幼稚園・保育所・小中学校の各教員の皆さま

２０１５年６月吉日

エイサー体験希望者さま

「月桃の花」歌舞団

2 0 1 5 年度エイサー講習会のご案内
水泳指導が始まる季節になりました。教員の皆さんは毎日お忙しい日々をお過ごしのことと思います。 さて
私たち、「月桃の花」歌舞団は、沖縄の「命どぅ宝」の心を世界に広げるため、ミュージカルや歌舞団まつり、
学校公演、ボランティア活動などあらゆるところでエイサーを踊っています。またそれに加えて、教職員の皆様
からのご要望もあり、2008 年から毎年、夏休み期間中に運動会の団体演技や皆さまの健康・体力づくりに少しで
もお役に立てばいいなと思い、2012 年は 6 月にも講習会を行いました。今年も 2 学期からの運動会や総合学習演
技の一助となりますよう、夏休みは次のような日程で開催することにしました。当日は運動会などで豊富な指導
経験を持つ団員が指導いたします。皆さまのご参加を心よりお待ちしています。なお、十三会場（私たちの稽古
場であるスタジオです）は定員が限られていますので、お早めにお申し込みください。

≪講習会日程≫
日程

開始・終了

地域

場所

定員

申込み締め切り

7/20 (月・祝)

13 時 30 分～

宝塚

宝 塚市立 スポーツ セン

50 名程度

定員になり次第

50 名程度

定員になり次第

50 名程度

定員になり次第

50 名程度

定員になり次第

18 時
7/24 (金)

ター柔道場

12 時 30 分～

交野

交野ゆうゆうセンター

17 時
7/28 (火)

多目的ホール

13 時 30 分～

宝塚

宝 塚市立 スポーツ セン

18 時
7/29 (水)

ター剣道場

12 時 30 分～

交野

交 野ゆう ゆうセン ター

17 時
8/8
8/23

(土)
(日)

多目的ホール

10 時～16 時

大阪

十三スタジオ

15 名

定員になり次第

10 時～16 時

大阪

十三スタジオ

15 名

定員になり次第

≪場所の連絡先≫
★7 月 20 日(月・祝）・28 日（火）
「宝塚市立スポーツセンター」

20 日(柔道場)

宝塚市小浜 1 丁目 1-11

28 日(火)剣道場

電話０７９７－８７－５９１１

阪急今津線「逆瀬川」駅下車徒歩 15 分

宝塚市役所川向かい

スポーツセンターまたは、市役所の有料駐車場有り
★7 月 24 日(金) 、29 日(水)

「交野ゆうゆうセンター」

大阪府交野市天野が原町 5-5-1

多目的ホール

電話０７２－８９３－６４００

ＪＲ学研都市線「河内磐船」駅徒歩 2 分

京阪交野線「河内森」駅から徒歩 6 分

ゆうゆうセンターの駐車場有り
★8 月 8 日(土)・23 日(日)

歌舞団十三スタジオ

大阪市淀川区木川西 3-4-20 2 階 5 号

電話０６－６８８５－８４７５

阪急京都線「十三」駅から徒歩１５分

JR「新大阪」駅・阪急「西中島南方」駅・地下鉄御堂筋線

「南方」駅から徒歩２０分

北医療生協「十三病院」隣り

駐車場は先着 2～３台のみ有り

人数制限あり

十三中学校付近

《参加費》

１回

お一人様

２０００円

《持ち物・服装など注意事項》
★動きやすい服装、汗拭きタオル、お茶（たっぷり）、体育館シューズなど
★昼をはさむ場合は、昼食・軽食も必要に応じてお持ちください。
★ばち、太鼓はこちらで用意します。
★ビデオカメラの持ち込み、および各演技のビデオ撮影はご遠慮ください。
下記の※印の演目はＤＶＤ（別売）を用意しています。(希望者)

《曲目（予定）》
演目は、あくまでも予定です。参加者のご希望により、演目も変更可能の場合がありますので、
ご希望の演目がございましたら、申し込み時にご記入ください。
７月 24 日（金）
、7 月 29 日（水）
※ １、ダイナミック琉球（３～６年向き）かっこよくて、達成感ある一曲です！！
2、島んちゅぬ宝（中学年・高学年向き） 毎年ご要望が出ている曲です。
3、島唄（中学年・高学年・中学生向き）

平和教育の一環で！一番人気の演目です。

4、入退場の工夫について
（その他、相談にのります。）
7 月 20 日（月･休）
・28 日(火)
14 時～15 時 30 分ごろ
(演目が多いので目安で分けていますが、事前希望によって変更することもあります。ご了承ください。)
※ １、島唄（中学年・高学年・中学生向き）

平和教育の一環で！一番人気の演目です。

※ ２、ミルクムナリ（中学年・高学年向き）

踊りも曲も渋い！と評判です。

※ ３、、走れサンダー（幼稚園・保育所・低学年向き）
沖縄戦を描いたアニメ「かんからさんしん」の挿入曲。平和教育の一環で！奥の深い曲です。
※ ４、花風歌（幼稚園・保育所・低学年向き）とてもかわいい曲です。１０分で覚えられます。
15 時 30 分～18 時ごろ
※ ５、時を越え（中学年・高学年・中学生向き）

ＨＹのヒット曲。平和教育の一環で！！

人気です！！
※ ６、なんくるないさ（中学年・高学年向き）
。明るく元気な曲です。躍動的で人気です。
※ ７、島んちゅぬ宝（中学年・高学年向き） 毎年ご要望が出ていた曲です。
８、民謡曲・・・沖縄の定番「豊年音頭」
「唐船どーい」など中学校での総合学習でよく使っているお
すすめの曲をいくつかご紹介します。
９、入退場の工夫について
８月８日(土)・・・保育所・幼稚園・小学校低学年向きの曲を集めました
※１、走れサンダー（幼稚園・保育所・低学年向き）
沖縄戦を描いたアニメ「かんからさんしん」の挿入曲。平和教育の一環で！奥の深い曲です。
※２、花風歌（幼稚園・保育所・低学年向き）１０分で覚えられます。

※３、おじい自慢のオリオンビール(幼稚園・保育所・低学年向き)誰もが知っている、乗りのいい曲です。
※４、ありがとう（幼稚園・保育所・低学年向き）かわいい曲です。
５、入退場の工夫について
６、どうしてもこの日にしか来れないという小中学校の先生方の希望の曲をします。
また、会場は少し暑くて狭い場所ですが、歌舞団の心を込めて作った歌舞団ランチ（５００円）
もご用意していますので、ぜひご利用ください。
８月 23 日（日）
・・・上記の演目
出来るだけ、ご希望の曲を行います。またリピーターさんも歓迎いたします。今年度のリピーターさん
については、受講料を半額にいたします。夏休み中練習してもわかりにくかったところを、徹底的に練習したい
という方に最適です。また、会場は少し暑くて狭い場所ですが、歌舞団の心を込めて作った歌舞団ランチ
（５００円）もご用意していますので、ぜひご利用ください。

★運動会に必要な太鼓は、私たちが改良を重ねて、団員手作り板太鼓を作成しました。一昨年も１
５０枚今年も２００枚程度追加いたしました。現在５５０枚程度保有しています。
レンタル料 一週間程度一人分（板太鼓とバチのセット）２００円です。
二週間３００円、それ以上の期間につきましては、ご相談下さい。
★また、サージ（頭に巻く布）については、２３０枚程度保有しています。
レンタル料
一週間程度一人分（サージ１枚）２００円です。
★大太鼓は、業者の作った本物の太鼓です。数台保有しています。
レンタル料
一週間程度１台（太鼓とバチのセット）
２０００円です。
★パーランクーは、業者が作った本物の太鼓です。数台保有しています。
レンタル料
一週間程度１台（太鼓とバチのセット）
３００円です。
運動会で必要でしたら、お早めにお申し出ください。毎年、多くの方々にご利用いただいています
が、日程が重なった場合、又貸しをすることもありますがご了承ください。また、受け渡しの関係
で、きっちりと一週間とならないこともありますので、ご了承ください。
運動会はどうしても時期が重なります。皆さまのご理解・ご協力をおねがいします。その他、指導
についてのご相談やお問い合わせも承ります。また、日にちによっては、学校に直接出向いてご指
導する出前授業も行います。お気軽にご連絡ください。
エイサーをとおして、素晴らしい平和学習が展開できますよう、団員一同お祈り申し上げます。
≪申し込み先≫

M ail
い。）

gkabudan-info@m-shonan.jp（できるだけメールでお申し込みくださ
※会場によって、申し込み先が違います。ご注意ください！！

★宝塚・
十三スタジオ会場 ＦＡＸ ０７９７－７４－４３９８ (講習会担当 清谷)
T EL

０９０－２０６０－６５１２ (夜間のみ)（当日連絡先）

★交野会場 ＦＡＸ ０７２－８６６－０１１９(講習会担当 本田)
T EL

０９０－７４９０－８９８９ (夜間のみ)（当日連絡先）

なお、お申込みに際しては下記申し込み書にご記入の上、お送りください。

エイサー講習会申込書
申し込み日

年

月

お名前
（担当学年）
参加者全員のお名前
をお願いします
年生

または

歳児

〒

ご自宅住所

TEL：
Ｅ－mail
お名前
学校名
〒

勤務先ご住所

TEL：
ＦＡＸ：

希望日
ご希望日を○で
囲んでください。

７月２０日（月・祝）

７月２４日（金）

７月２８日（火）

７月 2９日（水）

８月 8 日（土）

８月２３日（日）

希望演目
お問い合わせ 「月桃の花」歌舞団事務所
℡ ０９０－２０６０－６５１２（清谷）
０６－６８８５－８４７５ (夜間のみ)
E-mail gkabudan-info@m-shonan.jp

日

