
 

みのおこども
文化体験フェア

第15回

→内面へつづきます。

新型コロナウイルス感染症対策を講じながら
開催します。詳しくはP.3をご確認ください。

募 集 要 項 ※本募集要項は (公財 )箕面市メイプル文化財団の
　HPでPDFデータをダウンロードいただけます。

箕面市メイプル文化財団

9:00～17:00

7月6日（火）　～
   7月20日（火）

【お申込み受付期間】

メイプルホールへお申込みください。
※申込み多数の場合は抽選

（月曜日休館）

令和３年(2021年)８月７日(土)・８日(日・祝)
１０：００～１６：３０
箕面市立中央生涯学習センター各部屋、
箕面市立メイプルホール小ホール・リハーサル室
各コースの対象をご確認ください。
箕面市内・市外在住は問いません。
無料　※ただし、一部のコースは実費負担あり。
　　　　開催当日に各コースで徴収いたします。
①申込書を窓口に持参　②申込書を郵送　※7月20日(火)必着
③専用メールフォームから申込み　URL:https://forms.gle/ef2u6QyjqCVCDWQd9
箕面市立メイプルホール　〒562-0001大阪府箕面市箕面5-11-23／TEL:072-721-2123

■ 開 催 日 時

■ 会 　 　 場

■ 受 講 対 象

■ 受  講  料

■ 申 込 方 法

■ お問い合わせ
主催：第15回みのおこども文化体験フェア実行委員会　共催：箕面市文化団体連絡会・(公財)箕面市メイプル文化財団　協賛：箕面市青少年指導員連絡協議会　後援：箕面市・箕面市教育委員会
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花柳流　こどもの踊り

日本舞踊コース（土曜日）
【箕面市日本舞踊協会】

歌ったこと、聞いたことのある日本の唄で踊ってみましょう。

日本文化

対象：小学校1年生～中学校3年生
定員：各回8名（保護者の同伴は子ども1名につき1名まで）
（事前申込みのみ）
☆保護者参加可
参加費：1名400円（テキスト代）
持ち物：筆記用具（鉛筆、消しゴム、メモ帳）

囲碁コース（土曜日）（日曜日）
【箕面碁会】

こども囲碁教室
囲碁は陣取りゲームです。
どう陣地を囲むか考えるので、ものごとを企画する力が養えます。

日本文化

対象：小学校1年生～高校3年生
定員：各回10名（保護者の同伴は子ども1名につき1名まで）
（定員に満たない場合は当日参加申込み可）
☆保護者参加可
参加費：1名500円（材料費）
持ち物：靴下

茶道体験

茶道コース（土曜日）（日曜日）
【箕面市茶華道文化連盟】

おもてなしの心　～おいしいお茶とお菓子を楽しみませんか。～

日本文化

対象：小学校1年生～高校3年生
定員：各回10名（保護者の同伴は子ども1名につき1名まで）
（事前申込みのみ）
☆保護者参加可
参加費：1名900円（花代）
持ち物：なし

暑い夏！ちょっと心にオアシスを

華道コース（土曜日）（日曜日）
【箕面市茶華道文化連盟】

暑い夏。お花で楽しみましょう。

日本文化

対象：小学校1年生～高校3年生
定員：各回6名（保護者の同伴は子ども1名につき1名まで）
（定員に満たない場合は当日参加申込み可）
☆保護者参加可
参加費：無料
持ち物：靴下（白）または足袋、お持ちのかたは扇・ゆかた

日本舞踊の所作と基本

日本舞踊コース（日曜日）
【箕面市日本舞踊協会】

着物の着方から、舞踊の所作等の勉強と歩き方、扇の使い方を
中心に簡単な踊りを習得します。

日本文化

対象：小学校1年生～高校3年生
定員：各回5名（保護者の同伴は子ども1名につき1名まで）
（定員に満たない場合は当日参加申込み可）
☆保護者参加可
参加費：無料
持ち物：靴下（白）または足袋、お持ちのかたは扇・ゆかた

日本文化

国語で楽しむ吟詠をご一緒に

詩吟コース（土曜日）（日曜日）
【箕面詩吟連合会】

吟詠は人の心の表情であり豊かな人間性を育みます。
夏は一番声の出る時です。どうぞお気軽に!!

対象：小学校1年生～中学校3年生
定員：各回5名（保護者の同伴は子ども1名につき1名まで）
（定員に満たない場合は当日参加申込み可）
☆保護者参加可
参加費：無料
持ち物：お茶・水など飲み物

８
７

８
８ 両日とも開催するコース



８
 ７ 8月7日（土）のみ開催するコース

ラジオ

ON AIR

ラジオ放送コース
【タッキー 816 みのおエフエム】

ドキドキ！ラジオ生放送
タッキー816みのおエフエムの生放送に参加して、番組制作やパーソ
ナリティ体験をします。
対象：小学校4年生～高校3年生
（体験のようすの写真をタッキー816みのおエフエムのブログなどに掲載可能なかた）
定員：4名（保護者の同伴は子ども1名につき1名まで）
（事前申込みのみ）
☆保護者参加可
参加費：無料
持ち物：受講決定後にご案内します

演　劇

みのおキッズシアターの出演者と演劇を体験しよう！

演劇コース
【みのおキッズシアター演出部】

本番間近の稽古を見学した後、出演者と一緒に声を出したり身体を
動かして、演劇を体験します。

剣詩舞コース
【正義流剣舞術】

剣舞とは・・・
作者の心情背景が詠いこまれた吟詠に合わせて剣や扇をしなやかに、
時には勇壮に舞う剣詩舞のことです。私達に伝統文化の素晴らしさ
を感じさせます。
対象：小学校1年生～高校3年生
定員：15名（保護者の同伴は子ども1名につき1名まで）
（定員に満たない場合は当日参加申込み可）
☆保護者参加可
参加費：1名200円（資料代）
持ち物：上ばき　※運動のできる服装でお越しください。

日本文化

ジャズピアノコース
【ジャズピアニスト　石田ヒロキ】

君も今日からジャズピアニスト（中級）
初級編に加えて、簡単なアドリブにも挑戦。
最後にはベースとセッションもします。

対象：小学校4年生～高校3年生
定員：6名（保護者の同伴は子ども1名につき2名まで）
（定員に満たない場合は当日参加申込み可）
☆保護者参加可
参加費：1名700円（資料代）
持ち物：筆記用具、お茶・水など飲み物

音　楽

箏コース
【箕面市三曲協会 箏曲チーム】

箏（こと）コース

日本の伝統楽器「こと」を演奏してみよう。

対象：小学校3年生～高校3年生
定員：各回5名（保護者の同伴は子ども1名につき1名まで）
（定員に満たない場合は当日参加申込み可）
☆保護者参加可
参加費：無料
持ち物：なし

日本文化

尺八コース

尺八コース
【箕面市三曲協会 尺八チーム】

日本の伝統楽器「尺八」を吹いてみよう。

対象：小学校3年生～高校3年生
定員：各回3名（保護者の同伴は子ども1名につき2名まで）
（定員に満たない場合は当日参加申込み可）
☆保護者参加可
参加費：無料
持ち物：なし

日本文化

8月8日（日・祝）のみ開催するコース８
８

①シェフが教えるマカロンの作り方（デモンストレーション）
②パウンドケーキ 1人 1本作ります！

製菓コース
【洋菓子店　ハートフル】

①（シェフのおはなしのみ）
対象：小学校1年生～高校3年生
定員：20名（事前申込のみ）
参加費：1名500円
持ち物：筆記用具

②（実習あり）
対象：小学校5年生～高校3年生
定員：10名（事前申込のみ）
参加費：1名1500円
持ち物：エプロン、三角巾、パウンドケーキ大のものが入る持ち帰り用の紙袋かタッパー

製　菓

ジャズピアノコース
【ジャズピアニスト　石田ヒロキ】

君も今日からジャズピアニスト（初級）
簡単なジャズブルースのメロディーを練習し最後にはベースと
セッションもします。

音　楽

対象：5歳～小学校6年生
※小3までは保護者参加必須
定員：6名（保護者の同伴は子ども1名につき2名まで）
（定員に満たない場合は当日参加申込み可）
☆保護者参加可
参加費：1名700円（資料代）
持ち物：筆記用具、お茶・水など飲み物

対象：小学校2年生～中学校3年生
定員：10名（定員に満たない場合は当日参加申込み可）
※保護者の同伴はご遠慮ください。
持ち物：上ばき、タオル、お茶・水など飲み物
参加費：無料
※運動のできる服装でお越しください。（スカート不可）

※保護者の同伴はご遠慮ください。
※卵、小麦、乳、アーモンド・大豆を使用します。その他アレルギーをお持ちのかたはお問い合わせください。

どんな時も心に歌を♪

合唱コース
【箕面市少年少女合唱団】

少年少女合唱団といっしょに歌を楽しみましょう♪

音　楽

対象：小学校1年生～中学校3年生
定員：20名（事前申込のみ）
※保護者の同伴はご遠慮ください。

参加費：無料
持ち物：筆記用具、お茶・水など飲み物

新規入会受付中

２



・小学生がご受講される場合は、必ず保護者のかたが送迎をおこなってください。
・開催当日は非常に暑くなることが予想されます。お越しになる際は帽子や飲み物をご準備いただく等、
   各自熱中症予防対策をお願いします。参加中もこまめに水分補給をおこなってください。
・ご希望が定員を超えた場合、いずれのコースも抽選となります。
・キャンセルはすみやかにご連絡ください。特に、実費負担金を徴収するコースは事前に材料等を購入して
   います。すみやかにご連絡いただくことで、不要な材料の購入を防げたり、繰上げ当選者を決めて用意し
   た材料を有効に活用することができます。ご協力お願い申し上げます。
・受講決定通知は、7月 27 日 ( 火 ) 以降、受付順でメイプルホールから連絡いたします。
・お申込み時にご提供いただく個人情報は、第 15回みのおこども文化体験フェア関係のお知らせにのみ使用
   いたします。
・開催当日は、各コースで写真と映像の撮影をおこないます。撮影した写真・映像は広報として、インター
   ネットや印刷物で公開いたします。あらかじめご了承のうえお申し込みください。

受講にあたっての注意 ※お申込みの前に必ずお読みください。

過去の体験講座の
様子をYou Tubeで
ご覧いただけます。

過去の参加者の声＆体験講座の様子

・普段できないことが体験できてよかったです。

・色々なことを楽しく学べて、良い経験になりました。

・先生に上手と言われてとても嬉しかったです。

新型コロナウイルス感染症対策の一環として、イベント等を中止または延期する可能性があります。
詳細はお問合わせください。

新型コロナウイルス感染拡大防止策としてお客様にご理解とご協力をお願いいたします。
身体的距離を確保するため、各コースの定員および保護者の同伴人数を制限しております。

①発熱（37.5 度以上）、咳などの症状がある場合や体調が優れない場合のご参加はご遠慮ください。
②マスクの着用をお願いします。
③来館時および各部屋入室時に手の消毒をお願いします。
④来館時に体温のチェックをさせていただきます。
⑤大阪コロナ追跡システムに当日来館中に登録ください。

３



●第15回みのおこども文化体験フェア参加申込書●

【ご希望の記入方法および定員について】※2日間で最大６コースまでご受講いただけます。

・希望のコース、日にち、時間をお選びいただき、○を記入してください。保護者のかたも体験される場合は 保 と併記してください。
・同じ日にち・同じ時間帯(たて列の中)で希望コースが複数ある場合は第1希望から第3希望までを①②③と記入してください。
・ご希望が定員を超えた場合、抽選をおこないます。

【申込み受付期間】
　7月 6日（火）～ 7月 20日（火）　9:00 ～ 17:00
【申込み方法】
　箕面市立メイプルホール（月曜日休館）へお申込みください。
　①申込書を窓口に持参　②申込書を郵送（〒562-0001 箕面市箕面 5-11-23）　※7月 20 日（火）必着
　③専用メールフォーム　

４

メールフォームには
QRコードの読み取り
でもアクセスできます。

ロビー9：30～12：15     船場スタジオ13：45～15：00

①マカロン(デモ)
10：30～12：00

②パウンドケーキ
13：30～15：00

初級 中級

※14：00～16：00

8月7日(土) 8月8日(日・祝)希望記入表

10:00～11:30 13:00～14:30 15:00～16:30 10:00～11:30 13:00～14:30 15:00～16:30

ふりがな 年齢 学年

歳なまえ

学校名保護者名

住所

TEL
FAX

E-mail

年生

受付番号〒　　　ー

お子様に同伴
する(　 　名) ・ しない

日本舞踊コース(土曜日)

日本舞踊コース(日曜日)

筝コース

茶道コース

尺八コース

華道コース

製菓コース

ジャズピアノコース

詩吟コース

囲碁コース

合唱コース

ラジオ放送コース

剣詩舞コース

演劇コース

花柳流　こどもの踊り

日本舞踊の所作と基本

茶道体験

暑い夏！ちょっと心にオアシスを

国語で楽しむ吟詠をご一緒に

こども囲碁教室

君も今日からジャズピアニスト

どんな時も心に歌を♪

ドキドキ！ラジオ生放送

剣舞とは・・・

みのおキッズシアターの出演者と演劇を体験しよう！

尺八コース

筝(こと)コース

①マカロン(デモ)　②パウンドケーキ

和室

美術室

茶室１・２

工芸室

講座室

講義室

音楽室 (大)

小ホール

リハーサル室

リハーサル室

音楽室 (大)

和室

料理実習室

ロビー
船場スタジオ

(小1～高3)

(小1～高3)

(小1～高3)

(小1～高3)

(小1～中3)

(小1～中3)

(初級：5歳～小6   中級：小4～高3)

(小1～中3)

(小4～高3)

(小1～高3)

(小2～中3)

(小3～高3)

(小3～高3)

(①小1～高3   ②小5～高3)


