
２０２２ 
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。 

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 

※ 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。 

※ 部屋の３密を避けるため、定員を少なくしています。また同行者の入室もご遠慮願います。 

■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箏をひいてみましょう     ②フラダンスを体験しませんか 

③子供茶道教室裏千家       ④大書に挑戦 

⑤百人一首で楽しく遊ぼう       ⑥ちびっ子日本舞踊教室 

⑦子供太鼓教室       ⑧尺八の音出しチャレンジ 

⑨伝統の日本舞踊をおどってみましょう   ⑩想像は自由だ!さあ描こう 

⑪空き缶を使ってマイカップを作ろう    ⑫やさしい箏はじめ 

⑬楽しく箏をひきましょう     ⑭囲碁入門 

⑮粘土で作る彫刻体験(～あなたの夢を形に残そう～)  ⑯絶対弾けます津軽三味線 

⑰楽しくお茶を       ⑱ハッピーマジック教室 

 

 

各講座の詳細は裏面を参照してください。 ⇒ 

参加申込方法 
 

参加希望の方は、(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]⇒[２０２２文化体験講座]を

ご覧ください。（申込みは 6月 1日（水）午前１０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、参加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。 

※ マスクを着用してご参加いただきます。 

※ 新型コロナウイルス感染拡大の状況により、文化センターが臨時休館 

した場合など、急遽講座が開講できない場合があります。 

※ 本講座の申し込みにご記入いただいた個人情報は当財団で適切に管理します。 

また、本講座の講師がご応募いただいた類似の講座を開講する場合にご案内をお送りする場合があります。 
 

 

 

 

●問い合わせ先 

(公財)瀬戸市文化振興財団 TEL：０５６１-８４-１０９３

申込締切 

6/24（金）17：00 まで 

スマートフォン用 

参加 

無料 
 



 

《 ① 箏をひいてみましょう 》 《 ② フラダンスを体験しませんか 》 

箏は中国からやってきました。さらにその向こうにシルクロードを行き来
する人々。箏を弾けば世界が見えます。暑い夏のひとときをご一緒に！ 
・日程 7／21（木）、28（木）、8/4（木）、18（木） 、25（木）＜5回＞ 
・時間 10：00～11：30 
・講師 生田流箏曲坂本玉宏会 大師範 相良玉水 
・定員 10名  ・対象  小学 4年生～高校 1年生 

フラはハワイの伝統的なダンスです。曲はケイキ  オ  カ  アイナ
ラ(この国の太陽である子供達 )です。楽しく一緒におどりましょう! 
・日程 7/21（木）、28（木）、8/4（木）、11（木） ＜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～中学３年生 

《 ③ 子供茶道教室裏千家》 《 ④ 大書に挑戦 》 

どんなに変化していく時代でも、おいしい一服のお茶で心が安らぎま
す。楽しくお茶にふれてみましょう。 
・日程 7/21（木）、28（木）、8/4（木）、18（木） ＜4回＞ 
・時間 14：00～15：30 
・講師 裏千家準教授 終身師範 中澤宗鶴 
・定員 10名  ・対象  小学３年生～中学３年生 

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  7/22（金）、29（金）、8/5（金） ＜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  20名  ・対象  小学２年生～高校３年生 

《 ⑤ 百人一首で楽しく遊ぼう 》 《 ⑥ ちびっ子日本舞踊教室 》 

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。短歌・俳句・
川柳の勉強もしましょう。 
・日程  7/22（金）、29（金）、8/5（金）、19（金） ＜4回＞ 
・時間  14：00～15：30 
・講師  文芸部会員 
・定員  10名  ・対象  小学１年生～中学３年生 

ゆかたが自分で着られるようになります。楽しくおけいこをして 1 曲踊れ
るようになりましょう。お友達もたくさんできます。 
・日程  7/25（月）、8/1（月）、8（月）、15（月） ＜4回＞ 
・時間  10：00～11：30  
・講師  西川流雅舞会 西川雅舞 
・定員  20名  ・対象  小学１年生～６年生 

《 ⑦ 子供太鼓教室 》 《 ⑧ 尺八の音出しチャレンジ 》 

和太鼓をたたいてみませんか？和太鼓は日本の伝統文化です。なか
なかふれあうことのできない和太鼓ですがむずかしくありません！ 
・日程  7/28（木）、8/3（水）、10（水）、17（水）、18（木） ＜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  小学１年生～６年生 

この夏は日本の和楽器「尺八」を聴いて、触って、吹いて、和の音感・
音色を体感してみよう。 
・日程  7/28（木）、8/4（木）、11（木）、18（木）、25（木） ＜5回＞ 
・時間  10：00～11：30 
・講師  都山流尺八大師範 前島翔山 
・定員  10名  ・対象  小学３年生～高校３年生 

《 ⑨ 伝統の日本舞踊をおどってみましょう 》 《 ⑩ 想像は自由だ！さあ描こう 》 

近よりにくいと思われる日本舞踊ですが体験講座なら安心です。4回の
おけいこで踊れるようになります。あいさつなど礼儀作法も体験します。 
・日程  7/31（日）、8/7（日）、14（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  10名  ・対象  小学１年生～中学３年生 

目の前のリンゴを創造するのはそれぞれ自由ですよね。みかん、ケー
キがどんな風に見えるかな。心を開放して楽しく描いてみましょう！ 
・日程  8／15（月）、16（火）、17（水） ＜3回＞ 
・時間  10：00～11：30 
・講師  形象派美術協会会員 清水きよ子 
・定員  10名  ・対象  小学３年生～６年生 

《 ⑪ 空き缶を使ってマイカップを作ろう 》 《 ⑫ やさしい箏はじめ 》 

あき缶を利用して、世界に１つのマイカップを作ってみよう。１日 1 個ず
つ計３個はできます！出来上がったカップは焼き上げてお渡しします。 
・日程  8/15（月）、16（火）、17（水） ＜3回＞ 
・時間  14：00～15：30 
・講師  瀬戸陶芸協会会員 滝川幸志 
・定員  20名  ・対象  小学 3年生～6年生 

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  8/3（水）、4（木）、5（金）、6（土） ＜4回＞ 
・時間  10：00～11：30 
・講師  創和会会主 加藤創子 
・定員  8名  ・対象  小学２年生～中学３年生 

《 ⑬ 楽しく箏をひきましょう 》 《 ⑭ 囲碁入門 》 

はじめてでも１３本の糸からやさしい音色がひびきます。「聴いたことが
ある」から「弾いたことがある」にしてみませんか。 
・日程  8/3（水）、10（水）、17（水）、24（水） ＜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  8名  ・対象  小学１年生～中学３年生 

囲碁のルールは簡単で、だれでもすぐに覚えられます。囲碁で遊べる
ようになろう！ 
・日程  8/3（水）、10（水）、17（水）、24（水） ＜4回＞ 
・時間  10：00～11：30 
・講師  瀬戸市囲碁連盟役員 大藤 進 
・定員  15名  ・対象  小学１年生～６年生 

《⑮ 粘土で作る彫刻体験～あなたの夢を形に残そう～ 》 《 ⑯ 絶対弾けます 津軽三味線 》 

あなたの将来の夢を想像して、紙粘土で彫刻作品として形に残しま
す。東京の日展 one day Artの講師経験がある彫刻家が指導します!! 
・日程  8/5（金）、12（金）、19（金） ＜3回＞ 
・時間  10：00～11：30 
・講師  日展会員 日本彫刻会運営委員 鈴木紹陶武 
・定員  10名  ・対象  小学 1年生～中学３年生 

三味線は左手は糸を押さえたり、はじいたり、右手は「バチ」で糸をはじ
いたり、すくったりして色々な音を出します。ぜひ体験してみませんか? 
・日程  7/30（土）、8/6（土）、13（土） ＜3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～６年生 

《 ⑰ 楽しくお茶を 》 《 ⑱ ハッピーマジック教室 》 

昔から日本に伝わっている茶道文化を学び、楽しくお抹茶をいただきま
しょう。 
・日程  8/10（水）、17（水）、24（水）、31（水） ＜4回＞ 
・時間  10：00～11：30 
・講師  表千家教授 茶友会 坂野眸 他 
・定員  10名  ・対象  小学３年生～中学３年生 

“さぁ！きみもマジシャンだ“マジックでみーんなを楽しませちゃいましょ
う！ 
・日程  8／22（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 会員 
・定員  15名  ・対象  小学２年生～高校３年生 


