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Shinjuku
City Workshop

Experiences of Japanese Traditional Culture

Mon.19th November  11：00 - 16：00
Shinjuku Station West Concourse Event Space

This workshop offers programs for foreign tourists so that they can experience 
various aspects of traditional Japanese culture in a casual atmosphere. 
Please come join the fun!
Note:  Please come to the reception area before you participate in the 
program.Please note that the program is subject to change.
※プログラム参加前に会場受付までお越しください。英語解説付き
※プログラムの時間帯が変更になる場合もございますので、予めご了承ください。
※日本人もご参加いただけます。

和を伝えるプログラム

外国人観光客等に華道、染色の体験を通じて
「和の文化」を楽しんでもらうプログラムです。
※内容に変更がある場合がございます。予めご了承ください。

日時：１１月１９日（月）11:00 ～ 16:00
会場：新宿駅西口イベントスペース（新宿区西新宿１）
料金：無料
各体験プログラム：100名程度（先着順）

Shinjuku City Culture,Tourism and Industry Department,
Culture and Tourism Division 1-5-1 Kabukicho Shinjuku-ku, Tokyo 160-8484
TEL.03-5273-4069 / FAX.03-3209-1500（Available in Japanese only)

問合せ：新宿区文化観光産業部文化観光課　℡ 03-5273-4069( 日本語対応のみ )

新宿区ホームページ
「和を伝えるプログラム」

新宿フィールドミュージアム
Facebook

新宿区の文化芸術イベントの情報を発信中！
We are transmitting the information about 
the cultural and art events in Shinjuku city!

Fabric
Dyeing
［染色体験］

Ikebana
Flower Arrangement

［華道体験］
Music

Concert
［コンサート］

On a first-come, first-served basis Free program

Shinjuku city Workshop Search



日本の伝統文化である生け花にふれてみませんか。生け花は、季節の草木や花などの植物を器に飾る
日本の伝統的芸術の一つです。生け花の歴史と基本的な型についての講義の後、参加者に生け花を体
験して頂きます。初めての方にも優しくわかりやすく説明します。

Would you like to learn about Ikebana, the art of f lower arrangement,which is a 
key facet of traditional Japanese culture? Ikebana, the art of flower arrangement, 
is a traditional Japanese art in which plants such as seasonal greenery and flowers 
are arranged in a traditional vase. After you hear a presentation on the history and 
basic forms of Ikebana, you can try creating your own Ikebana. The method will be 
explained in a manner that even beginners can understand.

Music Concert
［コンサート］出演■雅楽道友会

Ikebana Flower Arrangement Experience
［華道体験］華道家元池坊　中村正和

新宿は染物のまちでもあります。絞り染めは日本を代表する着物の染め方です。ハンカチに色をつけて、
あなただけのオリジナルの美しい模様を作りましょう！作品は持ち帰ることができます。

Shinjuku is a town known for fabric dyeing. Tie-dyeing is a typical Japanese method 
of dyeing Kimonos. Why not dye a handkerchief and create your own beautiful and 
original design? You can take home what you create.

Fabric Dyeing Experience
［染色体験］新宿区染色協議会

新宿区文化観光産業部文化観光課
〒160-8484 東京都新宿区歌舞伎町1-5-1
TEL.03-5273-4069　FAX.03-3209-1500

新宿区和を伝えるプログラム 検索

主催：新宿区　制作：公益社団法人日本芸能実演家団体協議会

Next Programs　今後の開催予定

Date Place

Feb.5th-6th 2019(Tue-Wed) Shinjuku Prince Hotel

Please note that the program is subject to change. ※内容は予告なく変更になる場合があります。

雅楽は長く宮中を中心に伝承されている音楽と舞などの総称です。
笙、篳篥、龍笛、琵琶、筝による管弦のほか、舞楽「陵王」もお楽しみいただけます。

華道体験（Experience)　時間内随時
① 11：00 〜 13：00　② 14：00 〜 16：00

Gagaku is a general term for music and dance that has been handed down mainly for a 
long time in the center of the Court.
In addition to Wind and string instruments of Sho, Hichiriki, Ryuteki, Biwa and So, 
you can also enjoy Bugaku "Ryouou".

楽器演奏（Concert)15min　1回約 15 分
① 11:00-11:15　② 12:15-12:30　③ 14:00-14:15　④ 15:15-15:30
※①④は管弦、②③舞楽
※①④ Kangen (Instrumental)、②③ Bugaku (dances and music)

楽器体験（Experience)30min　1 回約 30 分
① 11:15-11:45　② 12:30-13:00　③ 14:15-14:45

Shinjuku
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Experiences of Japanese Traditional Culture


