
２０１６ 
文化体験講座 

 

夏休み期間中に、瀬戸市文化協会会員が講師を務める初心者を対象とした文化体験講座を開講します。 

長い夏休み、子どもさんたちの新しい体験と楽しい思い出づくりのお手伝いをさせていただきます。 

参加費無料の講座です。皆さまのご参加をお待ちしています。 

 

■会場 瀬戸市文化センター文化交流館 他 

■対象 初心者の学生等 

※ 講座によって対象者が異なります。詳しくは裏面の各講座の内容をご確認ください。 

■主催 公益財団法人瀬戸市文化振興財団／瀬戸市文化協会 

■後援 瀬戸市教育委員会 

 

講  座 

 

①描いて、作る、たった一つの和凧      ②楽しく漢字を学ぼう－漢字の成り立ち－ 

③百人一首で楽しく遊ぼう          ④子供茶道教室 

⑤津軽三味線                ⑥おどってみましょう！日本のおどり 

⑦大書に挑戦                ⑧お箏を少々 

⑨おれっち囲碁（いご）やってみるにゃん   ⑩楽しくフラを踊りましょう 

⑪ハッピーマジック教室           ⑫やさしい箏はじめ 

⑬香りと押し花                            ⑭楽しく箏をひきましょう 

⑮楽しくお茶を！                            ⑯子供太鼓教室 

⑰クラシックバレエで、体と心の豊かさを！  ⑱楽しい水彩画 

詳しくは裏面を参照してください。 ⇒ 

受講申込方法 
 

ハガキに「文化体験講座受講希望」と明記のうえ、必要事項〔①希望講座、②住所、③参加者氏名、④電話番号、⑤学校名、⑥学年・年齢、

を記入して、下記までお送りください。 

インターネットで申込みの方は、(公財)瀬戸市文化振興財団のホームページ（http://www.seto-cul.jp/）から、[INFORMATION]⇒[２０１６文化

体験講座]をご覧ください。（インターネットでの申込みは６月１５日（水）から開始します。） 

QR コードを読み込むと、直接登録画面へ移動します。 
 

※後日、受講の諾否をご連絡いたします。 

※応募者多数の場合は抽選とさせていただきます。 

※原則として、全日程参加可能な講座へお申し込みください。 

※応募が尐ない場合、講座が開講されない可能性があります。 

 

●ハガキの送付先 

〒４８９－０８８４ 瀬戸市西茨町１１３－３ 

（公財）瀬戸市文化振興財団あて 

 

●問い合わせ先 

(公財)瀬戸市文化振興財団 TEL：0561-84-1093 

（表） 

 

〒489-0884 

瀬戸市西茨町 113-3 

 

（公財）瀬戸市 

文化振興財団 あて 

（裏） 

 

文化体験講座受講希望 

①希望講座 

②〒 住所 

③参加者氏名 

④電話番号 

⑤学校名 

⑥学年・年齢 

  ハガキの記入方法 

受講 

無料 

申込締切 

７／１（金）必着 

携帯電話用 スマートフォン用 



《 ①描いて、作る、たった一つの和凧 》 《 ②楽しく漢字を学ぼう－漢字の成り立ち－ 》 

日本の文化である和凧を作ります。和紙に武者絵や色々な絵を参考に、自分だけ

の絵を描き、竹組みをし、貼り込みをし、自分だけの和凧を作ります。 

・日程  ７／２１（木）、２８（木）、８／４（木）、１１（木・祝） ４回 

・時間  １４：００～１５：３０ 

・講師  瀬戸日本画協会五蘊会 主宰 小沢英之 他 

・定員  ３０名 

・対象  年尐児～小学６年生 

「右と左はなぜ書き順がちがうの？」 

漢字の成り立ちを知ればなっとく！漢字ってこんなに楽しいものなんだ！ 

・日程  ７／２２（金）、２９（金）、８／５（金） ３回 

・時間  １０：００～１１：３０ 

・講師  書道研究飛墨会 伊藤一子、もえぎ会 土屋美幸 

・定員  １５名 

・対象  小学１年生～小学６年生 

《 ③百人一首で楽しく遊ぼう 》 《 ④子供茶道教室 》 

百人一首に親しんで、かるた取りをします。 

古典に親しみながら、楽しくかるた取りをして、日本の文芸に親しんでいただきます。 

・日程  ７／２２（金）、２９（金）、８／５（金）、１０（水） ４回 

・時間  １４：００～１５：３０ 

・講師  文芸部会員 

・定員  ２０名 

・対象  小学１年生～中学３年生 

伝統文化 おもてなしの心 「茶道」にふれて、おいしい和菓子とお抹茶を楽しんでく

ださい。和室での立ち振る舞いも身につくといいですね。 

・日程  ７／２２（金）、２９（金）、８／５（金）、１９（金） ４回 

・時間  １４：００～１５：３０ 

・講師  裏千家 準教授 中澤宗鶴 

・定員  １０名 

・対象  小学３年生～高校３年生 

《 ⑤津軽三味線 》 《 ⑥おどってみましょう！日本のおどり 》 

世界に類を見ない日本独自の楽器三味線を弾いてみませんか。体験を通して、新

しい自分発見に挑戦してみてください。夏休みの思い出づくりにもなりますよ。 

・日程  ７／２３（土）、３０（土）、８／２０（土）、２７（土） ４回 

・時間  １０：００～１１：３０ 

・講師  津軽三味線夢絃塾 塾長 柴田佐夜子 

・定員  １０名 

・対象  小学３年生～小学６年生 

ゆかたを着て、古くから伝わっている日本のおどりをおどってみましょう。 

あいさつ、ゆかたのたたみ方など、やさしい行儀作法も体験します。 

・日程  ７／２４（日）、３１（日）、８／７（日）、２１（日） ４回 

・時間  １０：００～１１：３０ 

・講師  日本舞踊紫泉流 家元 紫泉紫水 

・定員  ２０名 

・対象  ５歳～中学３年生 

《 ⑦大書に挑戦 》 《 ⑧お箏を尐々 》 

大きな筆で、自分の身長より大きな和紙に、自分よりも大きい文字を紙いっぱいに

書いてみよう。 

・日程  ７／２５（月）、８／１（月）、８（月） ３回 

・時間  １０：００～１１：３０ 

・講師  （公財）独立書人団 中島龍溪、書道部会員 

・定員  ３０名 

・対象  小学１年生～高校３年生 

伝統楽器であるお箏をもっと身近なものにとパルティせとのロビーでお箏を弾いて１０

年。あなたもご趣味は？と聞かれたとき、「お箏を尐々」と言ってみませんか。 

・日程  ７／２５（月）、８／１（月）、８（月）、２２（月）、２９（月） ５回 

・時間  １０：００～１１：３０ 

・講師  生田流筝曲坂本玉宏会 大師範 相良玉水 

・定員  １０名 

・対象  小学４年生～中学３年生 

《 ⑨おれっち囲碁（いご）やってみるにゃん 》 《 ⑩楽しくフラを踊りましょう 》 

囲碁（いご）は自分で考える力を養うゲームです。考えるトレーニングのほか、あいさ

つ（マナー）やなぞなぞなど幅広い体験を予定しています。 

・日程  ７／２５（月）、８／１（月）、８（月）、２２（月）、２９（月） ５回 

・時間  １０：００～１１：３０ 

・講師  瀬戸市囲碁連盟 大塚正俊 他 

・定員  ３２名 

・対象  ４歳～小学６年生 

フラダンスの基礎を学びながら、ハワイの音楽にあわせて踊りましょう。 

 

・日程  ７／２５（月）、８／８（月）、２２（月）、２９（月） ４回 

・時間  １０：００～１１：３０ 

・講師  フイ オ カマレイ カピキ 代表 伊藤眞理 

・定員  ２０名 

・対象  小学１年生～高校３年生     ※ 親子参加も可 

《 ⑪ハッピーマジック教室 》 《 ⑫やさしい箏はじめ 》 

楽しいマジックが“いーっぱい” さあ！マジシャンになってお友だちを“ビックリ”させ

ちゃいましょう！ 

・日程  ７／２６（火）、２７（水）、８／１（月）、２（火） ４回 

・時間  １０：００～１１：３０ 

・講師  スーパーグレートマジシャンズ会員 

・定員  １５名 

・対象  小学１年生～高校３年生 

お箏は触れるだけでやさしく響きます。４日間、毎日続けて尐しずつ日本の四季の

曲を弾いてみましょう。おけいこしながら礼儀作法の基本を身につけましょう。 

・日程  ７／２６（火）、２７（水）、２８（木）、２９（金） ４回 

・時間  １０：００～１１：３０ 

・講師  創和会 会主 加藤創子 

・定員  １０名 

・対象  小学１年生～中学３年生 

《 ⑬香りと押し花 》 《 ⑭楽しく箏をひきましょう 》 

身近な草花で押し花をつくり、自然と香りをラッピング。世界に一つのステキな壁掛

けをつくりましょう。 

・日程  ７／２７（水）、８／３（水）、１０（水）、１７（水） ４回 

・時間  １０：００～１１：３０ 

・講師  加藤弘子押し花教室 加藤弘子 

・定員  ２０名 

・対象  小学３年生～中学３年生 

初めてでも、１３本の糸からやさしい音色がひびきます。「きいたことがある」から「ひ

いたことがある」にしてみましょう。 

・日程  ７／２７（水）、８／３（水）、１０（水）、１７（水） ４回 

・時間  １０：００～１１：３０ 

・講師  加藤泰子箏三絃教室 横山恭子 

・定員  １０名 

・対象  小学１年生～中学３年生 

《 ⑮楽しくお茶を！ 》 《 ⑯子供太鼓教室 》 

おもてなしの心で抹茶の点
た

て方と飲み方を学びましょう。 

 

・日程  ７／２７（水）、８／３（水）、１０（水）、１７（水） ４回 

・時間  １０：００～１１：３０ 

・講師  表千家 茶友会会員 

・定員  １０名 

・対象  小学１年生～中学３年生 

日本の伝統文化和太鼓をたたいてみませんか？なかなかふれることがないです

が、ちっともむずかしくありません。この機会にぜひたたいてみましょう！ 

・日程  ７／２７（水）、２９（金）、８／１０（水）、１７（水）、１９（金） ５回 

・時間  １０：００～１１：３０ 

・講師  瀬戸子供太鼓こまいぬ座 講師 石川一成 

・定員  ３０名 

・対象  年長児～小学６年生 

《 ⑰クラシックバレエで、体と心の豊かさを！ 》 《 ⑱楽しい水彩画 》 

子ども達は踊ることが大好き！バレエの基礎のストレッチからシンプルな踊りまで優し

く指導します。日常の姿勢や美しいものへの関心を育むお手伝いをします。 

・日程  ７／２９（金）、８／１６（火）、３０（火） ３回 

・時間  １０：００～１１：３０（ただし、７／２９（金）のみ１４：００～１５：３０） 

・講師  伊藤理俊バレェスタジオ 主宰 伊藤理俊 

・定員  ２５名 

・対象  小学１年生～中学３年生 

水彩絵具でピエロのお人形・お花・果物などを描きましょう。 

 

・日程  ７／３１（日）、８／１（月）、７（日）、８（月） ４回 

・時間  １４：００～１５：３０ 

・講師  日本水彩画会 理事 加藤 英 他 

・定員  ２０名 

・対象  小学３年生～中学３年生 



 


