
２０１４ 

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講座を開設します。 

長い夏休み、子どもさん達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。皆様のご参加をお待ちしております。 

 

□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（小学生～高校生） 

※一部の講座で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 

 

講講講講        座座座座    

 

① ヴィオリラを弾いてみましょう（親子参加歓迎） ②ハッピーマジック教室 

③囲碁で「脳トレ」してみよう          ④日本の文化「世界に一つの扇子を作ろう」 

⑤楽しく箏をひきましょう            ⑥香りと押し花 

⑦コラージュ（新聞紙の貼り絵）         ⑧水彩で未来の町をかこう 

⑨楽しく漢字を学ぼう              ⑩楽しく百人一首で遊ぼう！ 

⑪子供茶道教室                 ⑫津軽三味線 

⑬おどってみましょう!にほんのおどり       ⑭日本文化の華 箏をひこう 

⑮大書に挑戦                  ⑯やさしい箏はじめ 

⑰子供太鼓教室 

詳しくは裏面を参照してください。 ⇒ 

受講申込方法受講申込方法受講申込方法受講申込方法    

 

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氏名、④電話番号、⑤学校名、⑥年齢・学年、⑦親

子参加希望の場合はその旨を記入して、下記までお送りください。ホームページから申込の方は、(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]⇒[２０１４文化体験講座]をご覧ください。 

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を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氏名 

④電話番号 

⑤学校名 

⑥年齢・学年 

⑦親子参加希望の場合はその旨  

ハガキの記入方法 

受講 

無料 

申込締切 

６／２５（水）必着 



《《《《    ①①①①ヴィオリラをヴィオリラをヴィオリラをヴィオリラを弾弾弾弾いてみましょういてみましょういてみましょういてみましょう！（！（！（！（親子参親子参親子参親子参加加加加歓迎歓迎歓迎歓迎））））    》》》》    《《《《    ②②②②ハッピーマジックハッピーマジックハッピーマジックハッピーマジック教室教室教室教室    》》》》    

ヴィオリラはヤマハから大正琴をモデルに考案された新しい楽器です。ヴァイオリン

の弓を使って演奏します。ご家族一緒での参加も大歓迎です。 

・講師  波多野耕文堂音楽教室講師 高橋智恵子 

・日程  7／2２（火）、29（火）、8／5（火）、19（火） 

・時間  １０：００～１１：３０ 

・定員  １０名    

・対象  小学３年～高校生 

マジックはコミュニケーションの趣味です。いっぱい覚えていっぱい友だちをつくっちゃ

いましょう！ 

・講師  スーパーグレートマジシャンズ 

・日程  7／22（火）、23（水）、28（月）、29（火） 

・時間  １０：００～１１：３０ 

・定員  １５名    

・対象  ９歳～１５歳 

《《《《    ③③③③囲碁囲碁囲碁囲碁でででで「「「「脳脳脳脳トレトレトレトレ」」」」してみようしてみようしてみようしてみよう    》》》》    《《《《    ④④④④日本日本日本日本のののの文化文化文化文化「「「「世界世界世界世界にににに一一一一つのつのつのつの扇子扇子扇子扇子をををを作作作作ろうろうろうろう」》」》」》」》    

囲碁を覚えながら自分で考える力を養います。また、あいさつの練習や「なぞなぞ」

など幅広い内容を予定しています。 

・講師  瀬戸市囲碁連盟 大塚正俊 他 

・日程  7／23（水）、30（水）、8／6（水）、13（水）、27（水） 

・時間  １４：００～１５：３０ 

・定員  ３２名    

・対象  ４歳～小学６年 

自分で考え、描き（日本画）世界でたった一つの「扇子」を作りましょう。おじいちゃん

やおばあちゃんにプレゼントするのも楽しいかな?! 

・講師  瀬戸日本画協会五蘊会 小沢英之 

・日程  7／23（水）、30（水）、8／6（水）、13（水） 

・時間  １４：００～１５：３０ 

・定員  ２０名   

・対象  年中～小学６年 

《《《《    ⑤⑤⑤⑤楽楽楽楽しくしくしくしく箏箏箏箏をひきましょうをひきましょうをひきましょうをひきましょう    》》》》    《《《《    ⑥⑥⑥⑥香香香香りとりとりとりと押押押押しししし花花花花    》》》》    

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

ことがある」にしてみませんか？ 

・講師  加藤泰子箏・三絃教室 横山恭子 

・日程  7／23（水）、30（水）、8／6（水）、13（水） 

・時間  １０：００～１１：３０ 

・定員  １０名    

・対象  小学１年～中学生 

身近な草花で押し花をつくり、自然と香りをラッピング。世界にたった一つのかわいい

壁掛けをつくりましょう！ 

・講師  加藤弘子押し花教室 加藤弘子 

・日程  7／23（水）、30（水）、8／6（水）、13（水）、20（水）※全日程出席できる方 

・時間  １０：００～１１：３０ 

・定員  ２０名    

・対象  小学３年～中学生 

《《《《    ⑦⑦⑦⑦コラージュコラージュコラージュコラージュ    （（（（新聞紙新聞紙新聞紙新聞紙のののの貼貼貼貼りりりり絵絵絵絵）》）》）》）》    《《《《    ⑧⑧⑧⑧水彩水彩水彩水彩でででで未来未来未来未来のののの町町町町をかこうをかこうをかこうをかこう    》》》》    

新聞紙のカラー部分を切り取り、それを画用紙にはり、絵具や色鉛筆、クレヨンなど

も使い作品にしましょう。 

・講師  白士会会員 假谷みつ子 

・日程  7／24（木）、3１（木）、8／７（木） 

・時間  １０：００～１１：３０ 

・定員  ２０名    

・対象  小学生～高校生 

水彩絵具でいろいろ想像をふくらませて、ぼくや私の未来の町をおもいっきり描いて

みよう! 

・講師  日本水彩画会会員 加藤英 

・日程  7／24（木）、31（木）、8／7（木）、14（木） 

・時間  １４：００～１５：３０   

・定員  ２０名    

・対象  小学生～中学生 

《《《《    ⑨⑨⑨⑨楽楽楽楽しくしくしくしく漢字漢字漢字漢字をををを学学学学ぼうぼうぼうぼう》》》》    《《《《    ⑩⑩⑩⑩楽楽楽楽しくしくしくしく百人一首百人一首百人一首百人一首でででで遊遊遊遊ぼうぼうぼうぼう！！！！    》》》》    

「右と左の書き順はなぜちがうの？」「どうして木が三つで森なの?」「なぜ秋に火がつ

いているの？」漢字の成り立ちを知ればなっとく！映像も使って楽しく学びます。 

・講師  日本文字文化機構会員 伊藤一子 土屋美幸 

・日程  7／25（金）、8／1（金）、8（金） 

・時間  １０：００～１１：３０ 

・定員  ２０名    

・対象  小学生 

「百人一首」は鎌倉時代からおよそ八百年近くもの間、人々に親しまれてきました。

楽しく遊べる「かるた」をとおして古典文学に親しみましょう。 

・講師  文芸部会会員 

・日程  7／25（金）、8／1（金）、8（金）、22（金） 

・時間  １０：００～１１：３０ 

・定員  ２０名    

・対象  小学 1 年～中学 3 年 

《《《《    ⑪⑪⑪⑪子供茶道教室子供茶道教室子供茶道教室子供茶道教室    》》》》    《《《《    ⑫⑫⑫⑫津軽三味線津軽三味線津軽三味線津軽三味線    》》》》    

日本文化のおもてなしの心で、正座をして、おいしいお茶をたててみんなでいただき

ましょう。 

・講師  茶道裏千家 準教 中澤宗鶴 

・日程  7／25（金）、8／1（金）、8（金）、22（金） 

・時間  １４：００～１５：３０ 

・定員  １０名    

・対象  小学 3 年～高校生 

世界では類を見ない、日本独自の楽器「三味線」。日本の文化を知る上でもとても

参考になります。夏休みの思い出づくりにぜひ体験を！ 

・講師  津軽三味線夢絃塾  塾長 柴田佐夜子  副塾長 石塚忠 

・日程  7／26（土）、8／2（土）、9（土）、23（土） 

・時間  １０：００～１１：３０ 

・定員  １０名    

・対象  小学 3 年～中学 3 年 

《《《《    ⑬⑬⑬⑬おどってみましょおどってみましょおどってみましょおどってみましょうううう！！！！にほんのおどりにほんのおどりにほんのおどりにほんのおどり    》》》》    《《《《    ⑭⑭⑭⑭日本文化日本文化日本文化日本文化のののの華華華華    箏箏箏箏をひこうをひこうをひこうをひこう    》》》》    

古くから伝わっている日本のおどりを、ゆかたを着て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。 

・講師  紫泉流家元 紫泉紫水 

・日程  7／27（日）、8／3（日）、10（日）、17（日） 

・時間  １０：００～１１：３０ 

・定員  ２０名    

・対象  5 歳～中学生 

箏は日本音楽の代表楽器です。自在に音階をつくり、フルートやヴァイオリンなどとも

コラボできます。一人でも多くの子どもさんたちに親しんでもらいたいと思います。 

・講師  生田流筝曲坂本玉宏会大師範 相良玉水 

・日程  7／28（月）、8／4（月）、18（月）、25（月） 

・時間  １０：００～１１：３０ 

・定員  8 名    

・対象  小学４年～中学３年 

《《《《    ⑮⑮⑮⑮大書大書大書大書にににに挑戦挑戦挑戦挑戦    》》》》    《《《《    ⑯⑯⑯⑯やさしいやさしいやさしいやさしい箏箏箏箏はじめはじめはじめはじめ    》》》》    

大きな筆で、自分の身長より大きい紙に、自分よりも大きい字を紙いっぱいに書いて

みよう！ 

・講師  書道部会 中島龍溪（公財独立書人団参事） ほか 

・日程  7／28（月）、8／4（月）、11(月) 

・時間  １０：００～１１：３０ 

・定員  ３０名    

・対象  小学生～高校生 

お箏は触れるだけでやさしい音がなります。４日間の短期集中講座で、日本の四季

の曲を弾いてみましょう。 

・講師  創和会会主 加藤創子 

・日程  7／29（火）、30（水）、31（木）、8／1（金） 

・時間  １０：００～１１：３０ 

・定員  １０名    

・対象  小学生～中学生 

《《《《    ⑰⑰⑰⑰子供太鼓教室子供太鼓教室子供太鼓教室子供太鼓教室    》》》》        

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。なかなかふれることのない和太鼓ですが、難しくありません。この機会にぜひたたいてみましょう！ 

・講師  子供太鼓こまいぬ座  講師 石川一成 

・日程  7／29（火）、8／8（金）、11（月）、19（火）、25（月） 

・時間  １０：００～１１：３０ 

・定員  ３０名    

・対象  年中～小学生 


