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なぜ、こんな働き方？
～非正規で働く女性の
アンケート結果より～

なぜ、こんな働き方？
～非正規で働く女性の
アンケート結果より～

これって個性？育て方？
障がい？2019

～こころを伝える遊びをはじめよう～
大人のためのネイチャーゲーム

高知県立大学 地域学習実習Ⅰポスター展示発表

仁淀川お宝鑑定団の紹介とバザー

手作り品展示即売（B&K) 手作り品展示即売（B&K)

エマイユ瞳教室（すみれ屋） エマイユ瞳教室（すみれ屋）
ちょっと楽しい手作り色・IRO展 あなたも織り姫に！さをり織りを楽しもう。

押し花 花恋会 展示会

染色作品展（友禅・ローケツ染） 染色作品展（友禅・ローケツ染）

べっぴんさんの野菜市／　女性会議高知県本部／新日本婦人の会高知市支部／
高知友の会／高知市母親運動連絡会／高知市青蘭会／高知市こども劇場／

スリーりゅう／プチ・ボラ実行委員会／／デルタカッパガンマ
ソサエティ・インターナショナルジャパンステイト／あさひ共同作業所／

高知大好き乙女ねえやん／アテラーノ旭／さんかく広場

押し花 花恋会 展示会

原爆パネル展 原爆パネル展

親子で体験 防災教室
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高知県立大学 地域学習実習Ⅰポスター展示発表

DV防止パネル展＆楽しい紙芝居～大切なあなたへ～

仁淀川お宝鑑定団の紹介とバザー

科学で遊ぼう

ミュージック・ケア

感じてみない？80代の体の動き

おとう飯レシピコンテスト

女性議員が増えてる！？
～政治分野における

男女共同参画推進法を知る～

ソーレまつり 記念講演会27 日

「ちがい」を持つ人々との
豊かな出会いに向けて

ロバート キャンベル
ニューヨーク市出身。専門は江戸・明治時代の文学、とくに江戸中期から明治の漢文学、芸術、思想などに
関する研究を行う。テレビでMCやニュース・コメンテーター等をつとめる一方、新聞雑誌連載、書籍、ラジオ
番組出演など、さまざまなメディアで活躍中。
【主な出演番組】「スッキリ」（日本テレビ系）コメンテーター「Face to Face」（NHK 国際放送）MC 他
【主な編著】『ロバート キャンベルの小説家神髄　現代作家6人との対話』（NHK出版）　『東京百年物語
1～3』（岩波文庫） 他

さん

日本文学研究者　国文学研究資料館長　東京大学名誉教授

13：30～15：00（13：00開場）
3F 大会議室
250名（予約優先）

しております。 小学生以下のお子さまには、お菓子プレゼント！総合案内で
用紙を配布します。

仁淀川お宝探偵団の紹介とバザー

●場所／ 3F 大会議室前　●主催／仁淀川お宝探偵団

仁淀川お宝探偵団の活動紹介。仁淀川国際水切り大会の紹介DVD、写真展示な
どを行います。バザーの売上は水切り大会の資金にします。

陶芸倶楽部草庵窯作品展
年に1回のソーレまつりでの発表を楽しみに、ソーレ教室で製作した
作品、花器、皿などの展示を行います。
●場所／3F エレベーターホール　●主催／陶芸倶楽部  草安窯

手描友禅展示とバザー

●場所／3F エレベーターホール　●主催／手描友禅愛好会

友禅を楽しみながら、友達とも出会い、大切な方へのプレゼント等にと
作品を描いています。手軽にできる型染体験講習会。小物のバザーも行いま
すので、ぜひお越しください。

押し花〝花恋会"展示会

●場所／3F 講習室3　●主催／ふしぎな花倶楽部〝花恋会"

教室で勉強した押し花額や磁器絵付け他、学習発表の場です。また
小物即売も行います。

手作り品展示即売
素人作品ですが、楽しんで丁寧に作ってきた着物や帯のリメイク品を中心に
展示即売します。タンスに眠っていた着物たちに陽の目を見せてあげたいと
思います。ぜひ、見にきてください。
●場所／3F 講習室3　●主催／B&K

高知県立大学 地域学実習I ポスター展示発表
高知県立大学地域学実習Iとして、本学1回生14名が、3日間取り組んだ内容の
ポスター展示。フードバンク、子ども食堂について調べた内容をまとめ、実際に
参画した「えいや家」での体験学習についても内容をまとめ、展示発表。
●場所／3F 大会議室前　●主催／高知県立大学 地域教育研究センター

木彫り作品の展示
過去に制作したものを含み、今年制作したものを中心に展示します。
（仏像、ティッシュBOX、額、ブローチなど）
●場所／ 3F 大会議室前　●主催／木つつき会

ソーレまつり20年のあゆみ展

●場所／5F レクリエーション室　●主催／こうち男女共同参画センター「ソーレ」

1999年の「ソーレはじまるフェスタ」開催から現在に至るまでの20年間のソーレ
まつりの軌跡をたどります。ソーレブックリサイクル（廃棄図書の無料配布）も
行います。

26 バザー ●開催時間／9：30～16：00
●場　　所／1Fアトリウム土

5F▶南棟 視聴覚室
2F▶南棟 グループ交流室

3F▶北棟 研修室1
2F▶南棟 グループ交流室

休憩所
ご案内

※就学前のお子さまをお連れの方は、託児室（2F南棟）も利用できます。

26 ・2726 ・27 共通展示イベント
開催時間／9：30～16：00

クイズラリー をご用意

土

26土

日

27日

プレゼント全問正解者には

原爆パネル展

●場所／ 2F グループ交流室　●主催／高知県原水爆対策協議会

次世代に引き継がなければならない大切な「平和」について考え、その歴
史を学ぶ機会とし、原爆投下直後の広島や長崎の写真パネルを展示します。

消費生活パネル展

●場所／ 2F 消費生活センター前　●主催／高知県立消費生活センター

平成 29 年度の相談件数・内容の掲示。悪質商法の手口等のパネル展示・
啓発パンフレット配布。27 日（日）はビデオ放映、消費生活に関する相
談を受付します。

尾戸焼絵付講座

●場所／ 2F 創作実習室 ●主催／旭陶芸会 ●088-875-5887(森田）

尾戸焼の伝統技法である絵付の体験を行います。絵具、筆、鉛筆等はこち
らで用意します。書きたい絵があれば見本をお持ちください。約 1 時間程
度で書けます。後日、釜で仕上げてお渡しします。

土佐の夢話想展示とバザー

●場所／2F がん相談センター こうち
●主催／一般社団法人 高知がん患者支援推進協議会

灯篭流しのイベント展示、雑貨小物の販売（バザー）を行います。バザーで
の売上はがん基金となります。

染色作品展（友禅・ローケツ染）

●場所／2F 創作実習室　●主催／染兎塾染色同好会

日本の伝統工芸である染色（友禅・ローケツ染）をグループで研究し、作品を制
作しています。染色の世界をお楽しみください。

エマイユ瞳教室（すみれ会）

●場所／ 2F エレベーターホール　●主催／すみれ会

1 年間の発表の場であり、七宝焼手作り作品を展示します。ぜひ、手に取っ
てご覧ください。

11NPO法人あさひ会 あさひ共同作業乗
贈答品 、衣服 など

7 NPO法人 高知市こども劇場
へんろ石まんじゅう、古着、贈答品 など

6 高知市青蘭会
衣類、おもちゃ、陶器、バッグ

5 高知市母親運動連絡会
衣類、贈答品、タオル類、家庭用品 など

8 スリーりゅう
衣類、袋物、タケノコ・イタドリの塩漬 など

3 新日本婦人の会 高知市支部
食器、衣類、雑貨 など

4 高知友の会
エプロン類、鍋帽子、中古衣料 など

9 プチボラ実行委員会
タオル、日用雑貨、衣料品、果物 など

13 NPO法人アテラーノ旭
蜂蜜、手芸品、赤飯、
サーターアンダギー など

デルタカッパガンマソサエティ・
インターナショナルジャパンステイト
衣類、食器類、雑貨 など

10

社会福祉法人 さんかく広場
クッキー、ケーキ、パン など

14

12 高知大好き乙女ねえやん
ゆず茶、赤飯、むしパン など

1 べっぴんさんの新鮮野菜市
べっぴんさんに育ったお野菜、果物、
お茶、農家のお母ちゃん達の
手作り加工品がいっぱい！
高知家の美味しい情報満載！
２7日も開店します

2 女性会議高知県本部
本、贈答品など

参加費1,000円

雑貨・食品・日用品・贈答品・手芸品・古本・
洋服・野菜・果物・お菓子・加工品 etc...

バザー
26
バザー

土

両日とも、イベントによっては事前申込や予約の必要なものがあります。
ご確認のうえ各団体にお問い合わせください。

3B体操・コンサート・オカリナ演奏・箏曲・
フラダンス・フォークダンス・ベリーダンス

ミニステージ
27
ミニステージ

日

ソーレまつり 無料
託児あり

参加費
無料

場　所

3F大会議室
定　員

250名（予約優先）

13：30～15：00
開催時間

記念講演会

（13：00開場）

日

ロバート キャンベルさん

日本文学研究者　国文学研究資料館長　
東京大学名誉教授

「ちがい」を持つ人々との
豊かな出会いに向けて

土 日1/26 27
9：30～16：00

271/
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楽 さし

201920192019
ソーレから「ダイバーシティ」発信！

～ひとりひとりの違いを活かす未来へ～

〈食事可〉

その他の
休憩所

ソーレ開館
20周年

※「ダイバーシティ」とは多様性を意味する言葉で、性別や年齢、国籍、障害の有無などにとらわれず多様な人材が活躍できる社会づくりが大切です。

参加費300円


