
NO 講座名講座名講座名講座名 講座内容講座内容講座内容講座内容 講師名講師名講師名講師名

活動可能曜日活動可能曜日活動可能曜日活動可能曜日

活動可能時間活動可能時間活動可能時間活動可能時間

対象年齢対象年齢対象年齢対象年齢 対応人数対応人数対応人数対応人数 材料費（1人あたり）材料費（1人あたり）材料費（1人あたり）材料費（1人あたり）

1 大道芸人と遊ぼう大道芸人と遊ぼう大道芸人と遊ぼう大道芸人と遊ぼう

けん玉やジャグリング・バランスパフォーマンスなど楽しいステーけん玉やジャグリング・バランスパフォーマンスなど楽しいステーけん玉やジャグリング・バランスパフォーマンスなど楽しいステーけん玉やジャグリング・バランスパフォーマンスなど楽しいステー

ジです。（約30分程度）ジです。（約30分程度）ジです。（約30分程度）ジです。（約30分程度）

大道芸人マッキ－大道芸人マッキ－大道芸人マッキ－大道芸人マッキ－ 年齢制限なし年齢制限なし年齢制限なし年齢制限なし 何名でも可何名でも可何名でも可何名でも可 0円0円0円0円

2 歌と絵のライブ歌と絵のライブ歌と絵のライブ歌と絵のライブ

歌と絵を組み合わせたパフォーマンスです。歌と絵を組み合わせたパフォーマンスです。歌と絵を組み合わせたパフォーマンスです。歌と絵を組み合わせたパフォーマンスです。

クイズや一緒に絵を描く「えかきうた」、身体を動かす「あそびうた」、パクイズや一緒に絵を描く「えかきうた」、身体を動かす「あそびうた」、パクイズや一緒に絵を描く「えかきうた」、身体を動かす「あそびうた」、パクイズや一緒に絵を描く「えかきうた」、身体を動かす「あそびうた」、パ

ネルシアターなど、子どもたちにはたまらない内容です！ネルシアターなど、子どもたちにはたまらない内容です！ネルシアターなど、子どもたちにはたまらない内容です！ネルシアターなど、子どもたちにはたまらない内容です！

渡部絢也＆いせきあい渡部絢也＆いせきあい渡部絢也＆いせきあい渡部絢也＆いせきあい 年中～年長年中～年長年中～年長年中～年長 何名でも可何名でも可何名でも可何名でも可

0円（お絵かき帳、クレヨン0円（お絵かき帳、クレヨン0円（お絵かき帳、クレヨン0円（お絵かき帳、クレヨン

を準備していただく場合がを準備していただく場合がを準備していただく場合がを準備していただく場合が

あります）あります）あります）あります）

3 童謡と童話のつどい童謡と童話のつどい童謡と童話のつどい童謡と童話のつどい 歌や楽器演奏など親子で楽しめるステージです。歌や楽器演奏など親子で楽しめるステージです。歌や楽器演奏など親子で楽しめるステージです。歌や楽器演奏など親子で楽しめるステージです。 グループかぜグループかぜグループかぜグループかぜ 年齢制限なし年齢制限なし年齢制限なし年齢制限なし 何名でも可何名でも可何名でも可何名でも可 0円0円0円0円

4 ハックルベリーの大道芸鑑賞ハックルベリーの大道芸鑑賞ハックルベリーの大道芸鑑賞ハックルベリーの大道芸鑑賞

愉快な音楽に合わせたヨーヨー・各種ジャグリング・バルーンアー愉快な音楽に合わせたヨーヨー・各種ジャグリング・バルーンアー愉快な音楽に合わせたヨーヨー・各種ジャグリング・バルーンアー愉快な音楽に合わせたヨーヨー・各種ジャグリング・バルーンアー

トなどを使ったパフォーマンスをお楽しみいただけます。トなどを使ったパフォーマンスをお楽しみいただけます。トなどを使ったパフォーマンスをお楽しみいただけます。トなどを使ったパフォーマンスをお楽しみいただけます。

大道芸人ハックルベリー大道芸人ハックルベリー大道芸人ハックルベリー大道芸人ハックルベリー 年齢制限なし年齢制限なし年齢制限なし年齢制限なし 何名でも可何名でも可何名でも可何名でも可 0円0円0円0円

5 ヒーローが教えるカンタンダンスヒーローが教えるカンタンダンスヒーローが教えるカンタンダンスヒーローが教えるカンタンダンス

音楽で戦う「ビートファイターAce」のヒーローショーと、子どもでも音楽で戦う「ビートファイターAce」のヒーローショーと、子どもでも音楽で戦う「ビートファイターAce」のヒーローショーと、子どもでも音楽で戦う「ビートファイターAce」のヒーローショーと、子どもでも

すぐに覚えられるダンスの講座です。すぐに覚えられるダンスの講座です。すぐに覚えられるダンスの講座です。すぐに覚えられるダンスの講座です。

ビートファイターAceビートファイターAceビートファイターAceビートファイターAce 年齢制限なし年齢制限なし年齢制限なし年齢制限なし 何名でも可何名でも可何名でも可何名でも可 0円0円0円0円

6 エレクトーンDEあそぼう♪エレクトーンDEあそぼう♪エレクトーンDEあそぼう♪エレクトーンDEあそぼう♪

エレクトーンを使って、「うた」「踊り」「鑑賞」など様々なかたちで音エレクトーンを使って、「うた」「踊り」「鑑賞」など様々なかたちで音エレクトーンを使って、「うた」「踊り」「鑑賞」など様々なかたちで音エレクトーンを使って、「うた」「踊り」「鑑賞」など様々なかたちで音

楽で遊びます。楽で遊びます。楽で遊びます。楽で遊びます。

AskaAskaAskaAska 3才～3才～3才～3才～ 5～20名程度5～20名程度5～20名程度5～20名程度 0円0円0円0円

7 みんなで一緒に3B体操みんなで一緒に3B体操みんなで一緒に3B体操みんなで一緒に3B体操

3つの用具、ボール・ベル・ベルターを使って、小さな子どもから大3つの用具、ボール・ベル・ベルターを使って、小さな子どもから大3つの用具、ボール・ベル・ベルターを使って、小さな子どもから大3つの用具、ボール・ベル・ベルターを使って、小さな子どもから大

人まで誰でもできる楽しい体操です。人まで誰でもできる楽しい体操です。人まで誰でもできる楽しい体操です。人まで誰でもできる楽しい体操です。

（公社）日本3B体操協会（公社）日本3B体操協会（公社）日本3B体操協会（公社）日本3B体操協会

公認指導者　星野美香公認指導者　星野美香公認指導者　星野美香公認指導者　星野美香

年齢制限なし年齢制限なし年齢制限なし年齢制限なし ～50名程度～50名程度～50名程度～50名程度 0円0円0円0円

8 遊びの宝箱　ポレポレ遊びの宝箱　ポレポレ遊びの宝箱　ポレポレ遊びの宝箱　ポレポレ

フィンガーダンスや人形劇など、ミニシアターのお楽しみ会。そのフィンガーダンスや人形劇など、ミニシアターのお楽しみ会。そのフィンガーダンスや人形劇など、ミニシアターのお楽しみ会。そのフィンガーダンスや人形劇など、ミニシアターのお楽しみ会。その

他、折り紙講座など。他、折り紙講座など。他、折り紙講座など。他、折り紙講座など。

保育ボランティアポレポレ保育ボランティアポレポレ保育ボランティアポレポレ保育ボランティアポレポレ 午後不可午後不可午後不可午後不可 年齢制限なし年齢制限なし年齢制限なし年齢制限なし 何名でも可何名でも可何名でも可何名でも可 0円0円0円0円

9

バルーンアートとマリオネットのステージバルーンアートとマリオネットのステージバルーンアートとマリオネットのステージバルーンアートとマリオネットのステージ

ショーショーショーショー

子どもたちの大好きなバルーンアート等の風船を使ったパフォーマンス子どもたちの大好きなバルーンアート等の風船を使ったパフォーマンス子どもたちの大好きなバルーンアート等の風船を使ったパフォーマンス子どもたちの大好きなバルーンアート等の風船を使ったパフォーマンス

を中心に、ジャグリングや手品、ゲームを取り入れながらステージショーを中心に、ジャグリングや手品、ゲームを取り入れながらステージショーを中心に、ジャグリングや手品、ゲームを取り入れながらステージショーを中心に、ジャグリングや手品、ゲームを取り入れながらステージショー

を行っています。※天井の高い屋内で公演します。を行っています。※天井の高い屋内で公演します。を行っています。※天井の高い屋内で公演します。を行っています。※天井の高い屋内で公演します。

大道芸人バスカータンプ大道芸人バスカータンプ大道芸人バスカータンプ大道芸人バスカータンプ 3才～3才～3才～3才～ 何名でも可何名でも可何名でも可何名でも可

40人以上の場合1人50円40人以上の場合1人50円40人以上の場合1人50円40人以上の場合1人50円

（応相談）（応相談）（応相談）（応相談）

10 笑いヨガ笑いヨガ笑いヨガ笑いヨガ

ラフター（笑い）ヨガで笑うことによりストレスを解消し、自己表現ラフター（笑い）ヨガで笑うことによりストレスを解消し、自己表現ラフター（笑い）ヨガで笑うことによりストレスを解消し、自己表現ラフター（笑い）ヨガで笑うことによりストレスを解消し、自己表現

が出来るように奨励し、聞く力、集中力を養う手助けをします。が出来るように奨励し、聞く力、集中力を養う手助けをします。が出来るように奨励し、聞く力、集中力を養う手助けをします。が出来るように奨励し、聞く力、集中力を養う手助けをします。

中川　典子中川　典子中川　典子中川　典子 年齢制限なし年齢制限なし年齢制限なし年齢制限なし 何名でも可何名でも可何名でも可何名でも可 0円0円0円0円

11 人形劇のつどい人形劇のつどい人形劇のつどい人形劇のつどい 会話を中心とした楽しい30分間のステージです。会話を中心とした楽しい30分間のステージです。会話を中心とした楽しい30分間のステージです。会話を中心とした楽しい30分間のステージです。 おむすび座おむすび座おむすび座おむすび座 年齢制限なし年齢制限なし年齢制限なし年齢制限なし 何名でも可何名でも可何名でも可何名でも可 0円0円0円0円

12 和太鼓教室和太鼓教室和太鼓教室和太鼓教室

和太鼓の演奏や体験など和太鼓の演奏や体験など和太鼓の演奏や体験など和太鼓の演奏や体験など

※演奏する場合は太鼓は最大18個使用可※演奏する場合は太鼓は最大18個使用可※演奏する場合は太鼓は最大18個使用可※演奏する場合は太鼓は最大18個使用可

綿引 智子綿引 智子綿引 智子綿引 智子 幼稚園～幼稚園～幼稚園～幼稚園～ 何名でも可何名でも可何名でも可何名でも可 0円0円0円0円

13 初めての民謡初めての民謡初めての民謡初めての民謡

民謡の唄、尺八、三味線、太鼓を見て、触れて、演奏を聞きま民謡の唄、尺八、三味線、太鼓を見て、触れて、演奏を聞きま民謡の唄、尺八、三味線、太鼓を見て、触れて、演奏を聞きま民謡の唄、尺八、三味線、太鼓を見て、触れて、演奏を聞きま

す。す。す。す。

佐藤　祐幸佐藤　祐幸佐藤　祐幸佐藤　祐幸 年齢制限なし年齢制限なし年齢制限なし年齢制限なし 20～30名程度20～30名程度20～30名程度20～30名程度 0円0円0円0円

14 秋田弁のむかしっこ秋田弁のむかしっこ秋田弁のむかしっこ秋田弁のむかしっこ 秋田弁を取り入れた昔話や遊びをおこないます。秋田弁を取り入れた昔話や遊びをおこないます。秋田弁を取り入れた昔話や遊びをおこないます。秋田弁を取り入れた昔話や遊びをおこないます。 伊藤　育子伊藤　育子伊藤　育子伊藤　育子 年齢制限なし年齢制限なし年齢制限なし年齢制限なし 何名でも可何名でも可何名でも可何名でも可 0円0円0円0円

15 とらまるのにがおえパフォーマンスとらまるのにがおえパフォーマンスとらまるのにがおえパフォーマンスとらまるのにがおえパフォーマンス

特大アートパフォーマンスや、スピード似顔絵の実演などを行い特大アートパフォーマンスや、スピード似顔絵の実演などを行い特大アートパフォーマンスや、スピード似顔絵の実演などを行い特大アートパフォーマンスや、スピード似顔絵の実演などを行い

ます。ます。ます。ます。

似顔絵師とらまる似顔絵師とらまる似顔絵師とらまる似顔絵師とらまる 0才～8才0才～8才0才～8才0才～8才 20名程度20名程度20名程度20名程度

0円(一人ひとりに似顔絵を0円(一人ひとりに似顔絵を0円(一人ひとりに似顔絵を0円(一人ひとりに似顔絵を

描く場合は一人100円)描く場合は一人100円)描く場合は一人100円)描く場合は一人100円)

応相談応相談応相談応相談

16 よさこい教室よさこい教室よさこい教室よさこい教室 よさこいグループ紅翔蘭舞曾。本格的なよさこい体験をします。よさこいグループ紅翔蘭舞曾。本格的なよさこい体験をします。よさこいグループ紅翔蘭舞曾。本格的なよさこい体験をします。よさこいグループ紅翔蘭舞曾。本格的なよさこい体験をします。 紅翔蘭舞曾紅翔蘭舞曾紅翔蘭舞曾紅翔蘭舞曾 基本小学生以上基本小学生以上基本小学生以上基本小学生以上 何名でも可何名でも可何名でも可何名でも可 0円0円0円0円

17 糸操り人形劇糸操り人形劇糸操り人形劇糸操り人形劇

日本の良き芸能に触れてみよう！糸あやつり人形劇！日本の良き芸能に触れてみよう！糸あやつり人形劇！日本の良き芸能に触れてみよう！糸あやつり人形劇！日本の良き芸能に触れてみよう！糸あやつり人形劇！

演目「のらくらとらやん」「あかずきん」など演目「のらくらとらやん」「あかずきん」など演目「のらくらとらやん」「あかずきん」など演目「のらくらとらやん」「あかずきん」など

ちょうこくしつ座ちょうこくしつ座ちょうこくしつ座ちょうこくしつ座 3才～小学生3才～小学生3才～小学生3才～小学生 10～50名10～50名10～50名10～50名 0円0円0円0円



18 紙で作る空飛ぶおもちゃ教室紙で作る空飛ぶおもちゃ教室紙で作る空飛ぶおもちゃ教室紙で作る空飛ぶおもちゃ教室

紙飛行機を始めとした、実際に飛ばして遊ぶことのできる紙おも紙飛行機を始めとした、実際に飛ばして遊ぶことのできる紙おも紙飛行機を始めとした、実際に飛ばして遊ぶことのできる紙おも紙飛行機を始めとした、実際に飛ばして遊ぶことのできる紙おも

ちゃを作る教室です。ちゃを作る教室です。ちゃを作る教室です。ちゃを作る教室です。

古谷　健古谷　健古谷　健古谷　健 年中～小学6年生年中～小学6年生年中～小学6年生年中～小学6年生 何名でも可何名でも可何名でも可何名でも可

0円（参加人数によっては0円（参加人数によっては0円（参加人数によっては0円（参加人数によっては

紙を用意していただく場合紙を用意していただく場合紙を用意していただく場合紙を用意していただく場合

があります）があります）があります）があります）

19 楽しい水墨画教室楽しい水墨画教室楽しい水墨画教室楽しい水墨画教室 筆に慣れ、基本を学びながら楽しく水墨画を仕上げます。筆に慣れ、基本を学びながら楽しく水墨画を仕上げます。筆に慣れ、基本を学びながら楽しく水墨画を仕上げます。筆に慣れ、基本を学びながら楽しく水墨画を仕上げます。 高橋　祥舟高橋　祥舟高橋　祥舟高橋　祥舟 小学校5,6年生小学校5,6年生小学校5,6年生小学校5,6年生 10名程度10名程度10名程度10名程度

書道用具用意の上、紙代書道用具用意の上、紙代書道用具用意の上、紙代書道用具用意の上、紙代

一人100円一人100円一人100円一人100円

20 箏講座箏講座箏講座箏講座

琴に触れ、合奏をしたり、曲を覚えたり、演奏を聴きたり等、受講琴に触れ、合奏をしたり、曲を覚えたり、演奏を聴きたり等、受講琴に触れ、合奏をしたり、曲を覚えたり、演奏を聴きたり等、受講琴に触れ、合奏をしたり、曲を覚えたり、演奏を聴きたり等、受講

者の希望内容に応じます。琴5面程度はご用意しています。者の希望内容に応じます。琴5面程度はご用意しています。者の希望内容に応じます。琴5面程度はご用意しています。者の希望内容に応じます。琴5面程度はご用意しています。

田村　朋賀田村　朋賀田村　朋賀田村　朋賀 小学生以上小学生以上小学生以上小学生以上

3～20名程度3～20名程度3～20名程度3～20名程度

（琴５面持参可）（琴５面持参可）（琴５面持参可）（琴５面持参可）

0円0円0円0円

21 合気道健康護身術講座合気道健康護身術講座合気道健康護身術講座合気道健康護身術講座

合気体操（健康体操）合気道による護身術、合気道による心身統合気体操（健康体操）合気道による護身術、合気道による心身統合気体操（健康体操）合気道による護身術、合気道による心身統合気体操（健康体操）合気道による護身術、合気道による心身統

一法を教えます。一法を教えます。一法を教えます。一法を教えます。

千葉　考二千葉　考二千葉　考二千葉　考二 小学生以上小学生以上小学生以上小学生以上 20～30名程度20～30名程度20～30名程度20～30名程度 0円0円0円0円

22 地球環境、みんなで学ぶ地球地球環境、みんなで学ぶ地球地球環境、みんなで学ぶ地球地球環境、みんなで学ぶ地球

自然環境について学びながら工作をします。自然環境について学びながら工作をします。自然環境について学びながら工作をします。自然環境について学びながら工作をします。

落ち葉のしおりや松ぼっくりを使ったオリジナル工作など。落ち葉のしおりや松ぼっくりを使ったオリジナル工作など。落ち葉のしおりや松ぼっくりを使ったオリジナル工作など。落ち葉のしおりや松ぼっくりを使ったオリジナル工作など。

加藤　敬次郎加藤　敬次郎加藤　敬次郎加藤　敬次郎 小学2年生～４年生小学2年生～４年生小学2年生～４年生小学2年生～４年生 25名程度25名程度25名程度25名程度

100～300円100～300円100～300円100～300円

（工作の内容によって変わ（工作の内容によって変わ（工作の内容によって変わ（工作の内容によって変わ

ります）ります）ります）ります）

23 エコライフ教室エコライフ教室エコライフ教室エコライフ教室

不要になったものを、必要なものにリユースします。不要になったものを、必要なものにリユースします。不要になったものを、必要なものにリユースします。不要になったものを、必要なものにリユースします。

ごみの分別化から、ごみの行方、環境にやさしい生活を学べまごみの分別化から、ごみの行方、環境にやさしい生活を学べまごみの分別化から、ごみの行方、環境にやさしい生活を学べまごみの分別化から、ごみの行方、環境にやさしい生活を学べま

す。す。す。す。

エコライフを楽しむ会エコライフを楽しむ会エコライフを楽しむ会エコライフを楽しむ会 年齢制限なし年齢制限なし年齢制限なし年齢制限なし 15名程度15名程度15名程度15名程度 100円100円100円100円

24 森の工作～森に遊び、森に学ぶ～森の工作～森に遊び、森に学ぶ～森の工作～森に遊び、森に学ぶ～森の工作～森に遊び、森に学ぶ～

森にあるものを使った工作をします。森にあるものを使った工作をします。森にあるものを使った工作をします。森にあるものを使った工作をします。

森のことを、楽しみながら学べます。森のことを、楽しみながら学べます。森のことを、楽しみながら学べます。森のことを、楽しみながら学べます。

工藤　正工藤　正工藤　正工藤　正 小学生～小学生～小学生～小学生～ 20名以内20名以内20名以内20名以内 内容による（応相談）内容による（応相談）内容による（応相談）内容による（応相談）

25 リビングフラワーリビングフラワーリビングフラワーリビングフラワー

生花をベースにしたフラワーデザインです。生花をベースにしたフラワーデザインです。生花をベースにしたフラワーデザインです。生花をベースにしたフラワーデザインです。

季節の花をバスケット等にいけて、より綺麗にテーブルに飾って季節の花をバスケット等にいけて、より綺麗にテーブルに飾って季節の花をバスケット等にいけて、より綺麗にテーブルに飾って季節の花をバスケット等にいけて、より綺麗にテーブルに飾って

みましょう！みましょう！みましょう！みましょう！

堀井　咲子堀井　咲子堀井　咲子堀井　咲子 小学校１年生～小学校１年生～小学校１年生～小学校１年生～ 15名程度15名程度15名程度15名程度 800円800円800円800円

26 フェルトメーキング、草木染め、他フェルトメーキング、草木染め、他フェルトメーキング、草木染め、他フェルトメーキング、草木染め、他

秋田の植物を煮出してハンカチなどを染めます。秋田の植物を煮出してハンカチなどを染めます。秋田の植物を煮出してハンカチなどを染めます。秋田の植物を煮出してハンカチなどを染めます。

また、フワフワの羊毛からボールやマット、袋物等を作ります。また、フワフワの羊毛からボールやマット、袋物等を作ります。また、フワフワの羊毛からボールやマット、袋物等を作ります。また、フワフワの羊毛からボールやマット、袋物等を作ります。

工房ぬくもり工房ぬくもり工房ぬくもり工房ぬくもり 幼稚園、小学生幼稚園、小学生幼稚園、小学生幼稚園、小学生 10～20名程度10～20名程度10～20名程度10～20名程度

0～1000円0～1000円0～1000円0～1000円

（希望する内容によって異（希望する内容によって異（希望する内容によって異（希望する内容によって異

なります）なります）なります）なります）

27 マジック講座「マジック講座「マジック講座「マジック講座「αααα波ですべてがOK」波ですべてがOK」波ですべてがOK」波ですべてがOK」

だまがしマジックを披露！だまがしマジックを披露！だまがしマジックを披露！だまがしマジックを披露！

家にあるものでできる簡単なマジック指導も行います。家にあるものでできる簡単なマジック指導も行います。家にあるものでできる簡単なマジック指導も行います。家にあるものでできる簡単なマジック指導も行います。

ミスター北さんミスター北さんミスター北さんミスター北さん 年齢制限なし年齢制限なし年齢制限なし年齢制限なし 10～300名程度10～300名程度10～300名程度10～300名程度 0円0円0円0円

28 よさこい・いろんなダンスよさこい・いろんなダンスよさこい・いろんなダンスよさこい・いろんなダンス

よさこいや、初心者向けのダンス（パントマイムなど）で、音楽によさこいや、初心者向けのダンス（パントマイムなど）で、音楽によさこいや、初心者向けのダンス（パントマイムなど）で、音楽によさこいや、初心者向けのダンス（パントマイムなど）で、音楽に

合わせて身体を動かしながら、踊る楽しさを伝えます！合わせて身体を動かしながら、踊る楽しさを伝えます！合わせて身体を動かしながら、踊る楽しさを伝えます！合わせて身体を動かしながら、踊る楽しさを伝えます！

秋田まるまる愛好会秋田まるまる愛好会秋田まるまる愛好会秋田まるまる愛好会 年齢制限なし年齢制限なし年齢制限なし年齢制限なし 5～50名程度5～50名程度5～50名程度5～50名程度 0円0円0円0円

29 ピエロのピーちゃんショーピエロのピーちゃんショーピエロのピーちゃんショーピエロのピーちゃんショー

ピーちゃんのショー！バルーンにマジックに皿回し、内容は様々ピーちゃんのショー！バルーンにマジックに皿回し、内容は様々ピーちゃんのショー！バルーンにマジックに皿回し、内容は様々ピーちゃんのショー！バルーンにマジックに皿回し、内容は様々

です。みんなで一緒にショーを楽しもう！！です。みんなで一緒にショーを楽しもう！！です。みんなで一緒にショーを楽しもう！！です。みんなで一緒にショーを楽しもう！！

ピエロのピーちゃんピエロのピーちゃんピエロのピーちゃんピエロのピーちゃん 年齢制限なし年齢制限なし年齢制限なし年齢制限なし 何名でも可何名でも可何名でも可何名でも可

0円0円0円0円

（風船を配る場合は50円）（風船を配る場合は50円）（風船を配る場合は50円）（風船を配る場合は50円）

30 歌で地域を元気に！！歌で地域を元気に！！歌で地域を元気に！！歌で地域を元気に！！

歌や音楽を通じて、癒しや元気を発信します。歌や音楽を通じて、癒しや元気を発信します。歌や音楽を通じて、癒しや元気を発信します。歌や音楽を通じて、癒しや元気を発信します。

もっと秋田を、地域を好きになるような、そんな楽曲をみんなと楽もっと秋田を、地域を好きになるような、そんな楽曲をみんなと楽もっと秋田を、地域を好きになるような、そんな楽曲をみんなと楽もっと秋田を、地域を好きになるような、そんな楽曲をみんなと楽

しみます。しみます。しみます。しみます。

歌手歌手歌手歌手

鏡元 もとじ鏡元 もとじ鏡元 もとじ鏡元 もとじ

年齢制限なし年齢制限なし年齢制限なし年齢制限なし 何名でも可何名でも可何名でも可何名でも可 0円0円0円0円

31 みんなで一緒にハワイアンフラダンスみんなで一緒にハワイアンフラダンスみんなで一緒にハワイアンフラダンスみんなで一緒にハワイアンフラダンス

フラダンスを通してハワイの文化、フラやハワイ語を学ぼう！フラダンスを通してハワイの文化、フラやハワイ語を学ぼう！フラダンスを通してハワイの文化、フラやハワイ語を学ぼう！フラダンスを通してハワイの文化、フラやハワイ語を学ぼう！

ハワイの先人たちから受け継いできたアロハの心も学べます。ハワイの先人たちから受け継いできたアロハの心も学べます。ハワイの先人たちから受け継いできたアロハの心も学べます。ハワイの先人たちから受け継いできたアロハの心も学べます。

秋田フラダンス秋田フラダンス秋田フラダンス秋田フラダンス

Na Hula O Ke Makani OluNa Hula O Ke Makani OluNa Hula O Ke Makani OluNa Hula O Ke Makani Olu

3才～3才～3才～3才～ 5人以上5人以上5人以上5人以上 0円0円0円0円

32 おぉちゃんのバルーンショーおぉちゃんのバルーンショーおぉちゃんのバルーンショーおぉちゃんのバルーンショー

風船を使った楽しいパフォーマンスショー風船を使った楽しいパフォーマンスショー風船を使った楽しいパフォーマンスショー風船を使った楽しいパフォーマンスショー

様々なバルーンパフォーマンスを間近で楽しもう！！様々なバルーンパフォーマンスを間近で楽しもう！！様々なバルーンパフォーマンスを間近で楽しもう！！様々なバルーンパフォーマンスを間近で楽しもう！！

バルーンパフォーマーバルーンパフォーマーバルーンパフォーマーバルーンパフォーマー

おぉちゃんおぉちゃんおぉちゃんおぉちゃん

年齢制限なし年齢制限なし年齢制限なし年齢制限なし 何名でも可何名でも可何名でも可何名でも可

内容による（応相談）内容による（応相談）内容による（応相談）内容による（応相談）

基本は0円基本は0円基本は0円基本は0円

33 スポーツチャンバラであそぼう！スポーツチャンバラであそぼう！スポーツチャンバラであそぼう！スポーツチャンバラであそぼう！

スポーツチャンバラの基礎を学んで、みんなで対戦！！スポーツチャンバラの基礎を学んで、みんなで対戦！！スポーツチャンバラの基礎を学んで、みんなで対戦！！スポーツチャンバラの基礎を学んで、みんなで対戦！！

スポーツチャンバラで思い切り身体を動かそう！！スポーツチャンバラで思い切り身体を動かそう！！スポーツチャンバラで思い切り身体を動かそう！！スポーツチャンバラで思い切り身体を動かそう！！

秋田県スポーツチャンバラ秋田県スポーツチャンバラ秋田県スポーツチャンバラ秋田県スポーツチャンバラ

協会　工藤　祐八協会　工藤　祐八協会　工藤　祐八協会　工藤　祐八

4才～大人まで4才～大人まで4才～大人まで4才～大人まで ～25名～25名～25名～25名 0円0円0円0円

34 テーブルマジックをたのしもう！テーブルマジックをたのしもう！テーブルマジックをたのしもう！テーブルマジックをたのしもう！

身近なもの（スプーンやゴムなど）を使って、不思議なマジックを身近なもの（スプーンやゴムなど）を使って、不思議なマジックを身近なもの（スプーンやゴムなど）を使って、不思議なマジックを身近なもの（スプーンやゴムなど）を使って、不思議なマジックを

お見せします。お見せします。お見せします。お見せします。

手品師タケムラ手品師タケムラ手品師タケムラ手品師タケムラ 5才～5才～5才～5才～

何名でも可何名でも可何名でも可何名でも可

レクチャーもするレクチャーもするレクチャーもするレクチャーもする

場合は30名場合は30名場合は30名場合は30名

0円0円0円0円

レクチャーもする場合はレクチャーもする場合はレクチャーもする場合はレクチャーもする場合は

500円程度（応相談）500円程度（応相談）500円程度（応相談）500円程度（応相談）

※年齢制限につきましては、講師の方との話し合いでは可能の場合があります。※年齢制限につきましては、講師の方との話し合いでは可能の場合があります。※年齢制限につきましては、講師の方との話し合いでは可能の場合があります。※年齢制限につきましては、講師の方との話し合いでは可能の場合があります。

※随時変更となる場合がありますのでご了承下さい。※随時変更となる場合がありますのでご了承下さい。※随時変更となる場合がありますのでご了承下さい。※随時変更となる場合がありますのでご了承下さい。


