
第9回　万葉観月の会＋
　　　　　　　　わかふるコンサート

時間 午後6時～8時30分予定観月の会午後6時～6時40分・コンサート7時～8時30分予定
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)

9/8㊐

※コンサートのみご参加の方は入場6時50分からです。
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。

おしゃれでかわいい
ご祝儀袋をつくろう

時間 ①午前10時～11時　②午前11時15分～12時15分③午後1時30分～2時30分　④2時45分～3時45分
参 加 費：￥1,000
募集人数：先着各8名(小学生～大人)

9/22㊐

持参するもの/はさみ、ウエットティッシュ
おしゃれでかわいいご祝儀袋を２つ作ります。ちょっとした心遣
いに喜ばれますよ♪袋やお花の色は当日選んで頂けます。

講師
川島 朋恵

ハロウィン企画
カボチャのお菓子入れを作ろう

時間 ①午前10時～11時　②午前11時15分～12時15分    
③午後1時30分～２時30分　④２時45分～3時45分    

参 加 費：￥1,500
募集人数：先着各8名(小学生～大人)

9/23㊗㊊

持参する物/はさみ、ウエットティッシュ、持ち帰り用袋
紙でお花を付けて、帽子をかぶったハロウィンカボチャを作ります。
中を開けるとお菓子などを入れることが出来るかわいいペーパークラフト☆
【作品サイズ：直径10㎝×高さ14㎝】

講師
川島 朋恵

万葉学習セミナー(全3回)
万葉集入門

時間 午後2時～　　3時30分   
参 加 費：￥500（1回）募集人数：先着20名(大人)
9/29㊐・10/27㊐・11/24㊐
万葉集には多くの生き物たちが登場します。それも万葉びとの日々の生
活の中で身近に生きているものたちです。今回は「万葉集を彩る生き物
たち」の姿を観察し、楽しんでみましょう。
第一回：万葉集を彩る生き物たちー陸ー
第二回：万葉集を彩る生き物たちー空ー
第三回：万葉集を彩る生き物たちー海・川ー

講師
村瀬 憲夫

(近畿大学名誉教授)

フラワーアレンジメント
時間 ①午前10時～12時②午後1時30分～3時30分

参 加 費：①ラウンド￥2,800 ②ハロウィン￥1,600
募集人数：①先着6名(大人) ②先着16名(小学生～大人)

10/6㊐

持ち物：花ばさみ　持ち帰り用袋
①はベーシックなフラワーデザイン。季節のお花でちょっとリッチな大人の
アレンジをしてみませんか？【作品サイズ　直径30㎝×高さ25㎝】
②はシルクフラワー（造花）でアレンジ。ヒツジさんが可愛いアクセントに
なっています♡【作品サイズ　縦15㎝×横１４㎝×奥行き８㎝】

講師
森本 行美 ハロウィン企画

カボチャのお菓子入れを作ろう
時間 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    参 加 費：￥1,500

募集人数：先着各8名(小学生～大人)

10/20㊐

11/17㊐

持参する物/はさみ、ウエットティッシュ、持ち帰り用袋
紙でお花を付けて、帽子をかぶったハロウィンカボチャを作ります。
中を開けるとお菓子などを入れることが出来るかわいいペーパークラフト☆
【作品サイズ：直径10㎝×高さ14㎝】

講師
川島 朋恵

はじめての茶道
「抹茶を味わってみましょう」

時間 ①午後１時～ ②２時～ ③３時～
参 加 費：￥500
募集人数：先着各3名(小学生～大人)

11/3㊐・4㊗㊊

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。
はじめての茶道を体験してみよう！

講師
茶畑 重明

クリスマスプレゼントを
作りましょう    

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    

参 加 費：①￥1,000 ②￥4,000
募集人数：先着各20名(小学生～大人)
①は白いマグカップかお皿などに可愛い色々な転写紙を貼り、裏に
はネームが入った作品が出来ます。②は綺麗に出来上がった押し花
を使って、いつもと違う少し大きめのクリスマスリース押し花額を作
ります。色褪せしにくい長年綺麗な押し花額はいかがですか。

講師
鈴村 眞澄

チョークアート教室
時間 午後1時～3時

参 加 費：￥1,500
募集人数：先着15名(小学生～大人)

12/1㊐

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：縦17.8㎝×横12.7㎝】

講師
山本 美和

クラフトテープ
「クリスマス　リボンリース」

時間 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20名(小学生～大人)

12/8㊐

クラフトテープを使ってクリスマスリースを作ります。
リボンを主体にデコレーションします。
【作品サイズ：直径16cm】

講師
志賀 和美

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。
※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。

令和元年度9月～3月分



令和元年度＜万葉館＞後半イベント予定表

●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)

9/8（日）
午後６時～

「第９回万葉観月の会」＋わかふるコンサート
参加費：￥500（抹茶・月見団子付き）
先　着：30名（要予約）

10/3（木）～
2020.1/19（日）

「万葉押し花展」　鈴村 眞澄 他
最終日はＰＭ３時まで
「第１７回あさもよし　きのくに　歴史講座」
講　師：北野 隆亮（市和歌山城整備企画課学芸員）
受講費：￥500
先　着：30名（予約不要）

1/12（日）
午後１時３０分～３時

「万葉日本画展」清水 達三氏の生徒の作品を展示します
前　期：1/23～2/23
後　期：2/25～3/31

1/23（木）～3/31（火）

万葉館コンサート
監修・進行：米山 龍介（和歌山大学教授）　
参加費：無料
定　員：先着50名

2月か3月
午後２時～３時

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

たづ君

午後2時～
　　3時30分   

来年の干支を描こう！
時間 ①午前10時～12時    
②午後1時30分～3時30分    

参 加 費：￥1,500
募集人数：先着各8名(小学生～大人)

12/15㊐

持参する物/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
来年の干支を描きます。可愛らしい白い子（ねずみ）を色紙に
描きましょう。

講師
清水　薫

リボンdeデコBox
時間 午後1時30分～3時30分

参 加 費：正方形Box ￥1,500 編みかごBox￥2,000
募集人数：先着10名(小学生～大人)

2/9㊐

色んな箱をリボン等で可愛くデコレーションします。それぞれの箱に合った
材料をグルーガン等で接着します。箱等は当日選んでくださいね。
【正方形Ｂｏｘ→縦１５㎝×横15㎝×高さ１１㎝】
【編みかごＢｏｘの小物入れ→縦１２㎝×横２４㎝×高さ１１㎝】
【編みかごＢｏｘのティッシュケース→縦１５㎝×横２７㎝×高さ９．５㎝】

講師
川嶋 和子

高級感のある器を使った
お正月の寄せ植え

時間 午後1時30分～3時
参 加 費：￥3,000
募集人数：先着20名(小学生～大人)

12/22㊐

2/11㊗㊋

お正月に飾る寄せ植えを作ります。春まで楽しめます。
毎年人気の教室です。
【作品サイズ高さ50㎝×横30㎝】

講師
薦池 紗い子

第17回 あさもよし きのくに歴史講座
「鉄砲伝来と紀伊　～鉄砲技術と鉄砲玉
　　　　　　　　鉛インゴットから考える～」 

時間 午後1時30分～3時
参 加 費：￥500　募集人数：先着30名(中学生以上)
1/12㊐

予約不要です。当日直接お越しください。
鉄砲玉の原料の鉛インゴットは東南アジアや朝鮮半島から南蛮貿易などによってもたらさ
れたことが明らかとなってきました。鉄砲を大量に用いた雑賀衆や根来寺、信長方など、紀伊
と鉄砲の関係を探ります。

講師
北野 隆亮

（市和歌山城整備企画課学芸員）
楽しい手まり作り

時間 午後1時～3時
参 加 費：￥1,800 2回分(材料費込み）
募集人数：先着12名(大人)

1/19㊐・26㊐

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。【作品サイズ８㎝×８㎝】

講師
山鹿 和子

プリザのミニボックスアレンジ
時間 午後1時30分～2時30分

参 加 費：￥1,200
募集人数：先着20名(小学生～大人)
10cm×10ｃｍのミニボックスに、プリザ、造花、フェイクチョコレー
ト、リボンなどを使ってかわいいバレンタインのアレンジを製作しま
す。ミニボックスには透明ケースがついています。

講師
保田 カズミ

3/20㊗㊎
書いて遊ぼう、ことばたち

時間 午後2時～3時30分
参 加 費：￥100（材料費）
募集人数：先着20名(小学生・要保護者同伴)
「にん、にん。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、ことばたち。」
子どもの国語力を伸ばそう！

講師
武西 良和

(詩人・元小学校長)

2/23㊐・3/8㊐・3/22㊐

古典学習セミナー(全3回)    
「源氏物語」の御代代わり    

時間 午後2時～　　3時30分
参 加 費：￥200（資料代）/回
募集人数：先着20名(中学生以上)
令和にちなんで「源氏物語」の天皇の交代につ
いて、映像と画像を見ながらとりあげます。

講師
金田　圭弘

(近畿大学附属和歌山高等学校教諭)
２月か３月（詳細未定）
万葉館コンサート

時間 午後２時～３時
参 加 費：無料
募集人数：先着50名(3才以上)
予約不要です。直接お越し下さい。
和歌山大学の学生によるコンサートです。
みんなでコンサートを楽しもう！

監修・進行
米山 龍介

（和歌山大学観光学部教授）

（小物入れorティッシュケース）

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。（作品サイズはおよそです。）
※教室作品はＨＰからご覧ください。 http://www.wacaf.or.jp　※小学生以下は要保護者同伴。


