
●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）でご利用いただけます。
●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 

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。
来館時はマスクのご着用をお願い致します。また、状況により、教室が中止になることもありますので
ご了承ください。

片男波公園駐車場（普通車）について

休館日変更のお知らせ

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

ふわふわ♡不思議なねんどで
タコさんをつくろう

時間
①午前10時～10時30分
②午前11時～11時30分
③午後1時～1時30分
④午後2時～2時30分参 加 費：￥800

募集人数：先着10名（3才～大人）

8/28㊐

持参する物/定規、ウェットティッシュ、水を入れる小さな容器(小皿)
ふわふわ軽くて不思議なカラフルねんどを使って、みんなで楽しくこねこねしちゃおう。タコ
さんを作ります。出来上がったら透明な丸いケースに入れます。ひもやチェーンを通すとス
トラップになるよ。【作品サイズ：ケース：直径6㎝、タコさん：4.5㎝】

講師
Misa

夏休み
企画

わかふるコンサート（万葉館）
時間 午後1時30分～3時30分予定

参 加 費：無料
募集人数：先着50名（3才～大人）

9/10㊏

※予約不要です。当日直接お越しください。
※わかふるコンサートについてのお問い合わせは、
　主催の和歌山県文化振興財団(073-436-1331)までお願い致します。

チョークアートで
秋のコスモス

時間 午前10時～12時

参 加 費：￥1,500
募集人数：先着10名（小学生～大人）

9/11㊐

持参する物/エプロン・タオル・ウェットティッシュ（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、どなたでも簡単に出来ます。
【作品サイズ：縦17.8cm×横12.7cm】

講師
山本 美和

（チョークボードデザイナー）

午後2時～3時30分

万葉学習セミナー（全3回）
万葉集入門

時間

受講費：1回￥500  募集人数：先着10名
（中学生～大人）

9/25㊐・10/23㊐・11/27㊐

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。

講師
村瀬 憲夫

（近畿大学名誉教授）

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

夏休み
企画
ハーバリウム
アクセサリー

時間
①午前11時～11時30分
②午後1時～1時30分
③午後2時30分～3時参 加 費：￥1,000

募集人数：先着各10名（3才～大人）

8/11㊗㊍

コロンとした丸い容器で作る小さいハーバリウムです。ペンダ
ントトップやピアス、イアリング、キーホルダーに！世界に一つだ
けのあなたが作るアクセサリー！どなたにも簡単に作ることが出
来ます。2個作成。【作品サイズ：18ｍｍ＆16ｍｍ】

講師
太田 美香 夏休み

企画
夏休みの宿題にぴったり
光るキノコを作ろう！

時間
①午前10時～11時30分
②午後1時30分～3時

参 加 費：￥1,500
募集人数：先着各10名（小学生～大人）

8/14㊐

持参する物/はさみ、タオル、割りばし、水を入れる容器(小さめのボウルなど)
ぼんやりと光るキノコを作ります。秘境で見つけてビンに入れたようにリ
アルなキノコ作りに挑戦しましょう。
【作品サイズ：直径約6.5㎝×高さ13㎝】

講師
清水 　薫
（臨床美術士）

①ブラックホールがある（？！)宇宙貯金箱
②デコ時計

時間 ①午前10時～12時②午後1時～3時
参 加 費：①￥1,500　②￥1,200
募集人数：先着各10名（5才～大人）

8/20㊏

持参する物/①ウエットティッシュ②油性カラーマジック（5色以上）、ハサ
ミ（あればマスキングテープ)
①ブラックホールがある（？！)宇宙貯金箱。小さな宇宙空間に惑星が浮かびます。
コインがブラックホールへ消える？！ワクワクする宇宙貯金箱を作ろう。②デコ時
計。時計の針をはずし、自由に絵をかいてオリジナルの動く時計ができますヨ♫

講師
隅田 夕子

（オリジナル工作クリエイター)

①カンタン３D水族館をつくろう
②ブラックホールがある（？！)宇宙貯金箱

時間 ①午前10時～12時②午後1時～3時
参 加 費：①￥1,200　②￥1,500
募集人数：先着各10名（5才～大人）

8/21㊐

持参する物／①極細～細体の油性カラーマジック(5色以上)
　　　　　　②ウエットティッシュ
①魚や水の生き物などを写して色を塗るだけでびっくりするくらい立体（３D)的
です。②小さな宇宙空間に惑星が浮かびます。コインがブラックホールへ消え
る？！ワクワクする宇宙貯金箱を作ろう。

講師
隅田 夕子

（オリジナル工作クリエイター)

休館日　毎週月曜日（月曜日が休日の場合は翌平日）
　　　　年末年始＊12月 29 日～１月 3日

令和４年4月1日（金）より変更となりました。

受講者
募集

令和4年度
（2022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。
※片男波公園駐車場をご利用ください。7･8月は夏料金(1,000円)になりますが、体験教室参加者は通常料金(400円)でご利用できます。
※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。

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
教室作品はHPからご覧ください

片男波公園駐車場（有料）
普通車￥400/回（24時間営業）

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。すべて事前予約が必要です。15日前からキャンセル料がかかります。



どなたでも描ける
パステルアート

時間 午前10時～
　　11時30分

参 加 費：￥1,500
募集人数：先着10名（3才～大人）

4/17㊐

持参する物/ウェットティッシュ
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頂けま
す。【作品サイズ：15㎝×15㎝】

①ステンドグラス風かけ時計
②遊べるアイデアクラフト3種

時間 ①午前10時～12時②午後1時～3時30分
参 加 費：①￥1,500　②￥2,000
募集人数：先着各10名（5才～大人）

5/5㊗㊍

持参する物/細～太体油性マジック（カラー5色以上)
①ステンドグラス風かけ時計．プラスチックシートに色をぬって
きれいな動く時計に組み立てます。/②遊べるアイデアクラフト
「タイルのスライドパズル」「目玉クリップとクリアファイルの風
車」「CDのよくまわるこま」の3種類を作りましょう。

講師
隅田 夕子

（オリジナル工作クリエイター）

フラワーアレンジメント
～フラワーボックス～

時間 ①午前10時～12時②午後1時30分～3時30分
参 加 費：￥1,600
募集人数：先着各8名（小学生～大人）

5/8㊐

持参する物/花バサミ、お持ち帰り用の袋
お菓子の箱（紙製)にカーネーションなどのシルクフラワー（造
花)をアレンジします。リボン、こんぺいとう風ビーズも可愛く
飾ります♡【作品サイズ：横15㎝×奥行15㎝×高さ12㎝】

講師
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）

幼児＆小学生の
はじめての英会話    

時間 午後2時～3時

参 加 費：￥500
募集人数：先着10名（3才～小学生）

6/5㊐

小学生も英会話が必須授業になりました。“体験”する
ことは子供にとって、とても大切です。イギリス人の
先生と“はじめての英会話”を体験しよう！！

講師
ヴィクター・プロコフィエフ

講師
挽田 あみ

（パステル和アート正インストラクター）

チョークアートで
カーネーションを贈ろう

時間4/24㊐

講師
山本 美和

（チョークボードデザイナー）

午前10時～12時

参 加 費： ￥1,500
募集人数：先着10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（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、どなたでも簡単に出来ます。
【作品サイズ：縦12.7cm×横17.8cm】

お手玉で遊ぼう
時間 午後1時30分～3時

参 加 費：￥500（お手玉2個付き）
募集人数：先着10名（3才～大人）

5/29㊐

お手玉は幼児から大人までの三世代交流になります。
技がなくても楽しめますよ。
遊び方の基本を身につけよう！

講師
森　勝代

（和歌山のお手玉の会）

夏休み
企画 丸シールアートでカレンダー

時間
①午前10時～11時30分
②午後1時～2時30分

参 加 費：￥1,000
募集人数：先着各10名（小学生～大人）

7/22㊎

持参する物/のり、はさみ
色も大きさも様々な丸いシールを使って、絵を作ります。シール
をペタペタ思うままに貼っていけば、オリジナルアートの完成で
す。【作品サイズ：Ｂ4】

講師
尾崎　共

夏休み
企画
ペーパークラフト
「イルカの写真たて」を作ろう

時間 ①午前10時～11時　②11時15分～12時15分
③午後1時30分～2時30分　④午後2時45分～3時45分

参 加 費：￥1,000
募集人数：先着8名（小学生～大人）

7/24㊐

持参する物/はさみ、横向きの写真（L版サイズ2枚)
出し入れの出来る写真たてを２つ作ります。完成し
たら写真たてとしてお部屋に飾ることが出来ます。

講師
川島 朋恵

（ペーパーアーチスト）

第39回 万葉講座
「身近な万葉の草木花」
～紀の川の社寺林や小高い丘を訪ねて～

時間 午後1時30分～3時

受 講 費：￥500
募集人数：先着10名（小学生～大人）

6/26㊐

和歌山の万葉故地を訪ね、万葉の草木花や野鳥、昆虫などのお話を解りやす
く、興味深くこころがけてしたいと思います。時折、お歌を詠ってみたいと考え
ています。自作の草木の本、当日、持参しますので楽しみにしていて下さいね。

講師
山元　晃

（和歌山県生物同好会顧問）

軽量粘土で作る
「トトロのような森の住人」

時間
①午前10時～12時
②午後１時～３時

参 加 費：￥1,500
募集人数：先着各10名（小学生～大人）

7/10㊐

持参する物/ウエットティッシュ
軽量粘土を用いて作ります。自然乾燥タイプです。かわいい森
の妖精たちを作ります。【作品サイズ：12㎝×12㎝】

講師
川嶋和子
（クレイ講師）

夏休み
企画
夏休み♡可愛い小物を
作りましょう

時間
①午前10時～12時（押し花コースター）
②午後1時～3時（ガラスのポーセラーツ）

参 加 費：①1枚￥50（何枚でも可）　②￥600～
募集人数：先着各10名（小学生～大人）

7/17㊐

①綺麗な押し花を使ってコースターを作ります。何枚でも作って
頂けます。
②ガラスに転写紙を貼り、カップやお皿などを作ります。裏には
名前も入れられます♪（焼成に約10日かかります。）

講師
鈴村 眞澄

夏休み
企画
どなたでも描ける
パステルアート

時間
①午前10時～11時30分
②午後１時～２時３０分

参 加 費：￥1,500
募集人数：先着各10名（3才～大人）

7/27㊌

持参する物/ウェットティッシュ
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頂けます。
【作品サイズ：15㎝×15㎝】

講師
挽田 あみ

（パステル和アート正インストラクター）

夏休み
企画
ドアプレートで
ストリングアート

時間 午前10時～11時30分

参 加 費：￥1,500
募集人数：先着各10名（3才～大人）

7/28㊍

持参する物/はさみ、ウエットティッシュ
ストリングアートとは、木材に釘を打ち、糸を張っていくことで絵を描
いていくウォールアートです。初心者でも簡単にできるストリングアー
トの作り方で、ドアプレートを作ります。【作品サイズ：25㎝×15㎝】

講師
挽田 あみ

（パステル和アート正インストラクター）
夏休み
企画
樹脂粘土で作る
ガチャガチャ風昆虫ハウス

時間
①午前10時～12時（赤色ガチャガチャ）
②午後1時～3時（緑色ガチャガチャ）

参 加 費：￥1,700
募集人数：先着各10名（小学生～大人）

7/30㊏

持参する物/お持ち帰り用袋
カブトムシ、クワガタ、てんとう虫を樹脂粘土で作成し、ガチャガチャ風の昆虫ハウ
スを自由に飾って頂きます。ガチャガチャの回す部品や飾りのスポンジシール等、
出席順に選んで頂きますので、予めご了承ください。【作品サイズ：15㎝×8㎝】

講師
つじ わかよ

（和歌山樹脂粘土教室リトルアイス主催)

夏休み
企画
樹脂粘土で作る
「海の生き物たち」

時間
①午前10時～12時
②午後1時～3時

参 加 費：￥1,700
募集人数：先着各10名（小学生～大人）

7/31㊐

持参する物/お持ち帰り用袋
海の生き物を樹脂粘土で作成、ヤシの木、貝殻などで自
由に飾って頂きます。【作品サイズ：縦17㎝×8㎝】

講師
つじ わかよ

（和歌山樹脂粘土教室リトルアイス主催)

夏休み
企画
クラフトテープ
「リボン＆ストライプのカゴ」

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10名（小学生～大人）

7/23㊏

持参する物/はさみ
クラフトテープを使って、リボン＆ストライプ柄のカゴを作りま
す。【作品サイズ:縦10.5㎝×横24㎝×奥行15㎝】

講師
志賀 和美

（クラフトテープ雑貨教室主催）

母の日
企画

母の日
企画

母の日
企画

フラワーアレンジメント
～フラワーポット～

時間 ①午前10時～12時②午後1時30分～3時30分
参 加 費：￥1,600
募集人数：先着各7名（小学生～大人）

6/19㊐

持参する物/花バサミ、お持ち帰り用の袋
ガーベラ、バラなどのシルクフラワー（造花)を涼しげなガラス
ポットにアレンジします。お楽しみに♪
【作品サイズ：横16㎝×奥行12㎝×高さ17㎝】

講師
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）
父の日
企画

①ポーセラーツ

①午前10時～12時
②午後1時～3時

ディフューザーポット
時間

参 加 費：￥1,500
募集人数：先着10名（小学生～大人）

5/1㊐

持参する物/ウエットティッシュ（アルコール系)
樹脂粘土Premo！を用いてお好みの芳香剤入れを作ります。お花の
色はパステルカラー数色をご用意します。型枠きしたお花を飾り
オーブンで約30分焼成します。【作品サイズ：6㎝×6㎝球体】

講師
川嶋 和子

（日本ヴォーグ社認定講師）

②押し花額

母の日のプレゼント
ポーセラーツ・押し花額

時間4/29㊗㊎

講師
鈴村 眞澄

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 ￥1,000～
　　　　　押し花額　　 ￥2,000
募集人数：先着各10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きれいな
　押し花額を作ります。【額の大きさ：縦17㎝×横22㎝】

はじめてのマジック
時間 ①午後１時～２時３０分②午後3時～４時３０分

参 加 費：￥800
募集人数：先着10名（5才～大人）

7/9㊏

持参する物/大人用ハンカチ1枚
マジックを習って、あなたもマジシャンを目指そう！
マジックを覚えて、明日から人気者間違いなし！

講師
森　教二オーナメントフレームアレンジ

時間 午後1時30分～
　　　　2時30分

参 加 費：￥1,200
募集人数：先着10名（小学生～大人）

7/3㊐

木製のオーナメントフレームにブリザーブドフラワーやドライフラ
ワーをデコレーションするアレンジです。お好きな色のバラをチョ
イスしてオリジナルなオーナメントを作ってください。置き型でも
壁掛けでも飾れます。【作品サイズ：縦15㎝×横10㎝】

講師
保田カズミ

夏休み
企画 エコバックを作ろう

時間
①午後1時～午後2時
②午後2時30分～午後3時30分

参 加 費：￥1,000
募集人数：先着各10名（小学生～大人）

8/6㊏

布のエコバックに革をつけてオリジナルのエコバックを作
ります。革は針と糸は使わずに金具を叩いて止めるので小
さなお子様にもご参加いただけます。
【作品サイズ：35㎝×32㎝】

講師
中村 綾乃

夏休み
企画
①ピンボールゲーム作り
②かわいい♪3D金魚鉢

時間
①午前10時～12時
②午後1時～3時

参 加 費：①￥1,500　②￥1,200
募集人数：先着各10名（5才～大人）

8/5㊎

持参する物/①（油性カラーマジック、ハサミ（あればマスキングテープ)
　　　　　 ②極細～細体油性カラーマジック5色以上
①有孔ボードでアイデアいっぱいのコースを作って遊ぼう！
②金魚を写し描いて組み立てれば立体（3D)的なステキな金魚鉢が出来ます。

講師
隅田 夕子

（オリジナル工作クリエイター)

夏休み
企画
世界でたったひとつの
万華鏡を作りましょう

時間 ①午後１時～２時３０分②午後3時～４時30分
参 加 費：￥1,000
募集人数：先着各10名（5才～大人）

8/7㊐

持参する物/持ち帰り用袋
オイル式の本格的な万華鏡です。連続でオイルの中を流れるよ
うに動くビーズの美しさをお楽しみ下さい。夏休みの工作の
宿題にもなります。【作品サイズ：約26㎝】

講師
森　教二

※教室作品はHPからご覧ください。 http://www.wacaf.or.jp

※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。

①コースター

②ポーセラーツ

※小学生以下は保護者同伴して下さい。すべて事前予約が必要です。15日前からキャンセル料がかかります。


