参加者大募集 ！
高津区文化協会は第 21 回夏休み文化体験教室を今年も開催いたします。
お子さんの文化体験や 夏休みの作文・自由研究にもきっと役立ちます。ぜひ、ご参加ください。

★ 12 教室開講・親子連れでどうぞ ★
・ミュージカル ・親子でコンサート ・習字体験 ・ネコばさみ（手芸）
・立体工作（モービル）・ゆかたの着付 ・お箏（こと）・俳句遊び
・水引あそび ・プラネタリウム作り ・デザイン画 ・友禅染ハンカチ

【募集対象】 幼稚・保育園児、小学生、中学生 （保護者の受講も一部可能）
【開講教室】 全 12 教室（詳細は裏面） 教室には、子どもだけの参加、親子で参加、２日間連続参加等の条件があります。
【参 加 費】 １教室 700 円（ミュージカル教室は 1.000 円）、傷害保険料を含む。そのほか下記の教材費が必要です。
(教材費): 親子コンサート(300 円)、着付け（200 円）、習字体験（100 円）、お箏（500 円）
ミュージカル（500 円）、プラネタリウム（200 円）、水引あそび（300 円）、俳句（200 円）
友禅染ハンカチ（500 円）、立体工作（500 円）、ネコばさみ(500 円)、デザイン画（500 円）
【応募方法】 ①教室番号・教室名（3 教室まで応募可）、②参加者名・フリガナ・性別、③学校名・学年、④保護者名・フリガナ
⑤〒住所、⑥連絡先電話番号 ・メールアドレス等を、下記応募先へ７月 10 日必着で申し込みください。
応募者多数の場合は抽選、受講の可・否を７月 20 日まで郵送にて連絡します。
受講が可能となった方には会場の案内図、参加費の納入方法などの案内書を郵送いたします。
★ 参加費・教材費の納入期限：7 月 30 日（金）/（厳守）
応募者が僅少の教室や悪天候等の理由により、開講を中止する場合があります。
【応募先】 ① ホームページより応募：

https://takatsu-bunka.org/

②メール：info_tcass2020@takatsu-bunka.org

③ はがき：〒213-0001 川崎市高津区溝口１-４-１ 高津市民館内
【問い合わせ先】

高津区文化協会 「夏休み文化体験」係
高津区文化協会 事務局
高津区文化協会のホームページ

メール：info_tcass2020@takatsu-bunka.org

ＴＥＬ： 090-9314-1430（田村/平日 9～17 時）

主催：NPO 法人 高津区文化協会
共催：川崎市、川崎市教育委員会

提携：てくのかわさき

後援：高津区ＰＴＡ協議会

第 21 回 夏休み『子ども 1 日文化体験』 教室一覧
No

教室名

講師名

1

楽しいお箏

山本 文徳仰

触れる機会の少ないお箏（こと）を演
奏のほかに、準備からあと片付けま 8/1(日) 13：30～15：30
で、存分に楽しみましょう。

小 1～小６ 6 人

2

可愛い
ネコばさみ

長谷川 紫穂

ネコばさみを作って、バックのお供
やお部屋飾りで楽しんでニャン。

小１～小 6

歌って踊って
ミュ-ジカル

金星 かおる

ミュージカル「スーシカル」歌の表現
8/4(水)～5(木)・連続
力と愉快なダンスで、皆に弾ける笑
いずれも 13：30～15：30
顔を！

年長～小６ 20 人 市民館

俳句で遊ぼう、
ワイワイワイ

たむら 葉

５・７・５の言葉あそびだ！発見だ！
8/5（木) 09：30～11：30
やったぞ！うれしい夢いっぱい！

小２～小６

小 3～小６ ８人

3

4

体験教室の内容

開講日時

8/2(月) 13：30～14：30
8/2(月) 14：30～15：30

募集対象

定員

会場
てくの

10 人
市民館
・2 回

10 人 市民館

5

水引遊び

岡本 理瑚

水引の基礎の結び方を体験、作っ
た水引と和紙を使って可愛いポチ袋 8/5（木）13：30～15：30
を作ります。

6

ゆかたの
着付け体験

森 よし子

ゆかたの着付けと可愛い半巾帯結び
8/5（木) 09：30～11：30
浴衣のたたみ方をマスターします。

年長～中３ 15 人 てくの

小１～小 4 25 人 市民館

年長～中 3 20 人 てくの

てくの

7

立体工作

小林 康人

空を舞う鳥たち（モビール）。
紙で鳥を作り、針金に吊るし、空気 8/7（土) 09：30～11：30
の動きで自然に動くモビールを作る

8

伝統工芸友禅
染のハンカチ

石渡 弘信

楽しい図柄に「ぬりえ」で、世界に
たった一枚のハンカチを染めてみよ 8/8(日) 13：30～15：30
う。

9

デザイン画

黒沢 進士

想像力で、架空の動物を描いてみよ
う！また夏休みの思い出をグループ 8/10(火) 10：00～11：30 小１～小３ 30 人 市民館
合作で仕上げます。

ミニ・プラネタリ
10
田中 艸太郎
ウム作り

11

12

親子ミニ・
コンサート
習字体験

桜井 純恵

一道斎 翠風

紙に穴（ピンホール）をあけて、中に
電球を入れプラネタリウムを作りま 8/20(金) 13：30～15：30
小３～小６ 20 人 市民館
す。部屋を暗くして天井に星座を映
し出すことができます。
親子で楽しい童謡などを歌って、ミ
8/20(金) 10：00～11：20 年少～小６ 25 人 市民館
ニ・コンサートを体験してみましょう。
書道の鉄人が、字を書くコツをてい
ねいに教えます。

8/20(金) 09：30～11：30 小３～小６

30 人 てくの

会場の略語表記：市民館＝高津市民館 てくの＝てくのかわさき
補足説明・No.7 と No.11（幼稚園児の参加）は保護者の付添いが必要です。No.2 の時間帯指定はできません。
・No.9 は前回（2019 年）の参加者は応募できません。また No.12 は学校の宿題はできません。
・No.3、4、5、6、11、12 は保護者も一緒に受講もできます（別途参加費が必要）。
・すべての教室で、保護者は参観ができます。
注 1）応募者多数となった場合は、単独教室（１教室のみ）の応募者を優先し抽選となります。
注 2）参加・教材費は 7 月 30 日までに指定金融機関に振込みください。振込みの無い場合は参加取り消しと
いたします。
注 3）応募状況や抽選結果の、個別問い合わせにはお答えできませんのでご了承ください。

