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10:00
|
|

12:00
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連獅子
Renjishi

山口 真
YAMAGUCHI Makoto

★★
正方形２枚 사각 용지 2 장
Two sheets of square.
専用用紙をプリントアウトして使ってください。
Please print out and use the special paper.
전용 용지를 인쇄하여 사용하십시오. 休憩室Hospitality

 교류 회장

全体会 개회
Opening

AM
11:30

|
12:30
PM  JST

PM
16:30

|
17:00
JST

Origami ATC

全体会 폐회
Closing

雑談や、ミニ講習など、
自由にご利用ください。
 休憩時間中にこれまでの九州
 コンベンションのビデオを上
 映予定です！

土曜 (Sat.) 12:00～

日曜 (Sun.) ～19:00

主催：折紙探偵団九州友の会 / 後援：日本折紙学会（JOAS）
Origami Tanteidan Kyushu Tomonokai / Japan Origami Academic Society

ようこそ 第10回折紙探偵団九州コンベンションへ！
zoomを使ったオンライン折紙イベントです。
国内外の講師陣による１２の講習は、イベント後に録画配信
あり！コンベンション後でも視聴申し込みができます。リア
ルタイムで盛り上がるのも良し、後からじっくり取り組むの
も良し。思い思いのスタイルで折り紙を楽しみましょう！
Welcome to 10th Origami Tanteidan Kyushu Convention!
This is an online origami event using Zoom. Participants will receive
access to all recordings of twelve classes after the convention. The
recordings will be also available to order even after the convention.
Enjoy origami in your style!
제 10 회절 종이 탐정단 큐슈 컨벤션에 오신 것을 환영합니다! zoom을 이용한 온라인 이벤트입니다. 12 강습
이벤트 후 녹화 배달됩니다! 컨벤션 후에도 시청 신청할 수 있습니다. 제각각의 스타일로 종이 접기를 즐겨보세요!

Feel free to use this room for
gathering and informal classes.
A video of past conventions may
be shown during breaks.

잡담과 미니 강습 등 자유롭게 이용하십시오.
휴식 시간 동안 비 정기적으로 동영상 상영합니다.

記念バッジ発売！

  １個 300円（送料込）
経費を除く全額を吉野一生
基金に寄付させて頂きます。
Convention Button
$ 3 each (postage included).
All profits will be donated to 
Yoshino Issei Fund.
기념 캔 뱃지
1 개 3 달러. 배송비 포함.
경비를 제외한 전액을 
요시노 평생 기금에 기부합니다.

午後の講習一覧は２ページ目にあります。
The list of afternoon classes is on the second page.

오후 강습 목록은 2 페이지에 있습니다.

講習一覧は3ページ目にあります。 The list of classes is on the third page. 강습 목록은 3 페이지에 있습니다.
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ブルドッグ
Bulldog

前川 淳
MAEKAWA Jun

★★
正方形一枚折り
A sheet of square.
15cmかそれ以上。24cm推奨
15 cm or larger.  Recommend: 24cm

トルネ
Torune

川村みゆき
KAWAMURA Miyuki

★★★
ユニット  Moduler
１：４の長方形６枚。Six 1 by 4 rectangles.
ハサミ または カッター  가위 나 커터 나이프
Scissors or cutter knife to cut into rectangles.

若冲の蛙
Jakuchu’s Frog

亀井浩平
KAMEI Kohe

★★★★
正方形一枚折り   A sheet of square.
24cm以上推奨  24cm or larger
日本画家、伊藤若冲が描いた蛙の姿がモチーフです。
It is a work with the motif of a frog drawn by
Japanese-style painter Ito Jakuchu.

ペルシャ猫の顔
Persian cat head

勝田恭平
KATSUTA Kyohei

★★★
正方形一枚折り
A sheet of square.

新作のペルシャ猫の頭部です。
My new work.

鶏とひよこ
ユ・テヨン
유태용  YOOTAE YONG

★★★
正方形一枚折り
A sheet of square.
鶏 25cm、ひよこ15cm
Chicken: 25cm, Chick15 cm.
かわいい鶏とひよこの家族です。

닭과 병아리들 
Chicken and Chick

귀여운 닭과 병아리
가족입니다.

難易度 난이도 difficulty
 ★★   初級～中級    Simple - Low Intermediate
 ★★★　　 中級 　Intermediate - High Intermediate
 ★★★★　上級 　High Intermediate - Complex

초급 ~ 중급

중급

상급
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たぬき
Raccoon Dog

世浪 健
YONAMI Ken

★★★
正方形一枚折り
A sheet of square.

15cm

牛1.5 Cow 1.5
鶴田芳理
TSURUTA Yoshimasa

★★★★
正方形一枚折り
A sheet of square.
35cm以上。 35cm or larger
私自身で折った場合に40分程度かかる作品ですので、
当日はサクサク進行します！　It takes about 40 minutes
when I fold it myself, so I will process the class speedy!

ノリ（あれば）
Glue

ネコ後ろ姿
Cat back view

神谷哲史
KAMIYA Satoshi

★★★
正方形一枚折り　  

15cm A sheet of square.

実家の猫がモデルです。
The model is a cat at my parents' house.

ティラノサウルス
　　＆ プテラノドン
Tyrannosaurus & Pteranodon

水野 健
MIZUNO Ken

★★★
正方形一枚折り
A sheet of square.

15cm

ブックBOX
Book Box

山梨明子
YAMANASHI Akiko

★★
複合作品  Composite
15cm正方形を５枚
Five 15cm squares.
ノリを使わずに組み立てられるのがミソです。
It can be assembled without glue.

薔薇
Rose

山北克彦
YAMAKITA Katsuhiko

★★★
正方形一枚折り。15cm
A sheet of square.
ねじり折りから出来ているシンプルな薔薇です。
It is a simple rose made from twisted folds.
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