
   
  

 

高津区文化協会は第 22 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。 

 

１９教室を開催・親子連れでどうぞ・・・  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

        募集内容は都合により、一部変更となる場合があります。応募状況など事前の問い合わせにはお答えできません。 

 

【応募先】  ①ホームページ：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  

高津区文化協会 「夏休み文化体験」係  

                                            

【問い合わせ先】  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 

 

【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】 19 教室（詳細は裏面） 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】 

【 教 材 費 】 

１教室 800 円（ミュージカル教室は 1.200 円）、傷害保険料を含む。そのほか教材費が必要です。 

 生け花(500 円)、着付け（200 円）、友禅染（1000 円）、俳句（200 円）、ミュージカル（500 円） 

お箏（500 円）、習字体験（100 円）、津軽三味線(300 円)、花の壁掛け(500 円)、郷土の文化（300 円） 

朗読(300 円)、デザイン画（500 円）、茶道（500 円）、民謡(300 円)、将棋(1000 円)、水彩画(300 円) 

星座の工作教室（500 円）、水引あそび（400 円）、親子コンサート(300 円)、 

 

【応募方法】  ①教室番号・教室名・希望日（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電話番号 ・メールアドレス等を、下記いずれかの方法で応募先へ 

   ７月 9 日（土）必着で申し込みください。 

★ 応募者多数の場合は抽選とし、受講の可・否は７月 20 日（水）までに郵便で発送します。 

    参加者には会場の案内図、教室内容、参加費の納入方法などの案内書を同封します。 

 ★ 参加費・教材費の納入期限：7 月 27 日（水）/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。 

・いけ花 ・ゆかたの着付 ・友禅染 ・俳句 ・ミュージカル・お箏（おこと） 

・習字 ・津軽三味線 ・お花の壁掛け（手芸） ・郷土の歴史 

・朗読 ・デザイン画 ・茶道 ・民謡 ・将棋 ・水彩画 

・星座の工作教室 ・水引遊び ・親子コンサートなど 

 参 加 者 大 募 集 ! 



第 22 回  夏休み『子ども 1 日文化体験』 教室一覧 

No 教室名 講師名 体験教室の内容 開講日時 募集対象 定員 会場 

１ 
レッツ トライ 

いけ花 
上野 静勝 

季節をいろどる草花で、楽しい「いけ

花」を体験しましょう。 
7/30(土) 10：00～12：00 小 1～小６ 10 人 世喜 

２ 
ゆかたの 

着付け 
森 よし子 

ゆかたの着付けと、可愛い半巾帯結

び浴衣の、たたみ方を覚えます。 
8/1（月) 09：30～11：30 年長～中３ 15 人 てくの 

３ 
伝統工芸 

友禅染ハンカチ 
石渡 弘信 

楽しい図柄に友禅染の塗り絵で、世

界に一枚のハンカチを染めよう。 

8/1 (月） 13：30～16：00 

8/10(水) 13：30～16：00 
年長～中 3 

20 人 

・2 回 
てくの 

４ 
俳句で遊ぼう 

ワイワイワイ 
たむら 葉 

５・７・５でワイワイ楽しく遊びましょう、

夢がどんどんふくらむよ！ 
8/2（火) 13：30～15：30 小２～小６ 15 人 市民館 

５ 
歌って踊って 

ミュ-ジカル 
金星 かおる 

米国の子供達が大好きなミュージ

カル、笑顔が弾ける楽しさ満載！ 

8/3(水)～4(木)・連続 

 いずれも 13：30～15：30 
年長～中 3 35 人 市民館 

６ 
楽しい 

お箏（こと） 
山本 文徳仰 

触れる機会の少ないお箏、演奏の他 

準備や片付けで、もっと詳しく知ろう。 

8/4(木)   9：30～11：30 

8/4(木)13 ：30～15：30 

AM4～6 年 

PM1～3 年 

6 人 

・2 回 
てくの 

７ 習字体験 一道斎 翠風 
書道の鉄人が、字を書くコツをていね

いに教えます。 
8/5(金) 09：30～11：30 小３～小６ 30 人 てくの 

８ 
津軽三味線に 

ふれてみよう 
小山 貢葉撞 

津軽三味線について学び、演奏を体

験してみよう。 
8/6(土) 15：00～16：30 小 3～小６ 5 人 

自宅 

教場 

９ 
お花の 

かべかけ 
福田 伸穂 

植物プランクトンからできている藻

（も）で、お花の壁かけを作ります。 

8/8(月) 13：30～14：30 

8/8(月) 15：00～16：30 
小１～小 6 

10 人 

・2 回 
市民館 

１０ 
大山街道の 

 昔ばなし 
鈴木 穆 

高津の大山街道について、今と昔に

を比べてやさしく学びます。 
8/8(月) 9：30～11：30 小 3～小 6 20 人 てくの 

１１ 
やってみよう 

朗読 
米澤 知峯 

声に出して絵本を読むコツ教えます、

皆でお話会に挑戦してみましょう。 
8/9(火) 9：30～11：30 小１～小 4 8 人 市民館 

１２ デザイン画 黒沢 進士 
架空の動物を想像力で描いてみよ

う、グループで合作画も作ります。 

8/9 (火)  10：00～11：30 

8/16(火) 10：00～11：30 
小１～小３ 

20 人 

・2 回 
市民館 

１３ 表千家 茶道 大野 宗巳 
国宝茶室「如庵（レプリカ）で、お茶を

一服」礼儀作法と茶道心を学びます。 
8/10（水）9：45～11：30 小 2～中 3 20 人 プラザ 

１４ 民謡に挑戦 佐々木 盛次 
日本人の心の歌、民謡を学び、優

しい民謡を三味線で歌ってみよう 

8/12(金)  9：30～11：30 

8/19（金） 9：30～11：30 
小 3～小 6 

10 人 

・2 回 
てくの 

１５ 
将棋大会で 

実力をためそう 
山田 慎治 

級位者によるトーナメント戦で実力を

ためし、その後対局指導もあります。 
8/13（土）13：30～15：30 小 2～中 3 32 人 てくの 

１６ 
水彩画を 

描いてみよう 
秋本 健次  

物の形を彩色して表現、自由に楽し

み自作「一枚の絵」を描いてみよう。 

8/15(月) 9：30～11：30 

8/20（土）9：30～11：30 
小 3～小 6 

15 人 

・2 回 
てくの 

１７ 
光る星座絵の 

プラネタリウム 
田中 艸太郎 

星が光るミニプラネタリウムを作って 

星座や星の世界を学んでみよう。 
8/17(水) 13：30～15：30 小３～小６ 20 人 市民館 

１８ 水引遊び 岡本 理瑚 
水引の基礎の結び方を体験、作った

水引と和紙でポチ袋を作ります。 
8/18（木）13：30～14：30 小 3～小６ ８人 てくの 

１９ 
親子ミニ・ 

コンサート 
桜井 純恵 

親子・兄弟でドレミのうたなど、お馴染

みの曲を歌い、ミニコンサートを！ 
8/19(金) 10：00～11：20 3 才～小６ 25 人 市民館 

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 プラザ＝川崎市民プラザ 喜世＝世喜会館  

 

補足説明・No.3，5、6，19 の低学年は保護者付添いが必要です。・保護者の参観は可能です（No.1 は除く）。 

・No.2，4，5，7，8，10，11，13，14，16，18，は保護者も受講可能です（別途参加費が必要）。  Rev.3 


