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　文化庁委嘱事業㈶伝統文化活性化国民
協会の委嘱を受け、ゆかたの着装とマナー
教室（3年目）を開催します。日本の民族衣
装であるきものの初歩としてゆかたを着
ていただき、夏祭りなどに友達とお出掛
けできるよう、次の日程で開催します。
多くの皆さまの参加をお待ちしています。

いの町装道和装礼法こども教室ご案内 ※申込者には、後日詳しい内容連絡をします。

ゆかたを
着てみませんか

内　　　容　ゆかたの着装と帯結びが一人でできるようになります。日本の伝
統的な行事や礼法（マナー）の勉強。

日　　　時　7月18日（土）～ 8月15日（土）　10：00～ 12：00　13回
　　　　　　【7月】18（土）、21（火）、23（木）、25（土）、28（火）、30（木）
　　　　　　【8月】1（土）、4（火）、6（木）、8（土）、11（火）、13（木）、15（土）
定　　　員　15名
対　　　象　小学2年生～中学3年生〔男・女を問いません〕
申 込 方 法　代表者宅へ直接電話をしてください。〔17時以降〕
　　　　　　〔受付内容：住所・氏名・学年・電話番号〕
申 込 期 間　7月6日（月）～ 7月10日（金）
開 催 場 所　伊野公民館
必要なもの　ゆかた、腰ひも、半巾帯（お持ちでない方は準備します。）
問い合わせ　いの町装道和装礼法こども教室実行委員会
　　　　　　代表者　宮脇　忠子 　・　 893－1602
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