
【平成30年度伝統文化親子教室事業】夏休み「伝統文化親子教室」（豪雨災害被災地域）

番号
都道府県

名
市区町村 団体名 教室名 分野 夏休み中の開催日・時間 開催場所

受入れ可能
人数

備考（参加費の有無等）

1 愛媛県 松山市 愛媛県三曲協会 子供のための箏曲教室 邦楽

①8/5（日）10：00～
②8/5（日）11：00～
③8/5（日）13：00～
④8/26（日）10：00～
⑤8/26（日）11：00～
⑥8/26（日）13：00～

杉原楽器店レンタルスペース 2～3名
①②④⑤は初心者向け
③⑥は経験者向け

2 愛媛県 松山市
北条風早みどり会伝統文化
茶道教室

北条風早みどり会伝統文化
茶道教室

茶道
①8/11（土）9：30-11：30
②8/18（土）9：30-11：30

北条コミュニティーセンター ～10名 参加費：200円/回

3 愛媛県 松山市
茶道裏千家淡交会松山学校
茶道連絡協議会（松山若葉
教室）

松山若葉教室 茶道
①8/11（土）
②8/18（土）

松山青少年センター　和室 2～3名 参加費：86円/回

4 愛媛県 松山市 まつやま親子礼儀作法教室 まつやま親子礼儀作法教室 和装.礼法

①7/29（日）13：30-15：30
②8/1（水）9：30-11：30
③8/8（水）9：30-11：30
④8/19（日）13：30-15：30
⑤8/26（日）13：30-16：30

愛媛県生活文化センター（①
②③）、愛媛県男女共同参画
センター（④⑤）

～6名
参加費：全体で親子5,000
円、子供のみ3,000円

5 愛媛県 松山市 いけばな小原流　睦の会
いけばなこども教室・ひま
わりクラブ

華道 8/5（日）10：00-12：00 コープ余戸　会議室 ～5名 参加費：600円/回

6 愛媛県 松山市 まつやま能楽こども教室 まつやま能楽こども教室 能楽
①8/5（日）10：00-12：00
②8/19（日）10：00-12：00

国際能楽研究会 2～3名

7 愛媛県 松山市 池坊いけばな若葉会 松山こどもいけばな教室 華道
①7/29（日）9：30-12：30
②8/4（土）9：30-12：30
③8/11（土）9：30-12：30

松山市青少年センター ～5名 参加費：750～800円/回

8 愛媛県 松山市
「松山こども能楽クラブ」
実行委員会

松山こども能楽クラブ事業 能楽
①8/24（金）18：00-20：30
②8/25（土）12：40-15：00

①鷲屋舞台（松山市千舟町）
②エミフル（伊予郡）

～10名

9 愛媛県 松山市 川柳まつやま吟社 ジュニア川柳教室
その他の分野
（川柳）

①8/4（土）10：00-12：00
②8/25（土）10：00-12：00

①小野公民館
②松山市久米公民館

①～5名
②～2名

10 愛媛県 松山市
ＴＯＳＳ五色百人一首協会
愛媛県支部

五色百人一首教室２０１８
百人一首.カ
ルタ

①7/28（土）13：30-15：00
②8/11（土）13：30-15：00

愛媛県生活文化センター ～10名

※教室への参加を希望される場合、必ず伝統文化親子教室事業事務局までお問い合わせのうえ、参加希望者より教室実施団体へ事前に申込をしてください。
【TEL】0570-783-577　【E-mail】oyakokyoshitsu@tks.toppan.co.jp

※事務局よりご希望の教室の連絡先をお教えしますので、参加希望者より教室実施団体に申込みをお願いします。
※受入れ可能人数に達した場合など、教室への申込みをしても参加することができない場合もありますので、あらかじめご了承をお願いします。

※教室の開催日、場所は変更になる可能性もありますので、申込み時にご確認をお願いします。
※教室に参加するにあたって、参加費等が必要になる場合がありますので申込み時にご確認をお願いします。
※その他教室に参加するにあたっての留意点、注意事項等は申込み時にご確認をお願いします。
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番号
都道府県
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11 愛媛県 松山市 道後親子日舞教室 道後親子日舞教室 邦舞
①7/28（土）14：00～
②8/4（土）14：00～
③8/18（土）14：00～

道後公民館祝谷分館 ～5名 参加費：200円/回

12 愛媛県 松山市
いけばな伝統文化こども教
室デージークラブ

いけばな伝統文化こども教
室　デージークラブ

華道 8/25（土）15：00-16：00 宮前公民館 ～10名 参加費：600円/回

13 愛媛県 松山市
鶴亀こども能楽教室実行委
員会

鶴亀こども能楽教室 能楽 8/4（土）10：00-12：00
わしや能舞台（松山市千舟
町）

～10名

14 愛媛県 今治市 常盤児童育成クラブ ときわ伝統文化子ども教室 華道 8/19（日）10:00-12:00 常盤児童育成クラブ ～10名 参加費：300円/回

15 愛媛県 今治市 大西伝統文化保存会 大西伝統文化こども教室 華道 茶道 8/18（土）13:30-15:30 大西住民ふれあいセンター ～5名
参加費：300円/回（華道）、
100円/回（茶道）

16 愛媛県 今治市
高部地区伝統文化こども教
室実行委員会

高部地区伝統文化親子教室 獅子舞

①8/4（土）19：30-21：30
②8/5（日）19：30-21：30
③8/11（土）19：30-21：30
④8/12（日）19：30-21：30
⑤8/25（土）19：30-21：30
⑥8/26（日）19：30-21：30

高部厳島神社拝殿及び社務所 ～10名

17 愛媛県 宇和島市
宇和島市こども・こと・三
味線教室

宇和島市こども　こと・三
味線教室

邦楽
①8/4（土）14：00～
②8/18（土）14：00～
③8/25（土）14：00～

いわね邦楽堂 ～3名

18 愛媛県 宇和島市 木曜会 なかよし親子茶道教室 茶道 8/18（土）10：00～ 鶴島公民館 ～10名 参加費：200円/回

19 愛媛県 新居浜市
新居浜市伝統文化を継承す
る会

新居浜伝統文化教室２０１
８

書道 8/4（土）14：00-16：00頃 新居浜市高津公民館 ～10名

20 愛媛県 西条市
西条市伝統文化を継承する
会

子ども伝統文化教室２０１
８

書道 8/19（日）13：30-15：30 西条市こどもの国 ～10名

21 愛媛県 西条市 東予百人一首協会
五色百人一首＆カルタ親子
教室

百人一首.カ
ルタ

①8/12（日）13：30-14：30
②8/19（日）13：30-14：30

西条市こどもの国 ～10名

22 愛媛県 大洲市 おおずの和 和太鼓・舞　親子体験教室 神楽 8/26（日）午前 大洲小学校体育館 ～15名

23 愛媛県 伊予市 いけばな小原流伊予の会
いけばなこども教室・なの
はなクラブ

華道 8/4（土）10：00-12：00 伊予市児童館あすなろ ～5名 参加費：600～1,000円/回

24 愛媛県 伊予市 鶴鳳会 尺八・琴親子教室 邦舞

①8/4（土）13：00-15：00
②8/7（火）10：00-11：00
③8/21（火）10：00-11：00
④8/25（土）16：00-17：00

①申込時に確認
②～④上野地区公民館

～5名
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25 愛媛県 愛南町
伝統文化城の辺親子いけ花
教室

伝統文化城の辺親子いけ花
教室

華道
①8/4（土）10：00-12：00
②8/19（日）10：00-12：00

城の辺学習館 ～10名 参加費：300円/回

26 岡山県 岡山市
岡山市東地区伝統文化いけ
ばな親子教室

岡山市東地区伝統文化いけ
ばな親子教室

華道 8/17（金）19:00-20:00
岡山市立西大寺公民館（岡山
市東区向州１－１）

～10名 参加費：800円／回

27 岡山県 岡山市 日本将棋連盟中国銀行支部
操山公民館こども将棋クラ
ブ

将棋
①8/5（日）10:00-12:00
②8/19（日）10:00-12:00

岡山市操山公民館 ～10名

28 岡山県 岡山市 寺子屋書道教室実行委員会 寺子屋書道教室 書道
①8/2（木）16:00-17:00
②8/19（日）10:00-13:00

①西文明堂　２Ｆ
②蔭凉寺

～5名 参加費：②500円

29 岡山県 岡山市
坪田譲治を顕彰する会
「子どもの館」

伝統文化を生かした子ども
教室

その他の分野（季
節の行事、伝承遊
びなど）

①7/28（土）10:00-12:00
②8/4（土）10:00-12:00
③8/11（土）10:00-12:00
④8/18（土）10:00-12:00
⑤8/25（土）10:00-12:00

「子どもの館」あそぶ部屋 ～10名

30 岡山県 岡山市 能楽こども教室
岡山　能の夏休みチャレン
ジ

能楽

①8/2（木）
②8/8（水）
③8/9（木）
④8/22（水）
⑤8/29（水）
⑥8/30（木）

宗忠神社参集所（中・下の
間）

～10名

・開催時間：小学校１～４年
生10:00-12:00、小学校5年生
～中学校3年生11:00-12:00
・参加費：全体で1,000円

31 岡山県 倉敷市
天城地区伝統文化いけばな
親子教室

天城地区伝統文化いけばな
親子教室

華道 7/28（土）14:00-16:00 天城子どもの家 ～10名 参加費：400円／回

32 岡山県 倉敷市
日本舞踊と下津井節継承ち
びっこ踊り教室

児島ちびっこおどり教室
民謡.民舞 邦
舞

①8/4（土）17:30-19:00
②8/18（土）17:30-19:00

児島市民交流センター ～10名

33 岡山県 津山市 津山キッズ将棋教室 津山キッズ将棋教室 将棋

①7/28（土）9:30-12:00
②7/29（日）9:00-12:00
③8/18（土）9:30-12:00
④8/19（日）9:00-12:00
⑤8/25（土）9:30-12:00

津山市中央公民館（②④）
津山市西苫田公民館（①③
⑤）

～10名 参加費：3か月で600円

34 岡山県 津山市 津山囲碁協会 初心者囲碁教室 囲碁
①8/4（土）13:30～
②8/18（土）13:30～

西苫田公民館等 ～10名

35 岡山県 玉野市
玉野市伝統文化和装礼法親
子教室　実行委員会

伝統文化和装礼法親子教室 和装.礼法
①8/19（日）14:00-16:00
②8/26（日）14:00-16:00

玉野市立中央公民館 ～10名 参加費：クリーニング代実費

36 岡山県 笠岡市 応神太鼓保存会・童 和太鼓・子ども教室 和太鼓

①7/29（日）15:00-17:00
②8/5（日）15:00-17:00
③8/12（日）15:00-17:00
④8/19（日）15:00-17:00
⑤8/26（日）15:00-17:00

笠岡市労働福祉会館 ～10名
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37 岡山県 井原市 井原備中神楽保存会
井原備中神楽保存会　小中
学生伝承教室

神楽

①7/28（土）9:00-11:00
②8/4（土）9:00-11:00
③8/11（土）9:00-11:00
④8/18（土）9:00-11:00
⑤8/25（土）9:00-11:00

出部公民館、神楽道場 ～10名

38 岡山県 新見市 備中神楽千屋保存会 備中神楽伝承教室 神楽

①7/26（木）18:30-20:30
②8/2（木）18:30-20:30
③8/9（木）18:30-20:30
④8/23（木）18:30-20:30

千屋公民館・明石公会堂 ～5名

39 岡山県 備前市 備前焼保存会
備前焼の郷　伊部の歴史教
室

獅子舞
①7/30（月）15:00-20:00
②8/7（火）9:00-12:00

伊部小学校　天津神社 ～10名

40 広島県 広島市 子ども落語塾 子ども落語塾
その他の分野
（落語）

8/19（日）10:00-12:00 ,
13:00-15:00

三篠公民館 要相談

41 広島県 広島市 子ども長唄三味線塾 子ども長唄三味線塾 邦楽
①7/28（土）13:30-15:30
②8/25（日）13:30-15:30

三篠公民館 要相談

42 広島県 広島市 子ども日本舞踊塾 子ども日本舞踊塾 邦舞
①7/28（土）10:00-12:00
②8/18（土）10:00-12:00
③8/25（土）10:00-12:00

竹屋公民館 要相談

43 広島県 広島市
華道家元池坊広島支部青年
部

伝統文化いけばなこども教
室

華道 8/26（日）10:00-12:00
小畑百花園カルチャースクー
ル

～5名

44 広島県 広島市 広島市立仁保小学校ＰＴＡ
仁保小　伝統文化　こども
いけばな教室

華道 8/18（土）9:30-11:00
仁保小学校　新館　会議室
仁保公民館（作法）

～7名 参加費：600円/回

45 広島県 広島市
宇品学区子ども会育成協議
会

宇品学区伝統文化こどもい
けばな教室

華道 8/25（土）10:00-11:30 宇品公民館 ～5名 参加費：600円/回

46 広島県 広島市 亀山子供神楽 亀山子供神楽親子教室 神楽

①7/27（金）19:30～22:00
②8/3（金）19:30～22:00
③8/10（金）19:30～22:00
④8/17（金）19:30～22:00
⑤8/24（金）19:30～22:00
⑥8/31（金）19:30～22:00

亀山公民館 ～5名

47 広島県 尾道市 舞踊房桜 田熊こども舞踊教室 邦舞

①7/28（土）15:00-16:00
②8/4（土）15:00-16:00
③8/11（土）15:00-16:00
④8/18（土）15:00-16:00
⑤8/25（土）15:00-16:00

田熊公民館（研修室２） 3～4名

48 広島県 福山市 めぐみ生け花教室 千田生け花親子教室 華道 8/11（土）10:00-11:30
福山市千田町学区　千田公民
館

～5名 参加費：500円／回
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49 広島県 福山市
日本棋院福山囲碁サロン支
部

ヒカルの碁スクール 囲碁

①8/5（日）13:00-14:00
②8/12（日）13:00-14:00
③8/19（日）13:00-14:00
④8/26（日）13:00-14:00

日本棋院　福山囲碁サロン支
部

～20名

50 広島県 福山市
加茂子ども生け花教室実行
委員会

加茂子ども生け花教室 華道 8/11（土）14:00-15:00 加茂公民館 ～5名 参加費：500円／回

51 広島県 福山市 福山南剣友会 川口剣道親子教室 武道

①8/9（木）
②8/16（木）
③8/23（木）
④8/30（木）

福山市立川口小学校体育館 ～15名
開催時間：①～④18:30-
20:00、⑤19:00-20:00

52 広島県 三次市 日本将棋連盟三次支部 三次こども将棋教室 将棋

①7/28（土）13:00-16:30
②8/4（土）13:00-16:30
③8/11（土）13:00-16:30
④8/18（土）13:00-16:30
⑤8/25（土）13:00-16:30

ＣＣプラザ文化教室 ～10名

53 広島県 東広島市 ことＮＥＷあんさんぶる こと伝統文化親子教室 邦楽
①8/5（日）10:00-11:00
②8/19（日）10:00-11:00

安芸津生涯学習センター研修
室３０４

2～3名

54 広島県 東広島市 華道家元池坊東広島橘支部
東広島伝統文化いけばな親
子教室

華道 8/11（土）9:00-11:00 白市交流会館 ～9名 参加費：400円／回

55 広島県 東広島市
日本将棋連盟ひがし広島将
棋サロン支部

”日本が世界に誇る将棋で
論理的思考ができる子供を
育てよう”２０１８

将棋
①7/28（土）
②8/5（土）

東広島芸術文化ホール　くら
ら

～5名

56 広島県 東広島市
ＴＯＳＳ広島コンマサーク
ル

五色百人一首教室
百人一首.カ
ルタ

8/18（土）9:30-11:30 平岩地域センター 5～6名

57 広島県 東広島市 邦楽ちえみ会
平成３０年度伝統文化親子
教室事業

邦楽
①8/18（土）9:30-11:30
②8/25（土）9:30-11:30

平岩地域センター ～5名 爪は持参が必要

58 広島県 熊野町 くまの子ども神楽団 神楽の継承と充実 神楽

①7/27（金）20:00-22:00
②8/3（金）20:00-22:00
③8/10（金）20:00-22:00
④8/17（金）20:00-22:00
⑤8/24（金）20:00-22:00
⑥8/31（金）20:00-22:00

榊山神社　広島県安芸郡熊野
町中溝５－１

～10名

59 広島県
神石高原
町

小畠子供神代神楽クラブ 神石子供神楽親子教室 神楽

①8/1（水）18:30-19:30
②8/8（水）18:30-19:30
③8/15（水）18:30-19:30
④8/22（水）18:30-19:30
⑤8/29（水）18:30-19:30

子供神楽練習場 2～3名 参加費：初回に1,000円
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