
鴻巣市観光協会 主催鴻巣市観光協会 主催

○受講申し込み ・ 問い合わせ専用ダイヤル

　 TEL:080-9579-1000

○受講申し込み専用メール

   konosu.dentougeinou@gmail.com

○鴻巣市観光協会 HP 内の受講申し込み専用フォームへ入力

   https://www.konosu-kanko.jp/about/from_entry.html

TEL:080-9579-1000
受 付 時 間 ： 10 ： 00 ～ 17 ： 00

受付時間 （10 ： 00 ～ 17 ： 00）

主　　催　一般財団法人鴻巣市観光協会　伝統芸能部会

開講場所　埼玉県鴻巣市関新田 1281-1 川里ふるさと館内

　　　　　鴻巣市観光協会伝統文化芸能館

受講申し込み ・ 問い合わせ

●和楽器講座に関する各種お問い合わせは、専用ダイヤル080-9579-1000までお願いします。

〒365-0037　埼玉県鴻巣市人形 1-4-20　鴻巣市産業観光館「ひなの里」内　一般財団法人鴻巣市観光協会

TEL:048-540-3333 FAX:048-594-8291　（9：00 ～ 17：00）毎週水曜日・年末年始休館　　

Facebook・instagram にて情報を発信しています。アカウントはこちら→

講座の申し込み（無料体験を含む）、お問い合わせは次のいずれかの方法でお願いします。

※受講申し込みは、各講座開催日前日の 17 時までとなります。

和楽器講座・無料体験　申し込み内容

カナ
氏名

年齢

住所

電話番号

緊急連絡先メールアドレス

〒

歳

尺八講座

□第 2・4水曜 10：00 ～ 11：30

□第 2・4水曜 11：40 ～ 13：10

□第 2・4木曜 14：30 ～ 16：00

□第 2・4木曜 16：30 ～ 17：30和太鼓講座

篠笛講座

講師

幸路講師

秦講師

木下講師

宮下講師

講座

寺門講師

□月 2回・木曜 16：20 ～ 17：20

□月 2回・木曜 17：30 ～ 18：30

□月 2回・木曜 18：40 ～ 19：40

□月 2回・土曜 10：10 ～ 11：10

□月 2回・土曜 11：20 ～ 12：20

□月 2回・土曜 12：30 ～ 13：30

□第 1・3木曜 10：10 ～ 11：10

□第 1・3木曜 11：20 ～ 12：20

講座日時

□月 2回・土曜 10：00 ～ 11：00

□月 2回・土曜 11：10 ～ 12：40

□月 2回・土曜 14：30 ～ 16：00

□月 2回・木曜 18：00 ～ 19：30
永田講師

アクセス

【車】

圏央道桶川加納 IC より 約 25 分

圏央道桶川北本 IC より 約 30 分

埼玉県鴻巣市関新田 1281-1

川里ふるさと館内

鴻巣市観光協会伝統文化芸能館

【電車・バス】

JR 高崎線鴻巣駅より

鴻巣市コミュニティバス「フラワー号」

共和コース　約 30 分「ふるさと館」下車 徒歩 1分

JR 高崎線北鴻巣駅より

鴻巣市コミュニティバス「フラワー号」

広田コース　約 30 分「ふるさと館」下車 徒歩 1分

JR 鴻巣駅至熊谷 至大宮

上越新幹線

川里中

国道 17 号

川里ふるさと館

宮地

北根

免許センター

屈巣

川里中央通り

花久の里

鴻巣市役所

駐車場

高齢者

福祉センター

教育支援センター

川里図書館

鴻巣市観光協会

伝統文化芸能館

バス停

川里中央通り



尺八の吹き方の基礎から様々な曲の演奏まで

を目指します。

【定員：各 8名　先着順】

尺
八

篠
笛

『篠笛初心者講座』　木曜 17：30 ～

篠笛の初心者の方へ向けて、吹き方の基礎から

学んでいきます。【定員：各 8名　先着順】

『篠笛初級者講座』　木曜 16：20 ～・18：40 ～

篠笛の基礎も行いながら曲の演奏をしていきます。

【定員：各 8名　先着順】

みやしたとうりゅう

宮下 東龍講師

てらかどしょう

寺門 勝講師

講座 講師 内容 講座日時

月 2回・木曜
18：40 ～ 19：40

第 1・3 木曜
10：10 ～ 11：10

第 1・3 木曜
11：20 ～ 12：20

月 2 回・木曜
17：30 ～ 18：30

月 2 回・木曜
16：20 ～ 17：20

講座 講師 内容 講座日時

和　

太　

鼓

『太鼓で脳トレどんどん！』

子ども頃に歌った童謡や手遊び唄などの懐かしい唄を

歌いながら和太鼓を叩いて楽しみます。簡単な太鼓曲

も覚え、みんなで楽しく叩きます。【定員：12 名　先着順】

『太鼓で健康ライフいきいき !』

発声、手拍子、太鼓ゲームなど少しずつ体を動かし、

ゆっくり太鼓に親しみます。家族や介助者の同伴が必

要な方は一緒にご参加ください。【定員：12 名　先着順】

第 2・4 水曜
10：00 ～ 11：30

第 2・4 水曜
13：00 ～ 14：30

しんよしはる

秦 美治講師

『健康太鼓体操』

体幹を意識して和太鼓を叩き、代謝をあげます。

生活習慣を改善し健康寿命をのばしましょう !

【定員：12 名　先着順】

『イニミニマイニーモー（英語で太鼓体操）』60 分講座

言葉の発音やリズム感の違いを身体で感じ太鼓で表現

します。感性が育ち英会話も楽しく身につきます。

【対象：3歳～ 10 歳】【定員：8名　先着順】

第 2・4 木曜
14：30 ～ 16：00

第 2・4 木曜
16：30 ～ 17：30

きのしたみちこ

木下 道子講師

『親子で楽しむ楽々太鼓』60 分講座

童謡やコバトン音頭等の動画に合わせて太鼓を叩いて、

親子で太鼓のリズムを楽しみつくします。

【対象：3～ 10 歳とその保護者】【定員：8組　先着順】

『レッツ鼓ミュニケーション』

和太鼓体操で和太鼓の基本から学びます。曲を覚えて

打つだけではなく、自分で創る・表現する楽しさも味

わっていただきたいと思います。【定員：12 名　先着順】

月 2 回・土曜
10：00 ～ 11：00

月 2 回・土曜
11：10 ～ 12：40

こ う じ は る と

幸路 春人講師

和太鼓の基本から様々な曲の演奏をしていき

ます。長胴太鼓だけではなく、締太鼓、かつ

ぎ桶太鼓など、様々な和太鼓の打ち方にも挑

戦します。【定員：各 12 名　先着順】

月 2回・木曜
19：00 ～ 20：30

月 2 回・土曜
14：30 ～ 16：00

な が た ひ ろ と

永田 大登講師

※詳しい講座の日程はホームページ等をご覧ください。

令和 5年 4月～

令和 6年 3月 講座内容・スケジュール

無料体験
初めて和楽器に触れる方に向けて

　　　　　　　　　　を随時実施しています。

お申込み・問い合わせは、裏面をご覧ください。

講座を受けるにあたって
必要なもの

◇室内履き（全講座）

◇楽器（篠笛・尺八講座）

◇バチ（和太鼓講座）

◇運動が出来る服装（和太鼓講座）
●和太鼓講座のバチ、篠笛・尺八講座の楽器を購入する

　ことが出来ます。詳しくはお問い合わせください。

●講座当日は、開始時刻の5分前までにお集まりください。

●近隣に飲食物を購入できる施設がありませんので、

　必要な方は予めご準備ください。

アクセス

料金のお支払い

●お支払いは、講座受講月の最初の講座時にお支払いください。

和太鼓講座

篠笛講座

尺八講座

（税込）

講座の流れ

●講座の申し込みは随時可能です。

　初めての方には無料体験をおすすめしております。

●申し込みの際は既定の書類への記入、受講料のお支払いをお願いいたします。

●講座の日程は事前に紙面でお知らせいたします。

●年度末には日頃の成果を発表する「成果発表会」を予定しています。

●無料体験で使用する和太鼓講座のバチ、篠笛・尺八講座の

　楽器については、こちらでご用意いたします。

埼玉県鴻巣市関新田 1281-1

川里ふるさと館内

鴻巣市観光協会伝統文化芸能館

【電車・バス】JR 高崎線鴻巣駅

より　鴻巣市コミュニティバス

「フラワー号」共和コース

約 30 分「ふるさと館」下車

徒歩 1分

【車】圏央道桶川加納 IC より

車で約 30 分

1講座につき月 2回受講

月額 2,600 円

※和太鼓講座のバチ、篠笛・尺八講座の

楽器は別途ご用意ください。

お支払い方法：現金のみでお願いいたします。

JR 鴻巣駅至熊谷 至大宮

上越新幹線

川里中

国道 17 号

川里ふるさと館

宮地

北根

免許センター

屈巣

川里中央通り

花久の里

鴻巣市役所

駐車場

高齢者

福祉センター

教育支援センター

川里図書館

鴻巣市観光協会

伝統文化芸能館

バス停

川里中央通り

注意事項・オプション
●講座欠席の場合

　　講座欠席の場合は、前日 17 時までにご連絡ください。

　　欠席した講座の「振替受講」をすることが出来ます。

　　「振替受講」は、原則同じ和楽器講座の受講をお願い

　　いたします。（和太鼓講座に関しては違う講師の講座を

　　受講する事も可能ですが、事前確認が必要となります。）

●新型コロナウイルス感染症対策として

　　定期的な換気を実施しています。

　　受付時の検温・消毒にご協力ください。

　　受講中のマスクの着用をお願いいたします。

令和 5年 4月～
和楽器講座開講

令和 6年 3月
成果発表会

無料体験見学
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鴻巣市観光協会 主催鴻巣市観光協会 主催

○受講申し込み ・ 問い合わせ専用ダイヤル

　 TEL:080-9579-1000

○受講申し込み専用メール

   konosu.dentougeinou@gmail.com

○鴻巣市観光協会 HP 内の受講申し込み専用フォームへ入力

   https://www.konosu-kanko.jp/about/from_entry.html

TEL:080-9579-1000
受 付 時 間 ： 10 ： 00 ～ 17 ： 00

受付時間 （10 ： 00 ～ 17 ： 00）

主　　催　一般財団法人鴻巣市観光協会　伝統芸能部会

開講場所　埼玉県鴻巣市関新田 1281-1 川里ふるさと館内

　　　　　鴻巣市観光協会伝統文化芸能館

受講申し込み ・ 問い合わせ

●和楽器講座に関する各種お問い合わせは、専用ダイヤル080-9579-1000までお願いします。

〒365-0037　埼玉県鴻巣市人形 1-4-20　鴻巣市産業観光館「ひなの里」内　一般財団法人鴻巣市観光協会

TEL:048-540-3333 FAX:048-594-8291　（9：00 ～ 17：00）毎週水曜日・年末年始休館　　

Facebook・instagram にて情報を発信しています。アカウントはこちら→

講座の申し込み（無料体験を含む）、お問い合わせは次のいずれかの方法でお願いします。

※受講申し込みは、各講座開催日前日の 17 時までとなります。

和楽器講座・無料体験　申し込み内容

カナ
氏名

年齢

住所

電話番号

緊急連絡先メールアドレス

〒

歳

尺八講座

□第 2・4水曜 10：00 ～ 11：30

□第 2・4水曜 11：40 ～ 13：10

□第 2・4木曜 14：30 ～ 16：00

□第 2・4木曜 16：30 ～ 17：30和太鼓講座

篠笛講座

講師

幸路講師

秦講師

木下講師

宮下講師

講座

寺門講師

□月 2回・木曜 16：20 ～ 17：20

□月 2回・木曜 17：30 ～ 18：30

□月 2回・木曜 18：40 ～ 19：40

□月 2回・土曜 10：10 ～ 11：10

□月 2回・土曜 11：20 ～ 12：20

□月 2回・土曜 12：30 ～ 13：30

□第 1・3木曜 10：10 ～ 11：10

□第 1・3木曜 11：20 ～ 12：20

講座日時

□月 2回・土曜 10：00 ～ 11：00

□月 2回・土曜 11：10 ～ 12：40

□月 2回・土曜 14：30 ～ 16：00

□月 2回・木曜 18：00 ～ 19：30
永田講師

アクセス

【車】

圏央道桶川加納 IC より 約 25 分

圏央道桶川北本 IC より 約 30 分

埼玉県鴻巣市関新田 1281-1

川里ふるさと館内

鴻巣市観光協会伝統文化芸能館

【電車・バス】

JR 高崎線鴻巣駅より

鴻巣市コミュニティバス「フラワー号」

共和コース　約 30 分「ふるさと館」下車 徒歩 1分

JR 高崎線北鴻巣駅より

鴻巣市コミュニティバス「フラワー号」

広田コース　約 30 分「ふるさと館」下車 徒歩 1分

JR 鴻巣駅至熊谷 至大宮

上越新幹線

川里中

国道 17 号

川里ふるさと館

宮地

北根

免許センター

屈巣

川里中央通り

花久の里

鴻巣市役所

駐車場

高齢者

福祉センター

教育支援センター

川里図書館

鴻巣市観光協会

伝統文化芸能館

バス停

川里中央通り




