい用意されているでしょ
うか。造形表現活動によって「人と比べることのできない、自分
だけのいい感じ」をつくる体験は、情報が氾濫する現代を生きる
子どもにとって教育的な意義を持つと同時に、セラピー的（癒し
的）な役割をも果たしています。現代において地域の造形・絵画
教室の役割はますます高まってきているように思います。子ども
にとっては教室が「居場所」に感じていることも多いのではない
でしょうか。!
　さて、前置きが長くなりましたがGa-net通信をお送りします。
今年度も皆さんの教室の子ども達が創造の喜びに満たされ、ひと
りひとりの幸せにつながることを切に願っております。!!

絵画教室ネットワークGa-net代表　栗山　誠

絵画教室ネットワークGa-net!
http://ga-net.jp/　　!

info-ganet@apost.plala.or.jp!

（2014.4ビッグバン研修見学にて）
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（大阪府立大型児童館・堺市）
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大阪府立大型児童館 
ビッグバン 

(堺市）

2014年7月20日（日） 
開催時間：11時〜午後3時  
会場：大阪府立大型児童館ビッグバン 
〒590-0115  

大阪府堺市南区茶山台1丁9番1号 
【TEL】072-294-0999  
泉北高速鉄道泉ヶ丘駅より約200m 
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教室訪問!

アトリエHandHand（生野区） 
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絵画教室ネットワークGa-net会員案内

1. 希望者はGa-net ホームページ「全国絵画造形教室リスト」に教室名・所在地・連絡先が無料で登録
    できます。また会員特別料金で貴教室の教室紹介ページ（活動内容、時間、曜日、画像掲載可）が、
    用意されます。
2. 様々なテーマを用意した研究会に会員特別料金で参加できます。
3. Ga-net が団体加入している「塾総合保険～傷害保険・賠償保険」の適用が受けられます。
4. Ga-net があらかじめ提携した、教材・素材メーカーから割引料金で商品を購入できます。
　 また造形材料を注文翌日無料配達の「エデュース」通販カタログをお送りします。

2014年度会費は 4000円です。  6 月 25日までに振り込まれた方は、塾総合保険が 7月 1日から
適用されます。それ以降入金の場合は、入金された翌月から 2015年 6月末日までが保険適用期間と
なりますので、ご注意ください。 入会月に関わらず毎年６月に一斉に切り替えになり、更新手続きが必
要になることをご了承ください  （別紙「更新／入会申込書」をご郵送ください）。また、ホームページ
サービスをご利用になる方は下記をご参照の上、各料金を年会費に加算して、お振り込みください。
[全国絵画造形教室リスト掲載料 ]　会員無料　非会員 3000円
[ 会員教室紹介ページ作成料 ]　新規 6000円　以降年度ごとの更新料 3000円（年４回までの内容変更料込み）
[ 既存ホームページ・ブログへのリンク料 ]　会員 1000円　非会員 3000円

Ga-net	
�   事務局　赤座雅子　

Email：	
�   	
�   kaiga@ga-net.jp　〒532-0025大阪市淀川区新北野2-1-16

振り込み：三菱東京UFJ銀行　塚本支店　普通口座4613607

	
�   	
�   	
�   	
�   	
�   	
�   　　　　　　　　　絵画教室ネツトワークGANET　事務局長：赤座雅子宛

『お申し込み先』

会費支払いパターンは4種類です

年会費4000円
保険料含むA

+ Ga-net会員全国教室リストから
自分のホームページ／ブログへのリンク

1000円

年会費4000円
保険料含むB =

+ Ga-net会員教室紹介ページ
新規作成料（年度内更新料含む）

6000円
年会費4000円
保険料含むC =

=

Ga-net会員教室紹介ページ
新規作成後2年目以降更新料

3000円
年会費4000円
保険料含むD + =

4000円

5000円

10000円

7000円

＜詳しい保険内容は別紙をご覧ください＞


