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新年度がスタート !
あずなびあのオススメ企画をご紹介します

視聴覚教材センターだより

「あずなびあ」 とは仙南視聴覚教材センターの愛称です。
あずなびあでは、 仙南地域に在住の方々へプロジェクターやスクリーン等の機材、
防災や短編アニメーション等の教材を団体へ無料で貸出しています。 また多くの方
に「視聴覚教材」を親しんでいただくため出張講座やパソコン講座を開催しています。

あずなびあ HP はこちら→
（仙南視聴覚教材センター）

おでかけ！あずなびあ！

「卒業するこどもたちにビデオレターを送りたい」
「機材のつなぎ方を覚えたい」
など様々なご要
キッズ × 協働教育 × 視聴覚教材体験
望にお応えします！
ご希望の日時、
場所、 受講される参加者の方に
みなさん、 毎年 9 月にえずこホールで開催されている 「あず
合わせた内容の講座を行います。 職員のスキルアッ
なびあまつり」 はご存知ですか？
プにぜひお役立てください。
講座で使用する機材、
20 を超える様々なブースが出て、 2000 人以上の来場者
パソコンもあずなびあで準備いたします♪
で盛り上がるキッズイベントなんです。
その様々なプログラムをあずなびあ職員がお届け♪
施設の職員さんと連携して、 イベントを盛り上げます！たく
さんの経験を通して、 子どもたちの感性を育みます。
プログラム ・ メニュー （例）
□ 16 ミリフィルムミニシアター
□ パネルシアター、 エプロンシアター
紙しばいの上演
□ 楽器体験、 ニュースポーツ体験
消火器体験
□ ヒップホップダンス体験教室
□ ミニかえっこバザール …など

出前 de あずなびあ

出張講座いたします♪

シニアにやさしい
●対象 ： 50 歳以上。 定員８名程度 （先着順）
●参加費 ： 無料 （パソコンの貸出可）
内

容

デジタルカメラの基礎
ムービーメーカーで編集

①

仙南地域の映像作品の鑑賞

プログラム ・ メニュー （例）
□ パソコンを使った写真 ・ ビデオ編集講座
□ プレゼンテーション講座
□ 16 ミリ映写機操作技術講習会
□ 液晶プロジェクターの使い方講座
□ デジタルカメラの使い方講座
□ デジタルビデオカメラの使い方講座 …など

かんたん

ビデオ講座

●会場 ： えずこホール （仙南芸術文化センター） 会議室
●日程 ： 全６回シリーズ ・ ３日程。 時間は各日とも午後１時～午後４時
Ａ日程

Ｂ日程

Ｃ日程

5月 13日 (月 )

7月 22日 (月 )

10月 21日 (月 )

5月20日 (月 )

7月 29日 (月 )

10月 28日 (月 )

5月 27日 (月 )

8月 5日 (月 )

11月 11日 (月 )

ムービーメーカーで編集

②

6月 3日 (月 )

8月 19日 (月 )

11月 25日 (月 )

ムービーメーカーで編集

③

6月 10日 (月 )

8月 26日 (月 )

12月 2日 (月 )

制作した映像作品のミニ発表会

6月 17日 (月 )

9月 2日 (月 )

12月 9日 (月 )

お問い合わせ

※原則、経費負担はありません。 プログラム内容によって机や椅子などの備品をお借りする場合があります。

あずなびあ （仙南地域広域行政事務組合 視聴覚教材センター）
〒989-1267 宮城県柴田郡大河原町字小島 1-1
Tel ： 0224-52-3433 Fax ： 0224-51-1130
E-mail ： kyouiku＠az9.or.jp URL ： http://www.az9.or.jp/kyouiku/index.php

うづき

4 月は卯月。
諸説ありますが、 「卯の花が咲く月」 が省略されたという説が有名ですね。

仙南ふるさと C-M グランプリ
結果発表
（第 41 回仙南地区自作視聴覚教材発表会）

卯月

※仙南ふるさと C-M グランプリとは…あずなびあでは、 仙
南地域を多くの方々に知ってもらうため、 歴史や伝統芸能
等を紙芝居や映像で作品化し、 地域の魅力を広めるお手
伝いをしています。 このグランプリでは、 ご応募いただいた
作品の中から 「全国自作視聴覚教材コンクール」 に出品
する作品を審査しています。 出品いただいた作品は、 皆さ
まに貸出できるよう整備しています。

受賞おめでとうございます
【ムービー部門】
最優秀賞
丸森の歴史シリーズ№９
わいきょうしゃ

まるもりばし

ふなばし

【紙しばい部門】
優秀賞
もみの木はなぜのこったの？
作成者 ： あべ ひろこ

もっきょう

隈共社と丸森橋～舟橋 木橋 そしてモダン橋へ～
作成者 ： 齋藤 良治
優秀賞
優秀賞
水源を求めて
作成者 ： 大脇 賢次
【ショートムービー部門】
奨励賞
どんと祭
作成者 ： 松崎 信三

はしれ！あぶきゅう
作成者 ： 玉手 富士夫
奨励賞
はくさんじんじゃ

めおとざくら

白山神社の夫婦桜
作成者 ： しばた１００選活用チームリーダー 豊川 光雄
奨励賞

奨励賞

かんざえもん

柴田町アピールプロジェクトＣＭ集
作成者 ： 柴田町立槻木小学校

キツネ捕り勘左衛門
作成者 ： 丸森ざっと昔話の会

「詩と映像のワークショップ」 レポ

同日開催

今回のグランプリでは、 大阪より詩人の上田假奈代さんをお呼びして 「詩と映像のワークショップ」
を行いました。 午前中に行われた詩のワークショップは参加者全員で 4 グループに分かれ、 連
詩に挑戦！ 参加者の中には制作者として自作教材創作に励んでいる方々も多かったのですが、
「ことば」 と向き合う時間は少ないそうで、 最初の一句の筆がなかなか進みませんでし
たが、 2 句、 3 句と書くうちにすらすら～と書き上げていました。 「仙南」 をテーマ
にとても素敵な詩が出来上がり、 「みなさん、 とても素敵なことばを書かれるので良
い刺激になった」 「違う地区の魅力を知るきっかけになった」 「楽しかった」 などたくさ
んの感想をいただきました。 午後からは作成した 「連詩」 に映像をつけてショートムービーをご自身のスマートフォ
ンで作成していただきました。 「自分の携帯でこんなことが出来るなんて知らなかった。 今後も使っていきたい」
との声をいただきました。 あずなびあでは、 『おでかけ！あずなびあ！』 と
しても活動をしておりますので、 ご要望がございましたら、
機材一式とともにご指定の場所まで、 出張いたします！
まずはお気軽にお問い合わせください。

