
令和３年度 文化庁伝統文化親子教室事業 

    

 

日本の伝統文化を気軽に体験してみませんか。下記申込書に記入の上、FAX かメール、または 

郵送でお申込み下さい。実費は自己負担となります。 
 

                 

 ６月３０日～11月 7日  午後 4時～7時半 定員 2０名（水曜日）   

6/30、 7/7、 7/21、 8/4、 8/18、 9/1、 9/15、 10/6、 10/20、 11/3、 11/7 
【参加費】無料（個人的なものは実費負担）   

 【対 象】園児（5 歳以上）、小学 1 年生～高校 3 年生まで   
 【会 場】生涯学習センター・和室                                
 【持ち物】浴衣、帯、足袋、舞扇子（舞台衣装の貸出あり） 
  実施団体：東久留米市伝統文化体験 華鈴会 

  

                 

   8月 2日～8月 23日 午後 1時半～3時半 定員１０名 

8/2(月)、 8/11（水）、 8/16（月）、 8/18（水）、 8/23（月） 
【参加費】茶菓代として 2,500 円（全 5 日分）  
【対 象】小学 1 年生～高校 3 年生まで   

 【会 場】創美流華道會館 
【持ち物】白い靴下、筆記用具、腰ひもまたはベルト 

  実施団体：全国渡辺会 

 

                

  8月 2日～９月 2０日 ◆午後 4時～6時 15分 ◇午後 5時～6時  定員１０名 

◆8/2、 ◇8/3、 ◆8/16、 ◇8/17、 ◇8/24、 ◆8/30、 ◇9/13、 ◇9/20 
  【参加費】資料費として 500 円  
【対 象】小学 4 年生～高校 3 年生まで   
【会 場】創美流華道會館  

 【持ち物】筆記用具 
  実施団体：箏道普及委員会 菊音會 

 

                 

 8月 7日（土）・8日（日）・9日（月） 午後 2時～3時半  

 【参加費】花材費茶菓代資料費として 2,000 円（全 3 日分）  
 【対 象】小学 1 年生～高校 3 年生まで  
【会 場】創美流華道會館 

 【持ち物】エプロン、タオル、筆記用具、新聞紙、白い靴下、腰ひも 
  実施団体：日本文化伝承教室実行委員会 

 

 

                 

8月 11日～1月 2日 午前 9時半～11時 定員１０名 基本日曜日 

  8/11（水）、 8/29、 9/12、 9/23（祝）、 10/10、 10/31、 11/14、  
11/28、 12/5、 12/28（火）、 1/2  

 【参加費】花材費等として 1,000 円/1 回 
 【対 象】小学 1 年生～高校 3 年生まで 
 【会 場】創美流華道會館 
 【持ち物】エプロン、タオル、筆記用具、新聞紙（花を包むものとして） 
  実施団体：創美流鴻月會        http://www.sobiryu.jp 
 

～古典芸能である日本舞踊の基礎と表現を 
楽しく学びましょう～ 

   

～夏休みに茶道の体験をし 
作法の基本を身につけましょう～ 

 

途中からの参加可 

～旧七夕會での花や茶を用いる、雅楽などの 

体験をして行事を楽しみましょう～ 

 

裏面につづく 

～箏（琴）の弾き方を学び 
演奏出来るようになりましょう～ 

 

～季節のお花を楽しみましょう～ 

 

全 5 日 

全 11 回 

全 8 日 

全 11 回 

全 3 日 



                 

8月 22日～10月 3日 午後 4時～6時 15分 定員１０名 基本日曜日 

   8/22、 8/25（水）、 8/29、 9/5、 9/12、 9/26、 10/3 
 【参加費】無 料 
 【対 象】小学 3 年生～高校 3 年生まで  
 【会 場】創美流華道會館 
【持ち物】タオル、筆記用具 

  実施団体：東久留米雅楽会         

 

                 

   9月 12日～12月 5日 午後 1時半～3時 定員１０名 日曜日 

     9/12、 9/26、 10/17、 10/31、 11/14、 11/28、 12/5 
【参加費】無 料  
【対 象】小学生～高校 3 年生までの女子（身長 140 ㎝以上）  

 【会 場】創美流華道會館 
【持ち物】白い靴下など 

  実施団体：小笠原新流 梧桐會 

 

                 

  9月 11日～12月 18日  午後 2時～３時半 定員１０名 土曜日 

   9/11、 9/25、 10/9、 10/23、 11/13、 11/27、 12/18 
【参加費】資料費として 2,100 円（全 7 回分） 

 【対 象】小学 3 年生～高校 3 年生まで 
 【会 場】創美流華道會館 
【持ち物】エプロン、筆記用具、タオル 2 枚、新聞紙 

  実施団体：多摩書道研究會 輪書會     

 

 

 

 

 

東久留米市 伝統文化親子教室事業 参加申込書  
※希望の教室に☑をつけ、FAX の場合は切り取らずに送信して下さい 

メール申込の場合は下記内容を入力し、送信して下さい  複数選択可  
 

□ 放課後子ども日本舞踊教室                  □ 茶道文化に親しむ子ども教室     

□ 子ども箏曲教室   □ 七夕行事体験教室     □ 子どもいけばな教室  

□ 子ども雅楽教室   □ 子ども着付教室      □ 子ども書道教室  

 

（ふりがな）                    性別         生年月日                      

参加者氏名                        □男  □女   平成   年   月   日生  

学校名                   学年   年生 電話番号                      

住所 〒                                                    

Fax・ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ・携帯                                               

主  催 ： 東久留米市文化芸術創造のまち実行委員会  

FAX 042（471）1616  e-mail soubi@car.ocn.ne.jp  電話 042（471）4022（代）  

申込 問合せ先  〒203-0032 東久留米市前沢 5-7-27 創美流華道會館内 

～筆文字の美しさを学びましょう～ 

 

～龍笛・ひちりきの  
古典楽器を楽しみましょう～ 

 
龍笛 

篳篥 

～浴衣、着物の着方のコツを学び、和装生活を 
楽しみせんか 巫女装束も着られます～ 

 

きりとり線   

※小学４年生以下の児童は保護者による送迎をお願いします。 

※定員に達し次第受付は終了とさせて頂きます。（コロナ対応の為、保護者は参加同席出来ません） 

※新型コロナウイルス感染防止対策を取りながら実施いたします。 

全 7 回 

全 7 日 

全 7 回 


