新宿区では気軽に本格的な文化芸術体験ができる

「秋の文化体験プログラム」
を実施します。
この秋、文化芸術に触れてみませんか？

はじめての篠笛
日時

染色 ～手描友禅～

１１/１６ 水

日時

①16:00-17:30 ②19:00-20:30
定員
概要

各回15名

会場

芸能花伝舎

古くから日本のお祭りや歌舞伎音楽などで
使われる、篠笛という和楽器で、やさしい曲
をふいてみましょう。
郷愁ただよう、素朴で繊細な響きに触れ、
「日本の音色」を感じてみませんか。

18歳以上

対象／

11/２0日13:00-17:00

半襟の回

足でリズムを奏でよう！

日時

11/２１月13:00-17:00 小風呂敷の回

11/25 金

各日15名

定員

各回25名

会場

東京手描友禅工房 協美

会場

芸能花伝舎

数種類の中から絵柄を選んで彩色を施し、オ
リジナルの「小風呂敷（こぶろしき）」、または
「半襟（はんえり）」を作成。筆などを使い、絵
を描くように染めていきます。

日時

１１/２９ 火 ①10：00～11：30

①16:00-17:30 ②19:00-20:30

定員

概要

染色 ～型染め～

はじめてのタップダンス

概要

②13：00～14：30
③15：30～17：00
定員

初心者向けなので、基本のステップから丁寧
に指導します。
リズムを一緒に奏でながら、タップダンスを
踊る楽しさを体験しましょう！

概要

各回10名

会場

染の里 二葉苑

創業90年を超える二葉苑による型染めを
体験しませんか？
「布バッグ」を素材にして、好きな型紙を選
んで色を付け、美しい模様を仕上げます。

100円（1プログラムにつき）

参加費／

申込締切り／10月28日
（金）
必着

お問合せ／新宿区文化観光産業部文化観光課 TEL.03‒5273‒4069

詳しくはホームページやチラシ（区内各施設に設置）
をご覧ください。

新宿区 文化体験プログラム

検索

2016

対象

18歳以上

参加費

100円

（プログラム1回につき）

はじめての篠笛
内容

講師
日程
定員
場所

古くから日本のお祭りや歌舞伎音楽などで使われ
る、 篠笛という和楽器で、 やさしい曲をふいて
みましょう。郷愁ただよう、 素朴で繊細な響きに
触れ、
「日本の音色」を感じてみませんか。
ふくはら てつひこ

福原 徹彦／福原流笛方
１１月16日水
①16:00－17:30 ②19:00－20:30
各回15名
芸能花伝舎 [ 西新宿6-12-30]

秋 の文化体験
プログラム
ふくはら てつひこ

福原 徹彦
福原流笛方
10歳の頃より 6代目福原百之助に師事し、12歳
で師のリサイタルを助演。16 歳で福原徹彦の名
を許される。東京芸術大学音楽学部別科を修了。
平成9年歌舞伎フランス公演に出演 (4代目中村
雀右衛門、 5代目中村富十郎出演 )。 平成16年
NHK 教育テレビ「いろはに邦楽」で横笛を担当。
平成10年、 21年、 26年、 国立小劇場におい
て福原徹彦リサイタルを主催。 現在、 歌舞伎、
邦楽演奏会を始め、 様々な分野に挑戦、 多数の
アーティストと共演している。NHK 文化センター
( 青山 ) 篠笛教室講師。 東京芸術大学音楽学部
非常勤講師。

染色 ～手描友禅～
内容

講師
日程
定員
場所

数種類の中から絵柄を選んで彩色を施し、 オリ
ジナルの「小風呂敷（こぶろしき）」または「半襟
（はんえり）」を作成。 筆などを使い、 絵を描く
ように染めていきます。作品は後日配送。
おおさわ

まなぶ

大澤 学／東京手描友禅染伝統工芸士
１１月２０日日 13:00－17:00（半襟の回）
１１月２１日月 13:00－17:00（小風呂敷の回）
各日15名
東京手描友禅工房 協美 [ 下落合4-6-17]

おおさわ

大澤

まなぶ

学

東京手描友禅染伝統工芸士
新宿区落合に生まれる。１９歳の時に伝統工芸
士・倉谷憲明氏と水墨画家・井原優山氏に師事。
平成２年より父・大澤敏氏の工房のもと、 繊細さ
と正確さを要求される友禅の技術と感性を研鑽。
本格的な手描友禅染や蝋纈染などを得意とする
工房では、 作品製作のほか友禅体験教室や着付
け教室・工房見学会を実施し、 東京手描友禅の
普及に携わっている。 文化服装学院にて染色の
講師。 新宿染色協議会常任幹事。 東京都染色
工芸組合正組合員。東京手描友禅伝統工芸士。

足でリズムを奏でよう！はじめてのタップダンス
内容

講師
日程
定員
場所

初心者向けなので、 基本のステップから丁寧に
指導します。リズムを一緒に奏でながら、タップ
ダンスを踊る楽しさを体験しましょう！
かとう

のぶゆき

NOBUKATO（加藤 信行）／タップダンサー
11月25日金
①16:00－17:30 ②19:00－20:30
各回25名
芸能花伝舎 [ 西新宿6-12-30]

かとう

のぶゆき

NOBUKATO（加藤 信行）
タップダンサー
東京都出身。故グレゴリー・ハインズ氏に魅了さ
れタップダンスを始め、熊谷和徳氏主宰の舞台
「TAPPERS RIOT」に 出 演をきっかけに KAZ
TAP company のメンバーとして活 動を始め
る。イベント、舞台、アーティスト PV、テレビな
ど多方面で活動する他、アンプラグドトリオ
【電節
Trio】
でのライブ活動、絵本をテーマにタップと音
楽で物語を紡ぐ舞台
『otogatari』
などを展開する。

染色 ～型染め～
内容

講師
日程

定員

申込方法

創業90年を超える二葉苑による型染めを体験し
ませんか？「布バッグ」を素材にして、 好きな型
紙を選んで色を付け、 美しい模様を仕上げます。
作品は当日持ち帰り。
こばやし もとぶみ

小林 元文／染の里 二葉苑 代表取締役
11月２９日火
①10:00 〜 11:30 ②13:00 〜 14:30
③15:30 〜 17:00
各回10名 場所 染の里 二葉苑 [ 上落合2-3-6]

下記の必要事項を記入の上、
はがきまたは FAX でお申し込みください。

必要事項

◎参加者氏名（ふりがな） ◎希望プログラム名
◎希望日時◎郵便番号・住所 ◎電話番号

申込締切り

2016年10月２８日金必着

※１人１プログラムにつき１００円（保険料等）の参加費がかかります。当日各会場でお支払いください。
※応募者多数の場合は抽選となります。
※抽選となった場合は区民優先ですが、 区外の方も申し込みできます。
※ご応募いただいた方には後日抽選結果等を通知いたします。

こばやし もとぶみ

小林 元文
染の里 二葉苑 代表取締役
大正9年創業の染工房4代目。10代は英国留学、
20代は旅行会社勤務を経て日本文化を見つめ直
し、「染の技術の素晴らしさと美しさ」を伝えるた
め、 着物・帯中心の染工房ではありながら幅広
い商材を作製する事で、国内はもとより海外進出
も展開している。 工房では一般の方に見学・体
験する機会を設けるほか、 地元・中井のイベント
「染の小道」の開催にも中心となって携わり、 新
宿の地場産業である「染色」の普及に積極的に力
を注いでいる。

お申込み・お問合せ

新宿区文化観光産業部 文化観光課
〒160–8484 新宿区歌舞伎町1–4–1
☎：03–5273–4069 FAX：03–3209–1500
https://www.city.shinjuku.lg.jp/kanko/bunkataiken2016.html

新宿区 文化体験プログラム

検索

※定員に満たないプログラムは、締め切り日以降も募集いたします。10月28日以降もお気軽にお問い合せください。

