
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。イギリス人の先
生と“はじめての英会話”を体験しよう！！

時間

講師/ヴィクター・プロコフィエフ　他

9/2㊐
幼児＆小学生のはじめての英会話

午後3時～4時

参 加 費：無料
募集人数：先着50名（3才～大人）
リズムから旋律まで親しみやすく、素朴な木の音色を奏でる
「マリンバ」　ぜひ、ご自身の耳で演奏を聴いてみませんか？
新しい発見、感動があるはずです。 

時間

わかうらクルスタ（進行・監修：新井貞子）

11/3㊗㊏
マリンバ・ミニコンサート

午後3時～4時

参 加 費：￥５００(抹茶＋お月見団子付き)
募集人数：先着30名（３才～大人）
※コンサートのみご参加の方は入場6時50分から
抹茶とお月見団子を頂き、お琴の演奏を聴きながら、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9/23㊐
第8回 万葉観月の会＋わかふるコンサート

午後6時～8時 観月の会 午後6時～6時40分
コンサート 午後7時～8時予定

受 講 費：全 3回分￥3,0００（1回ずつの受講は￥1,500）
募集人数：先着20名（中学生～大人）
講座内容：紀伊万葉の世界
第一回：紀の川に沿って　　第二回：紀北の海
第三回：紀中・紀南の海　　＜毎回絵ハガキのプレゼント付き＞

時間9/30㊐・10/2１㊐・11/25㊐
万葉学習セミナー（全3回）万葉集入門

午後2時～3時30分

参 加 費：￥1,0００
募集人数：先着20名（小学生～大人）
中国茶の歴史を紹介しながら、様々なお茶を愉しみましょう。
（先生が中国茶を淹れて実際に試飲します）

時間10/7㊐
たの

午後1時30分～3時

講師/村瀬　憲夫(近畿大学名誉教授) 講師/津田　美起子
五感で愉しむ中国茶

参 加 費：￥5００
募集人数：先着各5名（小学生～大人）
抹茶についての説明後、実際のいただき方や楽しみ方を知っ
てもらいます。また、お菓子もご用意しています。

時間10/14㊐ ①午後１時～　②２時～　③３時～

講師/茶畑　重明
はじめての茶道「抹茶を味わってみましょう」

参 加 費：ボール1個￥5００（お一人様2個まで）  直径7㎝
　　　　　ハンギングスタンド別売り￥3００　高さ約30㎝
募集人数：先着20名（小学生～大人）
スチロール球にお好きな柄のマスキングテープを貼り、クリスマスボールを作ります。専用
のハンギングスタンドやお手持ちのクリスマスツリーにぶら下げたり、飾り方は自由です。

時間12/2㊐ 午後１時30分～3時

講師：保田　カズミ
マステで作る簡単☆クリスマスボール

受 講 費：￥5００　  募集人数：先着30名（中学生～大人）
和歌山城には様々な石垣が見られ、その型式から石垣の積まれた年
代がわかると言われています。発掘調査によって明らかにされた石
垣の構造から、どのように現在の和歌山城になったのか解説します。

時間10/28㊐ 午後1時30分～3時 ※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。

制作時間約40分　開催中は
何時からでも参加できます

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、ウエットティッシュ（あれば）
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。作品サイズ縦10.5㎝×横30㎝

時間

講師/山本　美和

11/23㊗㊎
チョークアートでクリスマスベル

午前10時～12時

参 加 費：ポーセラーツ￥1,0００～ 押し花額￥2,0００
募集人数：先着各20名（小学生～大人）
①カップやお皿などに転写紙を貼り自分だけの作品を作ります。裏にネーム入り
②綺麗な押し花を用意していますので自由な発想で長い期間綺麗な押し花を楽しん
で下さい。(額の大きさ横21.5㎝×縦17㎝)

時間

講師/鈴村　真澄

11/18㊐
クリスマス企画☆クリスマスのプレゼントを作ろう！

①午前10時～12時（ポーセラーツ）
②午後1時～3時（押し花額）　

講師/北野　隆亮

第16回あさもよし　きのくに歴史講座
「石垣からみた和歌山城築城」

受
講
者
募
集

〈開催場所〉

※キャンセル料は15日前からかかります。
※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。

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）

（電話受付：午前9時～午後4時30分）
073-446-5553

日曜体験教室 歴史講座&

※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。　※小学生以下は要保護者同伴。

平成30年度9月～3月分



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。
※「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。

開催期間 企画展名(仮称)
１０/４（木）～１１/１８（日） 「万葉水彩画展」　水色クラブ絵画

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

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

あかひと君 万葉ちゃん

参 加 費：￥1,5００
募集人数：先着各8名（小学生～大人）
持参するもの：はさみ、ウェットティッシュ、持ち帰り用袋
紙のお花でお正月に飾れるリースを作ります。お花の色はお好きな色で作って頂きます。
どなたでも簡単にできます。

時間12/9㊐ ①午前10時30分～11時30分
②午後1時～2時　③午後2時30分～3時30分

講師/川島　朋恵
ペーパークラフトでリース作り

参 加 費：￥2,5００
募集人数：先着20名（小学生～大人）
ドドネア（冬はチョコレート色夏は緑色になり、桜貝のような花が咲きます）
イベリス、ハボタン、ビオラ、ヘデラなどどれも長持ちする植物です。お正
月やクリスマスにふさわしいインパクトのある作品に。

時間12/23㊐ 午後２時～３時30分

講師/薦池　紗い子（日本ハンギングバスケッツト公認講師ゴールド）
長く楽しめる寄せ植え教室 

楽しい手まり作り

参 加 費：￥1,5００
募集人数：先着各8名（小学生～大人）
樹脂粘土で可愛い仲良しうさぎさんを作成して頂きます。
チョコなど好きな物を入れることができます。

時間1/13㊐ ①午前１０時～12時　②午後１時～３時

講師/つじ　わかよ

バレンタイン企画
「かわいいうさぎさんを作ろう」    

参 加 費：￥1,8００ 2回分(材料費込み）
募集人数：先着10名（大人）
持参する物/糸切りばさみ、まち針
まりと殿様に歌われた和歌山のてまりは、日本の伝統工芸品です。多彩な糸で織りな
す手まり作りは、作る人の心を丸く温かくします。ご一緒に楽しみましょう。

時間1/20㊐・27㊐ 午後1時～3時

講師/山鹿　和子

参 加 費：￥1,5００
募集人数：先着各8名（小学生～大人）
持参するもの：エプロン、または汚れても良い服、鉛筆などの筆記用具、筆ふきタオル
色紙に来年の干支を描きます。今回はかわいらしいイノシシの赤ちゃんウリ坊を描き
ましょう。　　　　

時間12/16㊐ ①午前10時～12時
②午後1時30分～3時30分

講師/清水　薫
来年の干支を描こう！

参 加 費：￥1,0００（ケース別売り￥200）
募集人数：先着各15名（小学生～大人）
アクリルハイヒール（縦約9.7㎝×横約4.3㎝×高さ約
7.4㎝）にプリザードフラワー、造花、リボンなどをアレン
ジして可愛いシンデレラハイヒールを作ります。 

時間2/10㊐ ①午後１時30分～2時15分
②午後2時30分～3時15分

講師：保田　カズミ
シンデレラハイヒール☆バレンタインＶｓ

参 加 費：￥1,6００
募集人数：先着16名（小学生～大人）
持参する物：花ばさみ・ナイロン袋（ゴミ入れ用）・お持ち帰り用の袋
赤い器にお花をアレンジします。ハートとフェルトチョコ、蝶のリボンがとってもキュー
トです♡ おたのしみに♪ ※お花は仕入れ状況により変更になる場合があります。　

時間2/11㊗㊊ 午後1時30分～3時30分

講師/森本　行美
フラワーアレンジメント　ハッピー♡バレンタイン

参 加 費：￥5００　ペア￥8００
定　　員：先着50名（3才以上）
和歌山大学の学生によるコンサートです。
予約不要です。直接お越し下さい。

時間2月（詳細未定） 午後２時～３時

和歌山大学観光学部教授：米山龍介監修・進行
万葉館コンサート

参 加 費：￥1００（材料費）
募集人数：先着20名(小学生・要保護者同伴)
持参する物/えんぴつなどの筆記用具
「ことばよ、ことば。出ておいで。」あら、あら、ふしぎ。つぎつぎ出てくるよ。さあこんどは、
はずませてみよう、ぽーんぽん。あらら、かたちがかわっちゃった、色までついちゃって。

時間3/21㊗㊍ 午後2時～3時30分

講師/武西　良和(詩人・元小学校長)
子供の“書く力”を伸ばそう～いっしょに遊ぼう、ことばたち    

受 講 費：￥2００(資料代)/回
募集人数：先着20名(小学生・要保護者同伴～大人)
源氏物語の中で”右近と呼ばれた人たち”についてスポット
を当て学んでいきます。画像を見ながら楽しみましょう。

時間2/24㊐・3/10㊐・24㊐ 午後2時～3時30分    

講師/金田　圭弘(近畿大学附属和歌山高等学校教諭)

古典学習セミナー（全3回）
「源氏物語を楽しむ 右近と呼ばれた人たち」

たづ君

申込時に赤・青をお選びいただけます

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/

※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。

作品サイズ
２５㎝×２５㎝

作品サイズ
横約２５㎝×縦約５０㎝ 作品サイズ

縦約12㎝×横約8㎝

作品サイズ
約８㎝×８㎝

サイズ　横約25㎝×奥行約18㎝×高さ約18㎝

作品の大きさ
色紙サイズ

※小学生以下は要保護者同伴。


