
2019年度オフィシャルパートナーとして、佐賀市文化振興財団の文化事業への協賛を通し地域文化の振興をサポートしています。

ワークショップとは
　ワークショップは、もともと“作業場”という意味で、その場にいるみんながアイデアを出し合い、課題に取り組み、そして
分かち合うやり方のことを言います。佐賀市文化会館では、子どもたちみんなが仲良く、楽しみながら、安心して自分を表現
できる『場』を創りたいと考えています。この夏休みに舞台の魅力を思う存分発見してくださいね!（ホームページをご覧下さい）

参加者大募集!!

■主催／公益財団法人佐賀市文化振興財団　■後援／佐賀市教育委員会
◎お問合せ／佐賀市文化会館 TEL ０９52-32-3000 東与賀文化ホール TEL0952-45-3939　　佐賀市文化会館ホームページ　http://www.shinpoo.jp/

参加費

無料
★事前にお申込ください。

※観覧は自由

わくわく

講　　師

8月10日(土)

オカリナワークショップ 日本舞踊ワークショップ

イベントホール
30名 《各回入れ替え・先着順》募集人数

会　　場

小学校1年生～6年生対　　象

午前の部 開場 10:00
開始 10:30

午後の部 開場 14:00
開始 14:30

8月17日(土)
（終了１２:０0/予定）

（終了１６:００/予定）

着物で体験
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※受付期間前のお申込みは無効と
　させていただきます。

7/8(月)AM 9:00
受付開始！

Shana 原 健太郎・麻由子
　　　　　　　  （ギター＆オカリナ）

講　　師 花柳 鶴貴三

40名《先着順》募集人数

会　　場

対　　象
東与賀文化ホール

開場 12:30
開始 13:00 （終了１4:3０/予定）8月18日(日)

※保護者の鑑賞は自由

イベントホール
30名 《各回入れ替え・先着順》募集人数

会　　場

小学校1年生～6年生対　　象

午前の部 開場 10:00
開始 10:30

午後の部 開場 14:00
開始 14:30

（終了１２:０0/予定）

（終了１６:００/予定）

佐賀市文化会館

（親子での参加も可）

邦楽ワークショップ日本の楽器に
さわってみよう！

① オカリナってどんな音色　演奏と楽器紹介 
② ならしてみよう　トトロに負けないようにみんな頑張って練習しよう 
③ 合奏してみよう

小学生全般

みんなも、トトロみたいにオカリナ吹いてみませんか。

鳴らしてみよう

佐賀県の山あいの小さな村、背振
在住。木々を揺らす風の音、流れる
水の音、季節の草花、満ちては欠ける
月、満点の星・・・、自然に囲まれた
暮らしの中から生まれる音を奏で
ています。教会、お寺、神社、病院、
学校、イベントなど、結ばれたご縁を
大切にしながら、音色を届ける旅を
続けています。

佐賀市文化連盟常任理事、日本
舞踊協会福岡県支部役員、花柳会
九州支部役員
平成3年佐賀県芸術文化奨励賞
受賞、平成15年内山文化賞受賞、
平成20年佐賀県芸術文化賞受賞
日本舞踊協会公演、西日本名流会、
古典舞踊の会、自主公演「つるきみ会」
「をどりの会」他出演多数

講　　師

他5名（計7名）の邦楽演奏家たち

杵屋佐喜

杵屋五助
1983年佐賀市生まれ。本名・山口聡。杵屋五洲、人間
国宝・杵屋五三郎に師事。東京藝術大学音楽学部邦楽科
卒業。国内外の演奏会、歌舞伎公演、NHK、また立川
志の輔、桑田佳祐との共演など、幅広いジャンルで活躍中。

1983年東京生まれ。父は長唄佐門会家元、七代目
杵屋佐吉。祖父・五世杵屋佐吉、人間国宝・杵屋佐登代に
師事。国内外の演奏会、歌舞伎公演、NHK「にっぽんの
芸能」ほかTV、ラジオに出演多数。

前回のワークショップより

演劇ワークショップ

30名《各回入れ替え・先着順》募集人数

会　　場

小学校1年生～6年生対　　象

（一社）魅力発掘プロデュース協会協　　　　力 佐賀邦楽芸能協会後　　　　援

午前の部
（低学年1年～3年生）

開場 10:00
開始 10:30
開場 13:30
開始 14:00

8月23日(金)
（終了12:10/予定）

（終了１5:4０/予定）

大ホール（舞台上）
佐賀市文化会館

みんなが主役

講　　師 青柳達也

① お手本の見学

② 基礎の練習  ③ 寸劇の練習

（「幕末・維新 佐賀の八賢人おもてなし
隊」大隈重信役）
「子どもに演技を教えるプロフェッ
ショナル！」
佐賀県出身。17歳で渡米し演劇学を
学ぶ。セーラム州立大学演劇学科助教
を経て、2008年に帰国する。佐賀を
拠点に、脚本家、演出家、役者、演技
指導者、演劇的手法によるコミュニ
ケーションワークショップ講師として
活動する。人権、情報モラル、町づくり、
協働などをテーマにした演劇作品を
作成する。「多久ミュージカルカン
パニー」脚本・演出・作詞、「幕末・維新 
佐賀の八賢人おもてなし隊」代表
（大隈重信役）、さがドラマスクール
主宰、佐賀大学非常勤講師、佐賀女子
短期大学特任准教授。

※午前の部：低学年対象　午後の部：高学年対象
※保護者の鑑賞は自由

午後の部
（高学年4年～6年生）

① 日本舞踊の基本
② 扇の持ち方、使い方　③ 唄にあわせて踊りましょう
※浴衣をお持ちの方はご持参下さい。
(お持ちで無い方は主催者で用意しますので身長をお知らせ下さい )

Ⓒ下村しのぶ 佐賀市出身

杵
屋
佐
喜

杵
屋
五
助

「幕末・維新佐賀の八賢人おもてなし隊」による
歴史寸劇を観劇します。お客さんを巻き込み、
感動と笑いを交えながら、佐賀の誇りと歴史を
伝える演技を見て学びます。



※　公演日の1週間前までに、集合場所、持参するもの等のお知らせを文書にてお送りいたします。
※　各ワークショップは定員になり次第締め切らせていただきます。
※　許可なく場内の写真撮影、録音、携帯電話の使用はご遠慮くださいますようお願いいたします。
※　複数のワークショップを希望される方は、お手数ですが下記の用紙をコピーしてお使いください。
※　いただいた個人情報は、今回のイベントの目的のみに使用し、第三者に提供することはありません。

受付日　　月　　日

申し込み方法

わくわく

下記のいずれかの方法で佐賀市文化会館内「夏休みわくわくワークショップ2019係」までお申込ください。
１ ファックス：佐賀市文化会館　FAX ０９５２－３２－３７３６
　　　　　　　東与賀文化ホール　FAX ０９５２－４５－０６１6
２ 窓口受付：佐賀市文化会館　1階管理事務室
　　　　　　　東与賀文化ホール　管理事務室
３ ハ　ガ　キ：
　　　　　　　〒849-0923　佐賀市日の出一丁目21番10号
　　　　　　　佐賀市文化会館内「夏休みわくわくワークショップ2019係」
　　　　　　　
　　　　　　　〒840-2221　佐賀市東与賀町下古賀1228-3
　　　　　　　東与賀文化ホール内「夏休みわくわくワークショップ2019係」

　　　　　　　以下の項目をご記入の上、お送りください。
　　　　　　　①ご希望のワークショップ名
　　　　　　　②参加したいワークショップの希望時間
　　　　　　　③参加者氏名（フリガナ）・学校名・学年
　　　　　　　④保護者氏名（参加の有無）
　　　　　　　⑤郵便番号・住所
　　　　　　　⑥電話番号（緊急の場合に連絡の取れる番号をお願いします。）

４ E-mail 　：magpie@mte.biglobe.ne.jp （佐賀市文化会館）
　　　　　　　 higasiyokabunka@gmail.com （東与賀文化ホール）
　　　　　　　　　　※ハガキ同様に①～⑥項目を記載の上、上記アドレスに送信してください。

夏休み　　ワークショップ2019 参加申込書
（下記フォームにご記入いただきファックスにてお送りください。）

7/8(月) AM9:00 受付開始 ※受付期間前のお申込みは無効とさせていただきます。

参加したいワーク
ショップに○を
つけてください。

参 加 者 氏 名 、
学 校 名 、 学 年

保 護 者 氏 名

連絡先電話番号

備　　　　　考
(ご意見、ご要望等)

住　　　　　所

(記入例)  　文化　太郎 小学校 年生
フリガナ 日本舞踊を申し込みの方

浴衣持参
（　有　・　無　）

身長
（　　　　 cm）

ブンカ　　タロウ

連絡先(緊急時)

（一緒に参加： 有・無 ）

-　　　　- -　　　　-

(〒　　　　-　　　　　　)

日の出 3

小学校 年生
フリガナ 日本舞踊を申し込みの方

浴衣持参
（　有　・　無　）

身長
（　　　　 cm）

小学校 年生
フリガナ 日本舞踊を申し込みの方

浴衣持参
（　有　・　無　）

身長
（　　　　 cm）

小学校 年生
フリガナ 日本舞踊を申し込みの方

浴衣持参
（　有　・　無　）

身長
（　　　　 cm）

小学校 年生
フリガナ 日本舞踊を申し込みの方

浴衣持参
（　有　・　無　）

身長
（　　　　 cm）

邦楽8
18 演劇

日本舞踊オカリナ8
10

午前の部　 ・　 午後の部

午前の部 　・　 午後の部午前の部 　・　 午後の部

午後1回のみ

佐賀市文化会館

東与賀文化ホール 管理事務室 ※邦楽ワークショップのみお申込みの方はこちらへ。

※この参加申込書をお送りください。

（※この参加申込書を窓口にてご提出ください。）

8
17

8
23


