
「万葉お琴コンサート
　　　　～古への誘い～」 

いにしえ いざな

時間 午後2時～3時
参 加 費： 無料
募集人数：先着30名（2才～大人）

11/3㊗㊍

秋の曲とお月様の曲をメインに演奏します。
お琴の音色と共に秋を満喫しませんか？

生田流・田口眞澄先生と
生徒の皆さん

絵本講座「絵本で子育て」
時間 午後１時３０分～３時

参 加 費： ￥500
募集人数：先着大人10名
（0～3歳の子どもさんと保護者・絵本に関心のある大人） 

11/5㊏

子育てに役立つ絵本・紙芝居等を紹介します。

森　勝代
NPO法人絵本で子育てセンター
「絵本のたまてばこ」絵本講師3名

ポーセラーツ・押し花額
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： ポーセラーツ￥1000～ 押し花額￥2000
募集人数：先着各10名(小学生～大人）

11/6㊐

①カップやお皿などに転写紙を貼り自分だけのプレゼント作り。
裏にネームも入ります。(焼成に約10日かかります。)
②綺麗に出来上がった押し花を使って、色褪せしにくい押し花額
を作ります。【額の大きさ：縦17㎝×横22㎝】

鈴村眞澄

ウッドフレーム
～なんとなくクリスマス～

時間 午後2時～３時
参 加 費： ￥1500
募集人数：先着10名(小学生～大人)

11/13㊐

持参する物/持ち帰り用袋
14㎝角のウッドフレームに木の実やドライフラワーをアレンジします。ナ
チュラルカラーの中にエンジ色のリボンを入れ、なんとなくクリスマス感を
演出します。フレームは、置き、掛け、両用です【作品サイズ：14㎝×14㎝】

保田カズミ 「花ボタンのかごバッグ」
時間 ①午前１０時～12時 ②午後1時～３時 

参 加 費： ￥1000
募集人数：先着各10名(小学生～大人)

11/20㊐

持参する物/ハサミ 
クラフトバンドを使って花ボタンかごバックを作り
ます。【作品サイズ：縦11㎝×横25㎝×奥行15㎝】

志賀　和美
（クラフトバンド教室主管）

10/2㊐時間 午後2時～3時30分9/25㊐・10/23㊐・11/27㊐

万葉学習セミナー【全3回】
万葉集入門

参 加 費： ￥1500(3回分）
募集人数：先着20名(中学生～大人)
今から１３００年ほど前の万葉びと
の歌ごえに耳を傾けてみましょう。
分かりやすく丁寧に読みます。

第一回：防人の歌 
第二回：志貴皇子の歌 
第三回：大津皇子と大伯皇女の歌 

村瀬憲夫
(近畿大学名誉教授)

時間 ①午前10時～12時②午後1時～3時

「ハロウィンタワー」を作ろう 

参 加 費： ￥1800
募集人数：先着各10名(小学生～大人)
持参する物/持ち帰り用袋 
色んな素材を用いてマカロンのハロウィンタワーを作り
ます。【作品サイズ：12㎝×12㎝×高さ20㎝】

川嶋　和子
（日本ヴォーグ社認定講師．　　
　　　　　　　クレイ認定講師）

10/15㊏ 時間 午前10時～11時30分

どなたでも描けて心が和む 
パステルアート

参 加 費： ￥1500
募集人数：先着10名(3才～大人)
持参する物/ウエットティッシュ 
パステルアートは型などを使って、指先でクルクルと色を塗
ります。小さなお子様からご年配の方まで楽しんでいただ
けます。【作品サイズ：15㎝×15㎝】

挽田　あみ
（パステル和アート　　
　　正インストラクター）

10/30㊐ 時間 午後1時30分～3時頃
集合場所：万葉館 

「万葉の和歌の浦探訪」 

参 加 費： 無料
募集人数：先着10名(大人のみ）
語り部と一緒に和歌の浦を歩きます。
和歌の浦の万葉歌から1300年前の和歌の浦の風景を現地で考
えます。万葉館にて1時間講座、その後不老橋付近に移動し、現
地案内となります。

堀畑　登
（紀伊万葉ネットワーク幹事）

10/10㊗㊊ 時間 ①午前10時～12時②午後1時30分～3時30分

ハロウィンのフラワーボックス

参 加 費： ￥1600
募集人数：先着各8名(小学生～大人)
持参する物/花はさみ、持ち帰り用袋 
お菓子の箱（紙製）にシルクフラワー（造花）をアレンジします。
カボチャを抱えたクマさんが可愛いアクセントです♪
【作品サイズ：横14㎝×奥行14㎝×高さ11㎝】

森本　行美
（ヨーロピアンフラワーデザイン連盟　
　　　　　　　登録インストラクター）

〈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。（￥400/ 回）
※新型コロナウイルスの状況や講師・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

お申込み先 http://www.wacaf.or.jp
片男波公園駐車場（有料）
普通車￥400/回（24時間営業）（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、作品に変更が出る場合があります。　※小学生以下は要保護者同伴。
※教室作品はＨＰやブログからご覧ください。 HP：http://www.wacaf.or.jp　ブログ：https://ameblo.jp/wakanourabiyori/　

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

令和4年度
10月～
3月分

受講者
募集

ポーセラーツ

押し花額



令和4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。

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、三密(密閉・密集・密接)を避け、少人数制にしています。
　来館時はマスクの着用をお願いします。また、状況により、教室が中止になることもあります。予めご了承ください。

開催日 事業名(仮称)

片男波公園駐車場(普通車)について

クリニカルアート体験 
「クリスマスキャンドルを作ろう！」 

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

12/3㊏

持参する物/汚れても良い服装、持ち帰り用袋
脳と心をリフレッシュ！子供だけでなく、大人の方も、描くことはなんだか苦手と思ってい
る方も、ぜひ体験してみてください。、音楽を聴きながら、感じたままに自分らしく、素敵なクリスマスキャンド
ルホルダーを作りましょう。コリが溜まった脳をほぐすことが出来ますよ。【作品サイズ：7㎝×7㎝×高さ7㎝】

清水　薫
（臨床美術士）

チョークアートで
クリスマスを楽しもう 

時間 午前10時～12時　 
参 加 費： ￥1500
募集人数：先着10名(小学生～大人)

12/4㊐

持参する物/エプロン、タオル、ウエットティッシュ（あればで結構です）
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、どなたでも簡単に描けます。
【作品サイズ：縦10.5㎝×横30㎝】

山本　美和
（チョークボードデザイナー）

オシャレなお正月の
寄せ植え 

時間 午後1時30分～3時 
参 加 費： ￥3500
募集人数：先着20名(小学生～大人)

12/18㊐

持参する物/持ち帰り用袋、筆記用ペン、手袋
お正月のためにオシャレな寄せ植えを作りませんか?!
花材はコロキヤ、ハボタン、イベリス、ジュリアンです。

薦池　紗い子
（日本ハンキングバスケット公認講師G）

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： ￥1500
募集人数：先着各8名(小学生～大人)

12/11㊐

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、筆拭きタオル、落款印（お持ちの方）
来年の干支を描きます。ふわふわの可愛いウサギを色紙に描き
ましょう。

清水　薫
（日本美術院　院友）

楽しいてまり作り【全2回】
時間 午後１時00分～3時00分

参 加 費： ￥1,800（2回分、材料費込み）
募集人数：先着10名(大人のみ)

1/22㊐・29㊐

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てまり作りは、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。【作品サイズ約8㎝×8㎝】

山鹿和子
(日本てまりの会教授)

遊べるおもちゃを作ろう
時間 午後1時30分～3時

参 加 費： ￥500
募集人数：先着10名（小学生～大人）

1/28㊏

持参する物/作品を入れる袋   
作った作品（おもちゃ）を使って遊びましょう。少し工夫をすると楽
しく遊べます。時間いっぱいたくさん作ってたくさん遊びましょう。

森　教二

フラワーハートのオブジェ 
時間 ①午前10時～12時 ②午後１時３０分～３時30分

参 加 費： ￥1600
募集人数：先着各8名（小学生～大人）

2/11㊗㊏

持参する物/花バサミ、持ち帰り用袋  
シルクフラワー（造花）をハート型の土台にアレンジします。飾
り方は掛けたり置いたり楽しめます♡
【作品サイズ：縦17.5㎝×横17.5㎝×奥行6.5㎝】

森本　行美
（ヨーロピアンフラワーデザイン連盟　
　　　　　　　登録インストラクター）

第20回　あさもよし きのくに歴史講座 
和歌祭の変還と和歌祭四百年式年大祭 

時間 午後2時～3時30分 
参 加 費： ￥500
募集人数：先着15名（大人）

2/23㊗㊍

２０２２年５月、和歌祭は四百年式年大祭を迎え、盛大に開
催されました。この大祭をきっかけとしてこれまでの和歌
祭の変還を振り返り、これからの和歌祭を考えます。

𠮷村　旭輝
（和歌山大学紀伊半島　　
　　価値共創基幹・准教授）

古典学習セミナー【全2回】 
源氏物語を楽しむ～匂宮巻の薫～ 

時間 午後2時～3時30分 
参 加 費： ￥400（2回分）
募集人数：先着10名(中学生～大人)

2/26㊐・3/26㊐

光源氏亡き後,続編の主人公として薫がどのように物語
に登場してくるのか？スライドを見ながら楽しんでみま
しょう!!

金田　圭弘
(近畿大学附属　　　　
　和歌山高等学校教諭)

スプリング☆コクーンバスケット
時間 午後１時３０分～２時30分

参 加 費： ￥1500
募集人数：先着10名（小学生～大人）

2/5㊐

持参する物/持ち帰り用袋   
コクーン型のワイヤーバスケットに春色のお花をアレンジし、小鳥がと
まります。お花はブリザを中心に、ドライフラワー、アーティフィシャルフ
ラワーを使います。【作品サイズ：15㎝×10㎝/別売透明ケース¥250】

保田　カズミ

ペーパークラフト 
「チョコレートケーキBOX」を作ろう

時間 ①午前10時30分～12時　②午後1時～2時30分
③午後2時45分～４時15分 

参 加 費： ￥1500
募集人数：先着各8名（小学生～大人）

2/12㊐

持参する物/ハサミ、手ふき用ウエットティッシュ、持ち帰り用袋
チョコレートケーキの形をした箱を作り可愛く飾ります。完成
したら中にお菓子など入れてバレンタインのプレゼントにい
かがでしょうか。【作品サイズ：11㎝×7㎝×高さ10㎝】

川島朋恵
（日本ペーパーアート協会）

7/28（木）～10/23（日）「万葉に集う油彩画展」　代表：中森　順一
10/27（木）～

2023/1/22（日） 「万葉水彩画展」　         代表：中森　順一

2023/1/26（木）～
3/26（日） 「和歌山県歌人クラブ短歌作品展」 

樹脂粘土で作る
クリスマスツリー 

時間 ①午前10時～12時 ②午後1時～3時 
参 加 費： ￥1800
募集人数：先着各10名(小学生～大人)

11/23㊗㊌

持参する物/持ち帰り用紙袋  
樹脂粘土で可愛いクリスマスツリーを作成していただきます。サンタクロー
ス、トナカイ、雪だるまなどを制作していただき、自由に飾って自分だけのオ
リジナルツリーを完成していただきます。【作品サイズ：高さ24㎝×横13㎝】

つじ　わかよ
（樹脂粘土作家・リトルアイス）

ブログ
和歌の浦日和

Instagram
manyou_kan

https://ameblo.jp/wakanourabiyori/

※写真はイメージです。入荷状況により、作品に変更が出る場合があります。　※小学生以下は要保護者同伴。
※教室作品はＨＰやブログからご覧ください。 HP：http://www.wacaf.or.jp　ブログ：https://ameblo.jp/wakanourabiyori/　


