
参 加 費：￥１,５００
募集人数：先着20名（小学生～大人）

トールペイントでかわいいくまのキーフックを作り
ましょう。ステキな作品が出来上がります♪
（サイズ縦22㎝×横21㎝）

時間

講師/大塚　貞子

8/5㊐
トールペイント夏休み

企画

午後１時３０分～３時３０分

参 加 費：￥１,0００
募集人数：先着各20名（小学生～大人）
持参する物/ハサミ、ものさし（10cmくらい）
ラメ入りクラフトテープを使ってキラキラバスケットを作
ります。白色以外がラメ入りです。(作品サイズ：高さ
15cm、横19cm、奥行15cm)

時間

講師/志賀　和美

8/6㊊
ラメ入りクラフトテープで
キラキラ☆バスケット

夏休み
企画

①午前10時～12時
②午後1時～3時

参 加 費：￥１,0００
募集人数：先着各15名（小学生～大人）
帆布トートバッグに革をつけてバッグをカスタムします。サイズは縦３３センチ横２７
センチ。柄は鳥、ロボット、ハリネズミの中からお選び頂けます。針と糸は使わないの
で小さなお子様もご参加頂けます。各パーツはお好きな色を選んで頂けますので自
分だけのオリジナルトートバッグが作れます。

時間

講師/中村　綾乃

8/18㊏
レザークラフト
帆布トートをレザーでカスタム

夏休み
企画

①午後1時30分～2時30分
②午後3時～４時

参 加 費：￥１,0００
募集人数：先着各20名（小学生～大人）
持参する物/お持ち帰り用袋
自分だけの世界にひとつだけの万華鏡を作りましょ
う。本格的なオイル式の万華鏡です。夏休みの工作に
もなります。(作品サイズ：約26㎝)

時間

講師/森　教二

8/19㊐

世界にひとつだけの万華鏡夏休み
企画

①午前10時30分～12時
②午後1時～2時30分
③午後3時～4時30分

時間

講師/隅田　夕子

8/26㊐
かわいい♥

３D金魚鉢をつくろう

①午前10時～12時
②午後1時～3時

夏休み
企画

時間

講師/隅田　夕子
参 加 費：￥1,000　募集人数：先着各20名（5才～大人）

8/25㊏
   夏にぴったり！
カンタン3D水族館をつくろう

持参する物/油性カラー(5色以上)・油性黒マジック（いずれも細・極細体）
魚や水の生き物などを写して描き、好きな色を塗るだけでカンタンにびっくりするく
らい立体（3D）的なミニ水族館ができます。大人の方にも塗り絵感覚で作れオブジェ
としても楽しんで頂けます。（作品サイズ：幅17cm、奥行9cm、高さ10cm）

参 加 費：￥1,000　募集人数：先着各20名（5才～大人）
持参する物/油性カラー(5色以上)・油性黒マジック（いずれも細・極細体） 
金魚を写して描き、好きな色を塗るだけでカンタンにびっくりするくらい立体（3D）的
なミニ金魚鉢ができます。大人の方にも塗り絵感覚で作れオブジェとしても楽しんで
頂けます。（作品サイズ：幅・奥行・高さ10.5cm）

①午前10時～12時
②午後1時～3時

夏休み
企画

講師/ヴィクター・プロコフィエフ　他
幼児＆小学生のはじめての英会話
参 加 費：￥500
募集人数：先着20名
　　　　　（3才～小学生）

小学生も英会話が必須授業になりました。ネイティ
ブの先生と“はじめての英会話”を体験しよう！！

時間 午後3時～4時9/2㊐

講師/村瀬　憲夫（近畿大学名誉教授）

＜毎回絵ハガキのプレゼント付き＞

万葉学習セミナー（全3回）万葉集入門
受 講 費：全3回分￥3,000(1回ずつの受講は￥1500）
募集人数：先着20名（大人）
万葉集には和歌山県内で詠まれた歌が100首ほどありま
す。それは紀伊国に旅をしてやって来た人々の歌々です。
紀伊国の山と海の織りなす開放的な風景に感動した旅人
の心が躍っています。一首一首分かりやすくお話しします。

時間 午後2時～3時30分
平成30年度＜万葉館＞イベント予定表

●7、8月は夏料金(￥1000)になりますが、
　万葉館体験教室参加者は通常料金(￥400)に
　させて頂きます。 

●駐車料金(普通車1台分)が無料になる場合
　（1）15分以内の駐車場利用の場合
　（2）万葉館でグッズを合計￥5000以上お買い上げの方(7、8月除く)
　（3）レストラン「マリシーザ(TEL.073-445-0044)」で合計￥1500以上ご飲食された場合

※予告なく内容等が変更になる場合がありますので、事前にお問い合わせください。
※H31年度に「体験教室」を開催して頂ける方を募集しています。詳細は当館へお問い合わせ下さい。

9/30㊐・10/2１㊐・11/25㊐

第8回 万葉観月の会＋
わかふるコンサート

参 加 費：￥500（抹茶＋お月見団子付き)
募集人数：先着30名（幼児～大人）
抹茶とお月見団子を頂き、お琴の演奏を聞きながら、みん
なでお月見を楽しみましょう。その後、ミニコンサートがあ
ります。

時間 午後6時～8時

観月の会午後6時～６時40分　コンサート7時～8時予定

9/23㊐

開催期間 企画展名(仮称)
４/５（木）～７/８（日） 「万葉の里～大和・紀伊」写真展　写真家：牧野貞之
７/１２（木）～９/３０（日） 「万葉ちぎり絵展」　斉木理愛子先生と生徒さんの作品
１０/４（木）～１１/１８（日） 「万葉水彩画展」　水色クラブ

１１/２１（水）～H31 １/１４（祝・月）和歌山県歌人クラブ「短歌作品展」
H30 ５月～１２/２８ 作品募集「第７回万葉写真・短歌コンクール作品展示会」
H３１　３/３（日）～３/３１（日）３／３（日）午後２時～表彰式

１０/２８（日）
午後1時30分～3時

午後2時～3時

「第16回 あさもよし　きのくに歴史講座」
講師：北野隆亮（和歌山市文化スポーツ振興財団　埋蔵文化財センター長）

１１/３（祝・土） 「マリンバ・ミニコンサート」新井貞子先生と生徒さんの演奏です。

片男波公園駐車場(普通車)について

万葉館
イメージ
キャラクター

たづ君

あかひと君 万葉ちゃん

受講者
募集

平成30年度
4月～9月分

〈開催場所〉

※キャンセル料は15日前からかかります。（教室による）
※片男波公園駐車場をご利用ください。7、8月は夏料金が通常料金になる割引があります。
※講師や天候等の都合により、開催日時や教室内容等が変更または中止になることがあります。
※小学生以下は要保護者同伴（教室による）。

片男波公園 万葉館内ギャラリー

（定員になり次第〆切り）要電話申込・先着順!!

片男波公園〈万葉館〉

片男波公園〈万葉館〉
（一般財団法人）和歌山県文化振興財団
〒641-0022 和歌山市和歌浦南3丁目1700

お電話でお申込みの方は http://www.wacaf.or.jp
片男波公園駐車場（有料）
普通車￥400/回
（午前7時～午後10時開場）

ブログ　和歌の浦日和 フェイスブック　万葉館
https://www.facebook.com/wakaura.manyoukan/https://ameblo.jp/wakanourabiyori/

（電話受付：午前9時～午後4時30分）
073-446-5553

日曜体験教室
万葉講座
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※小学生以下は保護者同伴して下さい。15日前からキャンセル料がかかります。(教室による)

※写真はイメージです。入荷状況により、作品に変更があるかもしれません。



時間 午後1時～3時

講師/川嶋　和子
参 加 費：￥1,500
募集人数：先着15名（小学生～大人）

4/22㊐
クレイクチュール

講師/老田　美枝子

アートフラワー

リボンのハートペンダント

クラフト用樹脂粘土“ポリマークレイPremo!”を主な材料としてアクセサリー等の
様々な物が作れるクレイクラフトです。絵の具と同じ感覚で混色可能。焼成後は軽く
耐水性のある仕上がりに。アイデア次第で色々なクラフトとコラボし楽しめます。
（デザインは当日選択）

時間

講師/保田　カズミ
参 加 費：￥1,200
募集人数：先着各15名（3才～大人）

7/21㊏
  多肉植物(造花)と
プリザのマイ☆ガーデン

ブリキポット（直径10ｃｍ　高さ5ｃｍ）に多肉植物（造花）とプリザーブドフラワーを
アレンジして小さなマイ☆ガーデンをつくります。お手入れいらずのグリーンインテ
リアをお楽しみください。

参 加 費：￥1,500
募集人数：先着15名（小学生～大人）
持参する物/エプロン、タオル、ウェットティッシュ
チョークアートで暮らしを彩りませんか？下絵に色を乗せて、指で混ぜるだけなので、
どなたでも簡単に出来ます。(作品サイズ：17.8cm×12.7cm)

参 加 費：￥1,000
募集人数：先着20名（3才～大人）
アネモネのお花3本を作り、かごにアレンジし
てもらいます。プレゼント用にラッピングしま
す。

時間

講師/島本　純代
参 加 費：￥3,500
募集人数：先着各5名(小学生～大人、小学5年生以下は要保護者同伴)

4/30㊗㊊
プリザーブドフラワー＆
アーティフィシャルフラワー
で作る「母の日」プレゼント

持参する物/ワイヤーが切れるハサミ、ピンセット
小さい帽子を使って母の日の作品を作ります。リボンがアクセントになっています。
（作品サイズ：横19㎝、高さ13㎝)

時間 ①午前10時～12時：ポーセラーツ②午後1時～3時：押し花額
①午後1時30分～2時10分
②午後2時30分～3時10分

講師/鈴村　眞澄
参 加 費：ポーセラーツ/コップ￥1,000
　　　　　お皿￥1,300その他￥1,500～
　　　　　押し花額 /￥2,000
募集人数：先着各20名（小学生～大人）

4/29㊐

①午前10時～12時
②午後1時30分～3時30分

母の日のプレゼントを作ろう

①午前の部：綺麗な花の転写紙を使ってかわいいマグカップ、お皿などを作ります。裏にはお名
前が記入できます。(窯で焼きあげるのでお渡しは約10日後)②午後の部：色々な出来上がった
押し花を使用して自分だけのオリジナルの押し花額を作ります。(額の大きさ：21.5㎝×17㎝)

母の日
企画

夏休み
企画

時間

講師/隅田　夕子

7/23㊊
かわいい♥

３D金魚鉢をつくろう

①午前10時～12時
②午後1時～3時

夏休み
企画

時間

講師/隅田　夕子
参 加 費：￥1,000　募集人数：先着各20名（5才～大人）

7/22㊐
   夏にぴったり！
カンタン3D水族館をつくろう

持参する物/油性カラー(5色以上)・油性黒マジック（いずれも細・極細体）
魚や水の生き物などを写して描き、好きな色を塗るだけでカンタンにびっくりするく
らい立体（3D）的なミニ水族館ができます。大人の方にも塗り絵感覚で作れオブジェ
としても楽しんで頂けます。（作品サイズ：幅17cm、奥行9cm、高さ10cm）

参 加 費：￥1,000　募集人数：先着各20名（5才～大人）
持参する物/油性カラー(5色以上)・油性黒マジック（いずれも細・極細体） 
金魚を写して描き、好きな色を塗るだけでカンタンにびっくりするくらい立体（3D）的
なミニ金魚鉢ができます。大人の方にも塗り絵感覚で作れオブジェとしても楽しんで
頂けます。（作品サイズ：幅・奥行・高さ10.5cm）

時間

講師/山本　美和

7/24㊋

チョークアート教室

午前10時～12時

夏休み
企画

参 加 費：￥1,500
募集人数：先着20名（小学生～大人）
持参する物/おしぼり、のりを入れるフタ付き(タッパ―のような)容器
色とりどりの和紙をちぎって、色紙に世界に1つだけの「絵」を描きましょう。作品は
「ひまわり」と「ラディッシュ」から選んで頂けます。

時間

講師/斉木　理愛子

7/25㊌

和紙ちぎり絵

午後1時～3時

夏休み
企画

参 加 費：￥1,500
募集人数：先着各10名（小学生～大人）
「ハーバリウム」はブリザードフラワーやドライフラワーなどをガラス瓶に入れて特殊
な液体を入れるだけでできる新しいお花の形態です。お年を召した方からお子様ま
で簡単に作ることができます。　たくさんの花材からお好きなものをお選びいただ
けます。　（サイズ縦１７センチ横４センチ六角形か四角形（仕入れ状況によりサイズ
が変わる場合あり）

時間

講師/太田　美香

7/30㊊
ハーバリウム夏休み

企画

参 加 費：￥1,500
募集人数：先着各15名(小学生～大人)
持参する物/はさみ、色鉛筆
　　　　　（クーピー、クレパス、クレヨンは不可）
プラスチック製カップの丸みを生かした蝶々を作ります。
下絵を利用するので、絵の苦手なお子様でも大丈夫。ま
た、蓄光塗料を少し塗りますので、暗がりでは蝶々が光って見えます。リアルな蝶々
作りに挑戦してみましょう。(蝶々の大きさ：3.5㎝～6㎝)

時間

講師/清水　薫

7/29㊐
プラカップの綺麗な蝶々作り

①午前10時～11時30分
②午後2時～3時30分

夏休み
企画

参 加 費：￥1,000
募集人数：先着各8名（小学生～大人）
持参する物/はさみ、手ふき用ウェットティッシュ、持ち帰り用の袋
キャンディーなどが入る箱を紙で作りイルカのモチーフやお花で飾ります。切って貼
り合わせる簡単作業、夏休みの工作に！(作品サイズ：10㎝×10㎝×高さ5㎝)

時間

講師/川島　朋恵

7/28㊏

ペーパークラフト
イルカのプレゼントボックス

①午前10時30分～11時30分
②午後1時～2時
③午後2時15分～3時15分

①午前11時～　②午後1時～
③午後2時～

参 加 費：￥1,000
募集人数：先着各20名（小学生～大人）

持参する物/はさみ、ボンド、ウェットティッシュ
花火を眺めながら、風鈴・かき氷・すいか等で夏の夜を楽し
みましょう。 ※サイズ縦３１センチ横２４センチ

時間

講師/辻本　久美子

7/31㊋
手工芸 歳時記 夏の夜夏休み

企画

①午前10時～12時
②午後1時～3時

参 加 費：①￥1,000 ②￥1,000～
募集人数：先着各20名（小学生～大人）
①午前の部：紙の台紙に出来上がった押し花を貼り標
本を作ります。夏休みの自由研究にぴったりです。
②午後の部：ガラスに転写紙を貼り、ガラスコップ、お
皿などを作ります。

時間

講師/鈴村　眞澄

8/4㊏
押し花標本＆ガラスのポーセラーツ教室夏休み

企画

①午前10時～12時：押し花標本
②午後1時～3時：ガラスのポーセラーツ

夏休み
企画

①午前10時～12時
②午後1時～3時

夏休み
企画

時間 午後1時～3時5/6㊐

アネモネのお花をプレゼント
母の日
企画

講師/馬場　吉久
（全国万葉協会理事　紀伊万葉ネットワーク副会長）

第36回 万葉講座

受 講 費：￥500
募集人数：先着30名（大人）

※予約不要です。
　当日直接お越し
　ください。

※予約不要です。
　当日直接お越し
　ください。

紀伊万葉ネットワークでは現在「紀伊万葉かるた」を作成中です。ふるさと「紀伊」を
再認識する機会になれば幸いです。あなたの好きな万葉歌を推薦してください。

時間 午後1時30分～3時5/27㊐

「万葉集を楽しもう　紀伊万葉かるた」

　「東照宮祭礼の芸能と和歌祭」

講師/村瀬　憲夫（近畿大学名誉教授）

第10回 万葉バスツアー

参 加 費：￥14,000（昼食付き）
※25名以上集まれば¥12,000
募集人数：先着30名（小学生～大人、小・中学生は要保護者同伴）
持参する物/飲料、帽子、雨具、筆記用具、腕時計、常用の薬等
村瀬先生の解説で、奈良時代の天平年間に慌ただしく遷都した二つの都の跡をたど
ります。　滋賀県信楽町～京都府和束～ふるさとミュージアム山城等

時間 午前7時30分～午後7時(予定)
※歩きやすい服装・靴でご参加下さい。※雨天決行5/20㊐

「紫香楽宮跡、恭仁京跡を訪ねて」

講師/ヴィクター・プロコフィエフ　他
幼児＆小学生のはじめての英会話
参 加 費：￥500
募集人数：先着20名
　　　　　（3才～小学生）

小学生も英会話が必須授業になりました。ネイティ
ブの先生と“はじめての英会話”を体験しよう！！

時間 午後3時～4時6/3㊐

講師/森本　行美
シルクフラワーでアレンジメント

参 加 費：￥1,600
募集人数：先着16名（小学生～大人）
持参する物/花バサミ、お持ち帰り用の袋
人気のシルクフラワー！！絹のように美しく見える造
花です。プレゼントにピッタリ！！ブリキのバケツにス
テキなアレンジをしてみましょう♪（作品サイズ：横
幅約18ｃｍ、奥行約15ｃｍ、高さ約18ｃｍ）

時間 午後1時30分～3時30分6/17㊐

講師/森　勝代(和歌山のお手玉の会)
お手玉教室

参 加 費：￥500（お手玉2個付き）
募集人数：先着各20名（3才～大人）
童謡を歌いながらお手玉遊びをします。お手玉で
工夫したゲームもあります。幼児から大人まで楽し
めて、3世代4世代の交流ができます。笑顔の輪が
広がりふれあいの場ができます。

時間 ①午前10時30分～12時②午後1時～2時30分6/10㊐

母の日
企画

父の日
企画

講師/吉村　旭輝(紀州経済史文化史研究所)

第15回 あさもよし きのくに歴史講座

受 講 費：￥500
募集人数：先着30名（大人）
和歌祭に登場する芸能は東照宮祭礼の特色だけでなく
和歌山という地域の特色もふんだんに盛り込まれてい
ます。今回はこれらの芸能を中心に紹介します。

時間 午後1時30分～3時6/24㊐

※小学生以下は保護者同伴して下さい。15日前からキャンセル料がかかります。(教室による)

※写真はイメージです。入荷状況により、作品に変更があるかもしれません。 ※写真はイメージです。入荷状況により、作品に変更があるかもしれません。

午前

午後

午前

午後



時間 午後1時～3時

講師/川嶋　和子
参 加 費：￥1,500
募集人数：先着15名（小学生～大人）

4/22㊐
クレイクチュール

講師/老田　美枝子

アートフラワー

リボンのハートペンダント

クラフト用樹脂粘土“ポリマークレイPremo!”を主な材料としてアクセサリー等の
様々な物が作れるクレイクラフトです。絵の具と同じ感覚で混色可能。焼成後は軽く
耐水性のある仕上がりに。アイデア次第で色々なクラフトとコラボし楽しめます。
（デザインは当日選択）

時間

講師/保田　カズミ
参 加 費：￥1,200
募集人数：先着各15名（3才～大人）

7/21㊏
  多肉植物(造花)と
プリザのマイ☆ガーデン

ブリキポット（直径10ｃｍ　高さ5ｃｍ）に多肉植物（造花）とプリザーブドフラワーを
アレンジして小さなマイ☆ガーデンをつくります。お手入れいらずのグリーンインテ
リアをお楽しみください。

参 加 費：￥1,500
募集人数：先着15名（小学生～大人）
持参する物/エプロン、タオル、ウェットティッシュ
チョークアートで暮らしを彩りませんか？下絵に色を乗せて、指で混ぜるだけなので、
どなたでも簡単に出来ます。(作品サイズ：17.8cm×12.7cm)

参 加 費：￥1,000
募集人数：先着20名（3才～大人）
アネモネのお花3本を作り、かごにアレンジし
てもらいます。プレゼント用にラッピングしま
す。

時間

講師/島本　純代
参 加 費：￥3,500
募集人数：先着各5名(小学生～大人、小学5年生以下は要保護者同伴)

4/30㊗㊊
プリザーブドフラワー＆
アーティフィシャルフラワー
で作る「母の日」プレゼント

持参する物/ワイヤーが切れるハサミ、ピンセット
小さい帽子を使って母の日の作品を作ります。リボンがアクセントになっています。
（作品サイズ：横19㎝、高さ13㎝)

時間 ①午前10時～12時：ポーセラーツ②午後1時～3時：押し花額
①午後1時30分～2時10分
②午後2時30分～3時10分

講師/鈴村　眞澄
参 加 費：ポーセラーツ/コップ￥1,000
　　　　　お皿￥1,300その他￥1,500～
　　　　　押し花額 /￥2,000
募集人数：先着各20名（小学生～大人）

4/29㊐

①午前10時～12時
②午後1時30分～3時30分

母の日のプレゼントを作ろう

①午前の部：綺麗な花の転写紙を使ってかわいいマグカップ、お皿などを作ります。裏にはお名
前が記入できます。(窯で焼きあげるのでお渡しは約10日後)②午後の部：色々な出来上がった
押し花を使用して自分だけのオリジナルの押し花額を作ります。(額の大きさ：21.5㎝×17㎝)

母の日
企画

夏休み
企画

時間

講師/隅田　夕子

7/23㊊
かわいい♥

３D金魚鉢をつくろう

①午前10時～12時
②午後1時～3時

夏休み
企画

時間

講師/隅田　夕子
参 加 費：￥1,000　募集人数：先着各20名（5才～大人）

7/22㊐
   夏にぴったり！
カンタン3D水族館をつくろう

持参する物/油性カラー(5色以上)・油性黒マジック（いずれも細・極細体）
魚や水の生き物などを写して描き、好きな色を塗るだけでカンタンにびっくりするく
らい立体（3D）的なミニ水族館ができます。大人の方にも塗り絵感覚で作れオブジェ
としても楽しんで頂けます。（作品サイズ：幅17cm、奥行9cm、高さ10cm）

参 加 費：￥1,000　募集人数：先着各20名（5才～大人）
持参する物/油性カラー(5色以上)・油性黒マジック（いずれも細・極細体） 
金魚を写して描き、好きな色を塗るだけでカンタンにびっくりするくらい立体（3D）的
なミニ金魚鉢ができます。大人の方にも塗り絵感覚で作れオブジェとしても楽しんで
頂けます。（作品サイズ：幅・奥行・高さ10.5cm）

時間

講師/山本　美和

7/24㊋

チョークアート教室

午前10時～12時

夏休み
企画

参 加 費：￥1,500
募集人数：先着20名（小学生～大人）
持参する物/おしぼり、のりを入れるフタ付き(タッパ―のような)容器
色とりどりの和紙をちぎって、色紙に世界に1つだけの「絵」を描きましょう。作品は
「ひまわり」と「ラディッシュ」から選んで頂けます。

時間

講師/斉木　理愛子

7/25㊌

和紙ちぎり絵

午後1時～3時

夏休み
企画

参 加 費：￥1,500
募集人数：先着各10名（小学生～大人）
「ハーバリウム」はブリザードフラワーやドライフラワーなどをガラス瓶に入れて特殊
な液体を入れるだけでできる新しいお花の形態です。お年を召した方からお子様ま
で簡単に作ることができます。　たくさんの花材からお好きなものをお選びいただ
けます。　（サイズ縦１７センチ横４センチ六角形か四角形（仕入れ状況によりサイズ
が変わる場合あり）

時間

講師/太田　美香

7/30㊊
ハーバリウム夏休み

企画

参 加 費：￥1,500
募集人数：先着各15名(小学生～大人)
持参する物/はさみ、色鉛筆
　　　　　（クーピー、クレパス、クレヨンは不可）
プラスチック製カップの丸みを生かした蝶々を作ります。
下絵を利用するので、絵の苦手なお子様でも大丈夫。ま
た、蓄光塗料を少し塗りますので、暗がりでは蝶々が光って見えます。リアルな蝶々
作りに挑戦してみましょう。(蝶々の大きさ：3.5㎝～6㎝)

時間

講師/清水　薫

7/29㊐
プラカップの綺麗な蝶々作り

①午前10時～11時30分
②午後2時～3時30分

夏休み
企画

参 加 費：￥1,000
募集人数：先着各8名（小学生～大人）
持参する物/はさみ、手ふき用ウェットティッシュ、持ち帰り用の袋
キャンディーなどが入る箱を紙で作りイルカのモチーフやお花で飾ります。切って貼
り合わせる簡単作業、夏休みの工作に！(作品サイズ：10㎝×10㎝×高さ5㎝)

時間

講師/川島　朋恵

7/28㊏

ペーパークラフト
イルカのプレゼントボックス

①午前10時30分～11時30分
②午後1時～2時
③午後2時15分～3時15分

①午前11時～　②午後1時～
③午後2時～

参 加 費：￥1,000
募集人数：先着各20名（小学生～大人）

持参する物/はさみ、ボンド、ウェットティッシュ
花火を眺めながら、風鈴・かき氷・すいか等で夏の夜を楽し
みましょう。 ※サイズ縦３１センチ横２４センチ

時間

講師/辻本　久美子

7/31㊋
手工芸 歳時記 夏の夜夏休み

企画

①午前10時～12時
②午後1時～3時

参 加 費：①￥1,000 ②￥1,000～
募集人数：先着各20名（小学生～大人）
①午前の部：紙の台紙に出来上がった押し花を貼り標
本を作ります。夏休みの自由研究にぴったりです。
②午後の部：ガラスに転写紙を貼り、ガラスコップ、お
皿などを作ります。

時間

講師/鈴村　眞澄

8/4㊏
押し花標本＆ガラスのポーセラーツ教室夏休み

企画

①午前10時～12時：押し花標本
②午後1時～3時：ガラスのポーセラーツ

夏休み
企画

①午前10時～12時
②午後1時～3時

夏休み
企画

時間 午後1時～3時5/6㊐

アネモネのお花をプレゼント
母の日
企画

講師/馬場　吉久
（全国万葉協会理事　紀伊万葉ネットワーク副会長）

第36回 万葉講座

受 講 費：￥500
募集人数：先着30名（大人）

※予約不要です。
　当日直接お越し
　ください。

※予約不要です。
　当日直接お越し
　ください。

紀伊万葉ネットワークでは現在「紀伊万葉かるた」を作成中です。ふるさと「紀伊」を
再認識する機会になれば幸いです。あなたの好きな万葉歌を推薦してください。

時間 午後1時30分～3時5/27㊐

「万葉集を楽しもう　紀伊万葉かるた」

　「東照宮祭礼の芸能と和歌祭」

講師/村瀬　憲夫（近畿大学名誉教授）

第10回 万葉バスツアー

参 加 費：￥14,000（昼食付き）
※25名以上集まれば¥12,000
募集人数：先着30名（小学生～大人、小・中学生は要保護者同伴）
持参する物/飲料、帽子、雨具、筆記用具、腕時計、常用の薬等
村瀬先生の解説で、奈良時代の天平年間に慌ただしく遷都した二つの都の跡をたど
ります。　滋賀県信楽町～京都府和束～ふるさとミュージアム山城等

時間 午前7時30分～午後7時(予定)
※歩きやすい服装・靴でご参加下さい。※雨天決行5/20㊐

「紫香楽宮跡、恭仁京跡を訪ねて」

講師/ヴィクター・プロコフィエフ　他
幼児＆小学生のはじめての英会話
参 加 費：￥500
募集人数：先着20名
　　　　　（3才～小学生）

小学生も英会話が必須授業になりました。ネイティ
ブの先生と“はじめての英会話”を体験しよう！！

時間 午後3時～4時6/3㊐

講師/森本　行美
シルクフラワーでアレンジメント

参 加 費：￥1,600
募集人数：先着16名（小学生～大人）
持参する物/花バサミ、お持ち帰り用の袋
人気のシルクフラワー！！絹のように美しく見える造
花です。プレゼントにピッタリ！！ブリキのバケツにス
テキなアレンジをしてみましょう♪（作品サイズ：横
幅約18ｃｍ、奥行約15ｃｍ、高さ約18ｃｍ）

時間 午後1時30分～3時30分6/17㊐

講師/森　勝代(和歌山のお手玉の会)
お手玉教室

参 加 費：￥500（お手玉2個付き）
募集人数：先着各20名（3才～大人）
童謡を歌いながらお手玉遊びをします。お手玉で
工夫したゲームもあります。幼児から大人まで楽し
めて、3世代4世代の交流ができます。笑顔の輪が
広がりふれあいの場ができます。

時間 ①午前10時30分～12時②午後1時～2時30分6/10㊐

母の日
企画

父の日
企画

講師/吉村　旭輝(紀州経済史文化史研究所)

第15回 あさもよし きのくに歴史講座

受 講 費：￥500
募集人数：先着30名（大人）
和歌祭に登場する芸能は東照宮祭礼の特色だけでなく
和歌山という地域の特色もふんだんに盛り込まれてい
ます。今回はこれらの芸能を中心に紹介します。

時間 午後1時30分～3時6/24㊐

※小学生以下は保護者同伴して下さい。15日前からキャンセル料がかかります。(教室による)

※写真はイメージです。入荷状況により、作品に変更があるかもしれません。 ※写真はイメージです。入荷状況により、作品に変更があるかもしれません。

午前

午後

午前

午後



参 加 費：￥１,５００
募集人数：先着20名（小学生～大人）

トールペイントでかわいいくまのキーフックを作り
ましょう。ステキな作品が出来上がります♪
（サイズ縦22㎝×横21㎝）

時間

講師/大塚　貞子

8/5㊐
トールペイント夏休み

企画

午後１時３０分～３時３０分

参 加 費：￥１,0００
募集人数：先着各20名（小学生～大人）
持参する物/ハサミ、ものさし（10cmくらい）
ラメ入りクラフトテープを使ってキラキラバスケットを作
ります。白色以外がラメ入りです。(作品サイズ：高さ
15cm、横19cm、奥行15cm)

時間

講師/志賀　和美

8/6㊊
ラメ入りクラフトテープで
キラキラ☆バスケット

夏休み
企画

①午前10時～12時
②午後1時～3時

参 加 費：￥１,0００
募集人数：先着各15名（小学生～大人）
帆布トートバッグに革をつけてバッグをカスタムします。サイズは縦３３センチ横２７
センチ。柄は鳥、ロボット、ハリネズミの中からお選び頂けます。針と糸は使わないの
で小さなお子様もご参加頂けます。各パーツはお好きな色を選んで頂けますので自
分だけのオリジナルトートバッグが作れます。

時間

講師/中村　綾乃

8/18㊏
レザークラフト
帆布トートをレザーでカスタム

夏休み
企画

①午後1時30分～2時30分
②午後3時～４時

参 加 費：￥１,0００
募集人数：先着各20名（小学生～大人）
持参する物/お持ち帰り用袋
自分だけの世界にひとつだけの万華鏡を作りましょ
う。本格的なオイル式の万華鏡です。夏休みの工作に
もなります。(作品サイズ：約26㎝)

時間

講師/森　教二

8/19㊐

世界にひとつだけの万華鏡夏休み
企画

①午前10時30分～12時
②午後1時～2時30分
③午後3時～4時30分

時間

講師/隅田　夕子

8/26㊐
かわいい♥

３D金魚鉢をつくろう

①午前10時～12時
②午後1時～3時

夏休み
企画

時間

講師/隅田　夕子
参 加 費：￥1,000　募集人数：先着各20名（5才～大人）

8/25㊏
   夏にぴったり！
カンタン3D水族館をつくろう

持参する物/油性カラー(5色以上)・油性黒マジック（いずれも細・極細体）
魚や水の生き物などを写して描き、好きな色を塗るだけでカンタンにびっくりするく
らい立体（3D）的なミニ水族館ができます。大人の方にも塗り絵感覚で作れオブジェ
としても楽しんで頂けます。（作品サイズ：幅17cm、奥行9cm、高さ10cm）

参 加 費：￥1,000　募集人数：先着各20名（5才～大人）
持参する物/油性カラー(5色以上)・油性黒マジック（いずれも細・極細体） 
金魚を写して描き、好きな色を塗るだけでカンタンにびっくりするくらい立体（3D）的
なミニ金魚鉢ができます。大人の方にも塗り絵感覚で作れオブジェとしても楽しんで
頂けます。（作品サイズ：幅・奥行・高さ10.5cm）

①午前10時～12時
②午後1時～3時

夏休み
企画

講師/ヴィクター・プロコフィエフ　他
幼児＆小学生のはじめての英会話
参 加 費：￥500
募集人数：先着20名
　　　　　（3才～小学生）

小学生も英会話が必須授業になりました。ネイティ
ブの先生と“はじめての英会話”を体験しよう！！

時間 午後3時～4時9/2㊐

講師/村瀬　憲夫（近畿大学名誉教授）

＜毎回絵ハガキのプレゼント付き＞

万葉学習セミナー（全3回）万葉集入門
受 講 費：全3回分￥3,000(1回ずつの受講は￥1500）
募集人数：先着20名（大人）
万葉集には和歌山県内で詠まれた歌が100首ほどありま
す。それは紀伊国に旅をしてやって来た人々の歌々です。
紀伊国の山と海の織りなす開放的な風景に感動した旅人
の心が躍っています。一首一首分かりやすくお話しします。

時間 午後2時～3時30分
平成30年度＜万葉館＞イベント予定表

●7、8月は夏料金(￥1000)になりますが、
　万葉館体験教室参加者は通常料金(￥400)に
　させて頂きます。 

●駐車料金(普通車1台分)が無料になる場合
　（1）15分以内の駐車場利用の場合
　（2）万葉館でグッズを合計￥5000以上お買い上げの方(7、8月除く)
　（3）レストラン「マリシーザ(TEL.073-445-0044)」で合計￥1500以上ご飲食された場合

※予告なく内容等が変更になる場合がありますので、事前にお問い合わせください。
※H31年度に「体験教室」を開催して頂ける方を募集しています。詳細は当館へお問い合わせ下さい。

9/30㊐・10/2１㊐・11/25㊐

第8回 万葉観月の会＋
わかふるコンサート

参 加 費：￥500（抹茶＋お月見団子付き)
募集人数：先着30名（幼児～大人）
抹茶とお月見団子を頂き、お琴の演奏を聞きながら、みん
なでお月見を楽しみましょう。その後、ミニコンサートがあ
ります。

時間 午後6時～8時

観月の会午後6時～６時40分　コンサート7時～8時予定

9/23㊐

開催期間 企画展名(仮称)
４/５（木）～７/８（日） 「万葉の里～大和・紀伊」写真展　写真家：牧野貞之
７/１２（木）～９/３０（日） 「万葉ちぎり絵展」　斉木理愛子先生と生徒さんの作品
１０/４（木）～１１/１８（日） 「万葉水彩画展」　水色クラブ

１１/２１（水）～H31 １/１４（祝・月）和歌山県歌人クラブ「短歌作品展」
H30 ５月～１２/２８ 作品募集「第７回万葉写真・短歌コンクール作品展示会」
H３１　３/３（日）～３/３１（日）３／３（日）午後２時～表彰式

１０/２８（日）
午後1時30分～3時

午後2時～3時

「第16回 あさもよし　きのくに歴史講座」
講師：北野隆亮（和歌山市文化スポーツ振興財団　埋蔵文化財センター長）

１１/３（祝・土） 「マリンバ・ミニコンサート」新井貞子先生と生徒さんの演奏です。

片男波公園駐車場(普通車)について

万葉館
イメージ
キャラクター

たづ君

あかひと君 万葉ちゃん

受講者
募集

平成30年度
4月～9月分

〈開催場所〉

※キャンセル料は15日前からかかります。（教室による）
※片男波公園駐車場をご利用ください。7、8月は夏料金が通常料金になる割引があります。
※講師や天候等の都合により、開催日時や教室内容等が変更または中止になることがあります。
※小学生以下は要保護者同伴（教室による）。

片男波公園 万葉館内ギャラリー

（定員になり次第〆切り）要電話申込・先着順!!

片男波公園〈万葉館〉

片男波公園〈万葉館〉
（一般財団法人）和歌山県文化振興財団
〒641-0022 和歌山市和歌浦南3丁目1700

お電話でお申込みの方は http://www.wacaf.or.jp
片男波公園駐車場（有料）
普通車￥400/回
（午前7時～午後10時開場）

ブログ　和歌の浦日和 フェイスブック　万葉館
https://www.facebook.com/wakaura.manyoukan/https://ameblo.jp/wakanourabiyori/

（電話受付：午前9時～午後4時30分）
073-446-5553

日曜体験教室
万葉講座
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※小学生以下は保護者同伴して下さい。15日前からキャンセル料がかかります。(教室による)

※写真はイメージです。入荷状況により、作品に変更があるかもしれません。


