
２０１９ 
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 

■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 子ども日舞       ②ヴィオリラを弾いてみましょう 

③香りと押し花       ④楽しくお茶を！ 

⑤楽しく体験フラダンス     ⑥楽しく囲碁入門 

⑦琴を弾いてみよう、尺八もね     ⑧あなたもロダン 頭像制作 

⑨大書に挑戦       ⑩楽しい水彩画 

⑪子供茶道教室裏千家      ⑫百人一首で楽しく遊ぼう 

⑬津軽三味線       ⑭さぁ!!きみも“マジシャンだ” 

⑮楽しく漢字を学ぼう      ⑯楽しく箏をひきましょう 

⑰やさしい箏はじめ      ⑱あき缶を使ってマイカップを作ろう 

 

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]⇒[２０１９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１日（土）午前１１時から開始します。） 

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。 

※応募が少ない場合、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 

 

●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 

（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 

はがき：6/14（金）消印有効 

インターネット：6/14（金）23：59まで 

スマートフォン用 



 

《 ① 子ども日舞 》 《 ② ヴィオリラを弾いてみましょう 》 
手の先、足の先まで神経を行きわたらせて、美しくおどってみましょう。 

・日程  ７/１５(月)、２２(月)、２９(月)、８/５(月) ＜４回＞ 

・時間  １０：００～１１：３０ 

・講師  西川流 西川好風会 西川雅風 

・定員  ２０名 

・対象  小学１年生～小学６年生 

ヴィオリラは大正琴をモデルにヤマハから考案された新しい楽器です。 

・日程  ７/１６(火)、２３(火)、３０(火)、８/６(火) ＜４回＞ 

・時間  １０：００～１１：３０ 

・講師  波多野耕文堂音楽教室 講師 高橋智恵子 

・定員  １０名 

・対象  小学１年生～高校３年生 ※親子参加歓迎 

《 ③ 香りと押し花 》 《 ④ 楽しくお茶を！ 》 
身近な草花で押し花をつくり、自然と香りをラッピング。 

・日程  ７/１７(水)、２４(水)、３１(水)、８/７(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  １０名 

・対象  小学３年生～中学３年生 

抹茶の点て方とお客様としていただく作法を学びましょう。 

・日程  ７/１７(水)、２４(水)、３１(水)、８/７(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２年生～中学３年生 

《 ⑤ 楽しく体験フラダンス 》 《 ⑥ 楽しく囲碁入門 》 
ストレッチ体操・基本ステップ・ハンドモーションを練習し、曲に合わせて踊りましょう。  

・日程  ７/１７(水)、２４(水)、３１(水)、８/７(水) ＜４回＞ 

・時間  １４:００～１５:３０   

・講師  フイオカマレイカアピキ 代表 伊藤眞理 

・定員  ２０名 

・対象  小学１年生～高校３年生 

囲碁のルールは簡単で、誰でもすぐに覚えられ、自分で考える力が養われます。 

・日程  ７/１７(水)、２４(水)、３１(水)、８/７(水)、１４(水) ＜５回＞ 

・時間  １０：００～１１：３０ 

・講師  瀬戸市囲碁連盟 副会長 大西 治 他 

・定員  ３５名 

・対象  小学１年生～中学３年生 

《 ⑦ 琴を弾いてみよう、尺八もね 》 《 ⑧ あなたもロダン 頭像制作 》 
伝統楽器のお筝をあなたも一緒にひいてみませんか。尺八の体験も。 

・日程 ７/１７(水)、２４(水)、３１(水)、８/７(水)、２１(水) ＜５回＞ 

・時間  １０:００～１１:３０ 

・講師  箏曲坂本玉宏会 大師範 相良 玉水 

・定員  １０名 

・対象  小学４年生～高校３年生 ※男子大歓迎です 

鏡を見ながら、自分の顔の半立体を作ります。絵を描くと同時に立体感覚を養います。  

・日程  ７/１８(木)、２５(木)、８/１(木) ＜３回＞ 

・時間  １０:００～１１:３０ 

・講師  日展会員 彫刻家 亀谷政代司 

・定員  １０名 

・対象  小学３年生～中学３年生  

《 ⑨ 大書に挑戦 》 《 ⑩ 楽しい水彩画 》 
大きな筆で大きな文字を、大きな紙に元気よく書いてみよう。 

・日程  ７/１８(木)、２５(木)、８/１(木) ＜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 

写真を見ながら風景画に挑戦しよう。 

・日程  ７/１８(木)、２２(月)、２５(木)、２９(月) ＜４回＞ 

・時間  １４:００～１５:３０ 

・講師  彩生の会 会員 石原弘勝 他 

・定員  ２０名 

・対象  小学３年生～小学６年生 

《 ⑪ 子供茶道教室裏千家 》 《 ⑫ 百人一首で楽しく遊ぼう 》 
“茶道”を通して、和室の作法など伝統文化の素晴らしさにふれてみましょう。 

・日程  ７/１８(木)、２５(木)、８/１(木)、８(木) ＜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２年生～中学３年生 

百人一首のかるた取りを通して、楽しく古典に親しみます。 

・日程  ７/１９(金)、２６(金)、８/２(金)、９(金) ＜４回＞ 

・時間  １４：００～１５：３０ 

・講師  文芸部会 会員 

・定員  ２０名 

・対象  小学１年生～中学３年生 

《 ⑬ 津軽三味線 》 《 ⑭ さぁ!!きみも“マジシャンだ” 》 
三味線は世界中にある弦楽器の中でも魅力的な音色です。三味線に触れてみてください。  

・日程  ７/２０(土)、２７(土)、８/３(土)、１０(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２年生～小学６年生 

楽しいマジックがいっぱい！さぁマジシャンになってお友達をビックリさせよう。 

・日程  ７/２２(月)、２３(火)、２９(月)、３０(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 

・定員  １５名 

・対象  小学２年生～中学３年生 

《 ⑮ 楽しく漢字を学ぼう 》 《 ⑯ 楽しく箏をひきましょう 》 
漢字ってなんでこんな形？なぜ右と左で書き順がちがうの？ハンコも作って漢字を楽しもう。  

・日程  ７/２６(金)、８/２(金)、９(金) ＜３回＞ 

・時間  １０：００～１１：３０ 

・講師  日本文字文化機構会員 伊藤一子、土屋美幸 

・定員  ２０名 

・対象  小学１年生～小学４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。 

・日程  ７/２６(金)、８/２(金)、９(金)、１６(金) ＜４回＞ 

・時間  １０：００～１１：３０ 

・講師  加藤泰子箏三絃教室 宮城会大師範 柘植洋子 他 

・定員  １０名 

・対象  小学１年生～中学３年生 

《 ⑰ やさしい箏はじめ 》 《 ⑱ あき缶を使ってマイカップを作ろう 》 
日本の四季の曲を弾いてみましょう。たたみの上でのお作法も体験してみましょう。  

・日程  ７/３０(火)、３１(水)、８/１(木)、２(金) ＜連続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 

あき缶を型にして、あなただけのマグカップを２回の講座でつくりましょう。 

大きめの空き缶なら大きいカップ、細めの缶なら細いカップが作れます。 

・日程  ７/３１(水)１４：００～１５：３０、８/１(木)１０:００～１１:３０ ＜２回＞ 

・講師  瀬戸陶芸協会会員 滝川幸志 

・定員  １５名 

・対象  小学４年生～中学３年生 


