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［ 書道 ］書道講座 楽しい書道  

［ 華道 ］いけ花講習会 

［ 型染 ］ 彩
いろどり

のステンシル 

［バレエ］はじめてのクラシックバレエ 

［ 朗読 ］初心者のための朗読と話し方 

｜申込方法｜ 草加市文化会館ほかで配布する申込書に必要事項をご記入の上、申込先へ持参または郵送。 

草加市文化会館ウェブサイトからもダウンロード可能。 

ハガキ申込の場合は＜住所・氏名・年齢・性別・電話番号・希望講座名＞を記入して送付。 

◎申込者には、講師から直接ご連絡いたします。 

｜申 込 先｜ 〒340-0013 埼玉県草加市松江１－１－５ 

草加市文化会館 １階総合受付「草文文化講座」係 

［ 申込期間 ］各講座 先着順 

3/6 (月)10:00 ～ 3/25 (金)21:00 

 
＜新型コロナウイルス感染予防対策とお願い＞ 

①館内では、マスクの着用をお願いいたします。 
マスクを着用されていない場合は、受講をお断りする場合があります。 

②会場入口での手指の消毒にご協力ください。 
③受講前の検温にご協力ください。受講当日、37.5℃以上の発熱がある方や、 

体調がすぐれない方は、来館をお控えください。 

各講座の詳細は、申込書をご確認ください。 

※申込開始日より前に到着した申込書については、 
申込締切後、定員に空きがあった場合のみ受け付けます。 

［ 書道 ］美文字講座 ～美しい文字を書きましょう！～ 

［ 華道 ］いけばな（草月流）ワンポイント 

［ 茶道 ］茶道教室 表千家 / 裏千家 

［ 詩吟 ］詩吟で楽しくボイストレーニング 

［ うた ］歌声とコミュニケーション 

[主催・お問い合わせ] 草加市文化団体連合会（草加市文化会館内） Tel. 048-931-9325         
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申込書に必要事項をご記入の上、申込先へ持参、または郵送で

お申し込みください。

申込者には、講師から直接ご連絡いたします。

〒340-0013

埼玉県草加市松江1-1-5　草加市文化会館 １階総合受付

「草文文化講座」係

3/6(月)10:00 ～ 3/25(金) 21:00　各講座 先着順 

草加市文化団体連合会（草加市文化会館内）

Tel.  048-931-9325

（〒 ― ）

↓希望する講座番号に○を記入してください

　その他、知らせておきたいこと等、ご自由にお書きください。

ふりがな 年 齢 性 別

令和５年度　草文文化講座　申込書

［ 申 込 方 法 ］

［ 申 込 先 ］

［ 申 込 期 間 ］

［お問い合わせ］

※申込開始日より前に到着した申込書については、

　 申込締切後、定員に空きがあった場合のみ受け付けます。

お名前 男 ・ 女
歳

ご住所

ＴＥＬ

連絡先 ＦＡＸ

携帯電話

希望の講座

1 　書道講座　楽しい書道

3 　いけ花講習会

5 　彩のステンシル

6 　茶道教室［表千家］

2

8 　はじめてのクラシックバレエ

7 　茶道教室［裏千家］
　美文字講座 ［13:30の回］

　～美しい文字を書きましょう～ ［15:00の回］

9 　詩吟で楽しくボイストレーニング4 　いけばな（草月流）ワンポイント

10 　初心者のための朗読と話し方

事務局記入欄：収受日　　　　月　　　　日　　No.  　　 

11 　歌声とコミュニケーション

いろどり



［主催・お問い合わせ］ 草加市文化団体連合会（草加市文化会館内）

Tel. 048-931-9325

［　　 会 　 　　場 　　］ 草加市文化会館　　埼玉県草加市松江１－１－５
（東武スカイツリーライン「獨協大学前〈草加松原〉」駅東口徒歩5分）

※必要な道具等をお持ちでない場合はご相談ください。

※新型コロナウイルス感染拡大状況により、開講日時等が変更になる場合があります。

月額 2,000円 ※別途教材費あり 月額 1,000円

１回 2,000円（花材込み） 月額 2,500円（花材込み）

各20名

日　程

金曜日ほか（全24回）13:30～15:00

　4/7、21　　　　　    5/5、19

　6/2、16　　　　　　7/7、21

　8/11、22(火)　　　　9/1、22

　10/10(火)、20　　　  11/21(火)、30(木)

　12/8、15　　　　　  1/9(火)、19

　2/2、16　　　　　　3/1、15

※7/21、9/22、10/20、11/30、12/8は第１・２研修室

日　程

金曜日ほか（全12回）

１部 13:30～15:00

２部 15:00～16:30

　4/14　　　　5/12　　　　6/9

　7/14　　　　8/4　　　　  9/8

　10/6　　　　11/24　　　  12/1

　1/12　　　　 2/8(木)　　   3/8

会　場 レセプションルームほか 定　員

いけ花講習会 4

持ち物

会　場

定　員

筆記具（ボールペン、筆ペン等）、ノート書道用具一式

いけばな（草月流）ワンポイント

季節の花材を使い楽しい時間を作りましょう。

令和５年度

草文文化講座
講　座　内　容

1 書道講座　楽しい書道 2
美文字講座

～美しい文字を書きましょう！～

漢字・仮名・細字等、お好きな書を学べます。初心者～上級者

まで、自分のペースで楽しくお稽古ができます。

第１研修室 定　員 10名

講　師 野村康甫 ・ 佐藤睦甫（未生流笹岡）

40名 会　場 第１・２研修室

 

持ち物

講　師

受講料 受講料

伊藤紫扇 講　師 伊藤紫扇

3

定　員 10名

受講料

第２研修室

菅原柳明（草月流・顧問）

日　程

水曜日（全6回）11:00～13:00

　4/12、26　　　5/10、24　　　6/14、28

※花材準備の都合、欠席連絡は各日３日前までに

　要連絡。

土曜日（全11回）13:00～15:00

　4/15　　5/20　　6/17　　  7/22

　9/9　　 10/14　   11/25　　12/16

　1/20　　2/17　　 3/16

※花材準備の都合、欠席連絡は各日３日前までに

　要連絡。

持ち物

受講料

毎回、色々なテーマを設け、筆ペン・ボールペン・つけペン等の

上達を目指します。くせ字改善、日常に役立つ楽しい講座です。

持ち帰り用袋、はさみ

持ち物

「いつでも、どこでも、だれにでも」  季節の花材を自由な発想で、

表現してみませんか？

講　師

花ばさみ、花持ち帰り袋

会　場

日　程



月額 1,500円 月額 3,000円

月額 2,000円 月額 1,500円 ※教本代含む

月額 2,000円 ※別途テキスト代 1,000円 月額 2,000円 ※別途テキスト代 1,000円

帛紗、懐紙、扇子、菓子切り、白の靴下、ベルト又は紐

朗読は教材への理解表現、加齢声、滑舌の老化を録音、矯正します。

話し方はテキストとワークショップで日常生活のコミュニケーションを学びます。

コミュニケーションの講義、リラックス体操、ジャズピアノ生演奏を聴講

します。合唱指導者から懐しい歌謡曲叙情歌を学びます。

筆記用具筆記用具持ち物 持ち物

8 はじめてのクラシックバレエ

　楽しく音感やリズム感を身につけ、バレエを身近に感じてみま

　せんか？

講　師 平川仁美（NPO法人話し方HR研究所等 講師） 講　師

受講料

日　程

定　員 20名

金曜日ほか（全22回）13:30～16:00

　4/14、28　　5/12、26　　   6/9、23

　7/14、28　　8/25　　　　  9/8、22

　10/6、13　　11/24、30(木)　12/8、22

　1/12、26　　2/8(木)　　　  3/8、22

※5/26、6/23、9/8、11/24は第１会議室

※11/30(木)、12/8(金)は発表会

レセプションルームほか

平川仁美（NPO法人話し方HR研究所等 講師）

受講料

井上美代子バレエスタジオ 講師（日本バレエ協会会員）

受講料

日　程

花や動物の図案を布用の絵の具でステンシルします。エコバッグ・

クッションカバーやＴシャツなどに描きます。

[表] 表千家流の所作や文化を楽しく学ぶ初心者のための講座

　　です。（お茶の頂き方、お菓子の取り方、お茶の点て方等）

[裏] 裏千家流茶道を学ぶ初心者のための茶道教室です。

定　員

※漸草庵利用の時、会場費別途徴収

受講料

金曜日ほか（全22回）10:00～12:00

　4/14、28　　5/12、26　　   6/9、23

　7/14、28　　8/25　　　　  9/8、22

　10/6、13　　11/24、30(木)　12/8、22

　1/12、26　　2/8(木)　　　  3/8、22

※11/30(木)、12/8(金)は発表会

会　場

描きたいもの（布バッグやＴシャツなど）

講　師

9

講　師

会　場 第１研修室

10 初心者のための朗読と話し方

日　程

会　場 音楽室 定　員 10名 会　場

音楽室 定　員 未就学児3～6歳   12名 会　場 音楽室ほか 定　員 8名

日　程

木曜日（全24回）13:00～15:00

　4/13、27　　　5/11、25　　　6/8、22

　7/13、27　　　8/10、24　　   9/14、28

　10/12、19　　  11/2、30　　　12/7、21

　1/11、25　　　 2/8、22　　　3/14、28

※11/2は第１研修室10:00～12:00

持ち物 筆記用具

金曜日（全24回）17:15～18:00

　4/14、28　　　5/12、26　　　6/9、23

　7/7、21　　　  8/18、25　　　9/8、22

　10/6、13、20　 11/24　　　　 12/8、22

　1/12、26　　　2/2、16　　　  3/8、22

持ち物

11 歌声とコミュニケーション

持ち物 持ち物

日　程

水曜日（全8回）13:00～15:00

　4/19　　 5/24　　 6/14　　  7/19

　9/20　　10/18　　11/29　　12/13

日　程

5 彩のステンシル

土曜日（全24回）

　 [表] 9:30～12:30　[裏] 13:00～16:00

　4/1、15　　　  5/6、20　　　 6/3、17

　7/1、15　　　  8/5、19　　　  9/9、16

　10/7、14　　　11/4、25　　　12/2、16

　1/6、20　　　 2/3、17　　　  3/2、16

※9/16、3/16は漸草庵

受講料

6・７ 茶道教室　　表千家 / 裏千家

会　場 和室ほか 定　員
表千家  5名

裏千家  5名

豊田宗喜（表千家 教授）

受講料

動きやすい服装（お持ちであればレオタード、バレエシューズ、

タイツ）、水分補給の飲み物、タオル

岡田淳子
池島宗信（裏千家 助教授）

講　師 講　師

8名

猿渡柳水（柳水流吟詠会 会長）

詩吟で楽しくボイストレーニング

詩は心に潤いをもたらします。漢詩・短歌・詩歌等を大きな声で

詠ってみましょう。

いろどり


