
兵庫県公館（迎賓館）
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兵庫県公館

　兵庫県公館は、1902（明治35）年に兵庫県庁舎として建設され、1985（昭和60）年から迎賓館とし
て国内外からの賓客の接遇、県政の重要な会議や式典に利用されている由緒ある建物です。
　レトロで文化的な雰囲気を醸し出す、兵庫県公館においてこの事業を開催いたします。

〔神戸市中央区下山手通4－4－1〕
【アクセス】 JR・阪神元町駅西口下車、北へ5分　地下鉄県庁前駅下車すぐ

■お問い合わせ先 Contact info

  公益財団法人 兵庫県芸術文化協会
  「伝統文化体験フェスティバル」係
    Hyogo Arts & Culture Association
    In charge of Traditional Japanese Culture Festival

と　き

なつかしいけど、アタラシイ。
日本文化の魅力再発見！

令和2年3月7日土・8日日
Mar. 7-8. 2020
両日 12：00～16：00

（開場 opening time 11：45）
※天候状況等により開場時間が変更になる場合があります。

ところ

伝統文化
体験フェスティバル体験フェスティバル

ワクワクするような

プログラムがいっぱい！

入場
無料

Please see the back pagePlease see the back page

1階ステージプログラム 1st floor stage program

12:20～12:50　邦楽

13:05～13:35　日本舞踊

13:50～14:20　狂言

14:35～15:05　民俗芸能

15:20～15:50　貴志田楽
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13:05～13:35　日本舞踊

13:50～14:20　能

14:35～15:05　民謡

15:20～15:50　和太鼓

3/7 土 3/8 日
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Traditional Japanese Culture Festival
Free Entry

Lots of exciting programs !

・子どもから大人まで気軽にご参加いただけます。
・体験講座は、事前予約、材料費が必要なものがあります。

詳しくは中面をご覧ください。
・小学生は保護者同伴でご来場ください。。

外国人の方もふるってご参加ください!
We Welcome foreigners to come too!
欢迎外国朋友们踊跃参加！

ご来場プレゼント Presents for the visitors
協賛企業のご厚意により各日先着600名様に下記から
おひとつプレゼント！

・アサヒ飲料の飲料　 ・伊藤園の飲料
・コープこうべの飲料　 ・山久の飲料　
・UCCの飲料　 ・QBBのベビーチーズ

※商品は無くなり次第、終了いたしますのであらかじめご了承ください。



よろいかぶとを着てみよう
Trying on Japanese armor 武魂盛隆士隊

甲冑と着物を身につけよう。説明を聞きな
がら親子で武将気分を味わいましょう。
●所要時間：1人15分
●定員：各日90名程度（先着順）

3月7日㊏

「民謡民舞少年少女全国大会」に出場
した少年少女の唄声を中心に広げられ
る舞台をお楽しみください。
球麿の六調子・菅笠節・貝殻節・淡海
節・デカンショ節・灘の酒造り祝い唄

民俗芸能〈みんぞくげいのう〉
Folk Performances 兵庫県伝承民俗芸能文化協会

ステージ

三田市貴志地区の御霊神社で秋の例祭
で奉納されている田楽。由来の説明と
実演をします。
「ホーホ踊り」と「かえる跳び踊り」をご
覧ください。

貴志田楽〈きしでんがく〉
Traditional Dance Kishidengaku 貴志田楽保存会

ステージ

「ちはやふる」でも有名な競技かるたを
体験してみませんか？
ルールの説明後、実際にかるた取りを
楽しみましょう。
●時間（各回60分）：①12：15～ ②13：45～
●定員：各回10～15名程度

競技かるた〈きょうぎかるた〉
Competition karuta 篠山かるた会

3月8日㊐

黒田節・播州祇園ばやし・祇園小唄・神
戸みなと音頭・伊勢音頭・デカンショ節
三味線合奏・二胡とギターのコラボもお
楽しみください。

民謡〈みんよう〉
Folk Songs 日本民謡民舞兵庫県連合会

歌舞伎のお化粧を体験してみよう！
役者になった気分を味わってみよう！
●実施時間：14：00～15：30
　（受付開始13：30～）
●定員：20名　●時間：20～30分

歌舞伎のお化粧〈かぶきのおけしょう〉
Kabuki-style face painting 神戸すずらん歌舞伎

当日受付

お問い合わせ・申込み 兵庫県書作家協会
TEL 078-261-9401　FAX  078-261-9455

●おりづるを正しく折ろう。
●おりづるの応用　いろんな動物

おりがみ
Origami おりがみ研究会

当日受付・随時

当日受付・随時

碁のルール説明の後、ミニ碁盤で実戦
体験できます。
碁を打てる方は、指導対局もどうぞ！
●所要時間：90分

囲碁〈いご〉
Go 兵庫県囲碁連盟

当日受付・随時

両日（7日・8日） むかしあそび
Games of the past むかしあそび研究会

昔から伝えられてきた子どもたちの遊
びを体験しよう。
・作ってあそぼう〈紙とんぼ、折り紙ごま〉等
・使ってあそぼう〈あやとり、お手玉〉等
遊んだ道具は持ち帰ってお家でも遊ん
でね！〈お手玉除く〉

当日受付・随時工芸〈こうげい〉
Handicrafts  兵庫県工芸美術作家協会

当日受付

①７日㈯ 漆で描いて本銀を蒔く蒔絵
体験をします。

　材料費：1,500円
②８日㈰　皮を用いてオリジナルの小銭

入れを組み立てます。
　材料費：1,000円
●定員：各日各回15名　幼児以上（9歳未満は保護者同伴）
●時間（各回30分程度）：①13：00～ ②1４：00～

いけばな
Ikebana Flower Arrangement 兵庫県いけばな協会

①は事前予約・②③は当日受付

伝統文化である「いけばな」を楽しく体験します。
体験後のお花は持ち帰り、お家に飾ってみましょう
●時間：（各回40分）
　①12：15～ ②13：30～ ③14：45～
●教材費：500円　●定員：各回20名
●事前予約　１回目のみメールで申し込み（先着順）２月28日(金)まで
　希望日時、参加者名〈18才以下は年齢〉、代表者の住所・電話番号を明記
●当日受付　２回目・３回目
※ハサミが使えないお子様は保護者同伴

お問い合わせ 兵庫県いけばな協会
平日（土・日・祝は除く） 10:00～16:00

TEL 070-5662-9302　E-mail hyogo-ikebana-society@r3.dion.ne.jp

短歌〈たんか〉 

Tanka Poetry  兵庫県歌人クラブ

当日受付

①短歌の歴史、現代の歴史について
②短歌の作り方について
③自分の歌を作ってみよう〈実作と講評〉
●時間（各回70分）
　7日㈯13:30～  8日㈰14:50～
●定員：各日20名

俳句〈はいく〉 

Haiku Poetry  兵庫県俳句協会

当日受付

俳句の作り方を説明。句を作り句会の
楽しさを体験します。
最後に指導者から選評を受けます。
●時間（各回60分）：
　7日㈯14：50～  8日㈰12：10～
●定員：各日20名

川柳〈せんりゅう〉  

Senryu Poetry  兵庫県川柳協会

当日受付

①川柳とは〈俳句との違い〉
②川柳の実作　③講評　④虫くい川柳
●時間（各回60分）：
　7日㈯12：10～  8日㈰13：30～
●定員：各日20名

茶道〈さどう〉
Tea Ceremony 兵庫県茶道協会

事前予約

①7日㈯　瑞穂流（抹茶）
実際にお茶を点てて、客としての作法や、お
茶、お菓子のいただき方を体験しましょう。

②8日㈰（公財）小笠原流煎茶道（煎茶）
お煎茶って何？おいしいお茶やお菓子
を頂いてお煎茶の作法に触れてみま
しょう。

●時間（各回60分）：①12：00～　②13：10～　③14：20～
●定員：各回20名　●9歳未満は保護者同伴
●場所：和風会議室〈楠園亭〉　●材料費：１人500円
●事前予約必要　往復ハガキで申し込み（先着順）２月28日㈮まで
　住所、氏名、年齢〈又は学年〉、性別、連絡先〈電話・FAX・携帯〉、希望

日時を明記。定員になり次第締め切ります。当日返信ハガキを受付にご
提示ください。

お問い合わせ・申込み 兵庫県茶道協会事務局
〒651-0062 神戸市中央区坂口通4-1-20　岡田 隆 方

TEL・FAX  078-242-4751　携帯 090-6372-8601

尺八〈しゃくはち〉
Shakuhachi 神戸三曲協会
吹き方の基本に従い音出しを体験します。
尺八はむずかしくありませんので、お気
軽にどうぞ！
※尺八は用意しています。

当日受付・随時

動物革細工〈どうぶつかわざいく〉
Leather Crafts 一般社団法人 たつの革細工協会

革を使って、かわいい動物を作ろう。
キーホルダーも作れるよ。
●時間：10分
●材料費：1つ350円

当日受付・随時

7日㈯ 手作り中型紙芝居「カンガルーのルーおばさん」
手作り切り絵紙芝居「まゆとりゅう」

8日㈰ 手作り中型紙芝居「うらしまたろう」
手作り切り絵紙芝居「まおちゃんのあたらしいくつ」

●時間：①13：30～ ②15：00～

紙芝居〈かみしばい〉
Slideshow Story Telling おはなし糸車

当日受付

ちぎり絵
Chigiri-e （Torn Paper Art）  兵庫県婦人手工芸協会

当日受付・随時

日本古来の美しい手すき和紙を使って、
花や果物等をちぎり絵で貼りましょう！
色んな和紙の違いや色使いを楽しみな
がら、和紙ならではの作品を仕上げて
いきます。
●定員：各日1回10名程度　2回目以降随時
●材料費：1人500円　●対象者：小学生以上

当日受付

ステージ

座ってのごあいさつから始め、扇の扱
い、所作の説明。
実際に「さくらさくら」の曲に合わせて
お稽古します。
子どもから大人まで楽しめます。

日本舞踊〈にほんぶよう〉
Traditional Japanese Dance 兵庫県舞踊文化協会

当日受付・随時ステージ

箏爪を付けて「さくらさくら」等の簡単
な曲を弾いてみましょう。
●所要時間：5分程度

邦楽〈ほうがく〉
Traditional Japanese Music (Koto)  兵庫県箏絃連盟

ステージ 当日受付・随時

和太鼓の種類の説明から基本動作に
基づくバチの持ち方、構え方、打ち方ま
で分かりやすく指導
●実施時間：8日のみ15：00まで
●定員：1回20名　●時間：25分

和太鼓〈わだいこ〉
Taiko Drums  兵庫県太鼓連盟

8日のみステージ 当日受付・随時

能・狂言〈のう・きょうげん〉
Noh and Kyogen  公益社団法人 能楽協会神戸支部

当日受付・随時

世界遺産！650年続く能の世界。その魅
力にふれてみませんか。
親子で楽しめるプログラムです。
●７日㈯　狂言の型を体験してみよう！
●８日㈰　能楽の楽器を鳴らしてみよう！ 

仕舞の型を体験してみよう！
※９才以下は保護者同伴

ステージ

水墨画〈すいぼくが〉
Ink Painting 「國際現代」水墨画協会 

水墨画の基本を説明した後、墨で描きましょう。
児童は、両親・友だちの顔や花など自由に描き
ましょう。大人は、松や南天を描きましょう。
●持ち物　筆（手本、用紙、墨は用意しています)
●時間（各回80分）：①12：30～ ②14：10～
●定員：各回15名
●事前予約優先　FAX又はメールで申し込み(先着順)３月３日㈫まで

住所、氏名、年齢、性別、連絡先を明記。定員になり次第締め切ります。
　※幼児、小学生は保護者同伴

お問い合わせ・申込み「國際現代」水墨画協会
主催：向山 和子　TEL 090-5059-3159　FAX 078-731-6440

E-mail wako-suiboku@docomo.ne.jp

事前予約・当日受付

①は事前予約・②は当日受付
墨で楽しく絵を描きましょう。
墨や筆の使い方の説明をします。お手本
を参考に、子どもも大人も自由に絵を描
いてみましょう。道具は用意しています。
●時間（各回90分）：①12：10～ ②14：00～
●定員：各回30名
●事前予約　１回目のみハガキまたはメールで申し込み（先着順）３月２日㈪まで
　住所、氏名、年齢、性別、連絡先を明記。定員になり次第締め切ります。

兵庫県水墨画協会

お問い合わせ・申込み 兵庫県水墨画協会事務局
〒651-1212 神戸市北区筑紫が丘5-5-8　井上宣子 方

TEL 090-2595-9934　E-mail nobrin0118-8@mbr.nifty.com

書道〈しょどう〉
Calligraphy 兵庫県書作家協会

事前予約

7日

8日

世界にひとつだけの印を作ってみましょ
う。書作家協会〈篆刻 Tenkoku〉理事
が指導します。
●時間：①12：30～ ②13：50～
●定員：各回20名
●事前予約　FAXで申し込み（先着順）

２月29日(土)まで　住所、氏名、年齢、
性別、連絡先〈電話・FAX・携帯〉を明記

てんこく


