
幼稚園・保育所・小中学校の各教員の皆さまへ                   ２０２２年６月吉日 

エイサー体験希望者さまへ                            「月桃の花」歌舞団  

        20２２年度エイサー講習会のご案内 
学期末を迎える時期になりました。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

出前授業、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

もお役に立てばと思い講習会を行っています。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。 

≪講習会日程≫ 

日程 開始・終了 地域 場所 定員 申込み締め切り 

7／18 (月休) 9：30～12：30  枚方 枚方市牧野生涯学習市

民センター・ホール 

50名程度 

 

定員になり次第 

クーラーあり 

7／21 (木) 

 

12：30～16：00 宝塚 宝塚市立スポーツセン

ター 柔道場 

 

50名程度 定員になり次第 

送風機あり 

シャワーあり 

7／22（金） 13：00～17：00 枚方 枚方市牧野生涯学習市

民センター・ホール 

50名程度 定員になり次第 

クーラーあり 

7／25 (月) 13：30～17：00 

 

宝塚 宝塚市立中央公民館 

ホール 

30名程度 定員になり次第 

クーラーあり 

7／27 (水) 14：30～18：00 宝塚 宝塚市立スポーツセン

ター 柔道場 

 

50名程度 定員になり次第 

送風機あり 

シャワーあり 

7／29 (金) 10：00～13：00 

 

交野 いきいきランド交野（交

野市立総合体育施設） 

サブアリーナ 

50名程度 

 

定員になり次第 

クーラーあり 

シャワーあり 

8／1 (月) 

 

13：30～17：00 宝塚 宝塚市立中央公民館 

ホール 

30名程度 

 

定員になり次第 

クーラーあり 

8／3（水） 15：30～18：30 交野 いきいきランド交野（交

野市立総合体育施設） 

サブアリーナ 

50名程度 

 

定員になり次第 

クーラーあり 

シャワーあり 

8／7 (日) 

 

13：30～17：00 宝塚 宝塚市立中央公民館 

ホール 

30名程度 

 

定員になり次第 

クーラーあり 

8／11 (木休) 13：30～17：00  

 

宝塚 宝塚市立中央公民館 

ホール 

30名程度 

 

定員になり次第 

クーラーあり 

 

 



≪場所の連絡先≫ 

★7月 18日(月休) ・22日（金）「枚方市牧野生涯学習市民センター」 

   大阪府枚方市宇山町４－５      電話０５０－７１０２－３１３７ 

   京阪電車 「牧野」駅より徒歩 8分    

   20台程度の駐車場あり。隣に 50台収容の有料コインパーキングあり。(電車でのお越しが便利です) 

 

★7月 21日（木）、27日(水) 「宝塚市立スポーツセンター 柔道場」  

   宝塚市小浜 1丁目 1-11       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または、末広公園有料駐車場有り 

 

★7月 29日(金)・8月 3日（水）「いきいきランド交野（交野市立総合体育施設）」 

   大阪府交野市向井田 2丁目５－１      電話０７２－８９４－１１８１ 

   ＪＲ学研都市線「河内磐船」駅徒歩 14分   バスの場合交野市駅発「交野高校前」下車徒歩 5 分 

   施設内に大きな無料駐車場あり  (車でのお越しが便利です) 

 

★7月 25日(月)、8月 1日（月）、7 日（日）、11日(木休)「宝塚市立中央公民館(末広公園内)（宝塚市役所前)」  

   宝塚市末広町３－５３       電話０７９７－７３－６６００ 

   阪急今津線「逆瀬川」駅下車、東へ徒歩 12分  阪急バス「宝塚市役所前」バス停すぐ 

   末広公園有料駐車場有り、または、市役所の有料駐車場有り（車でのお越しが便利です） 

 

※7月 21日・25日・27日はスポーツの大会と重なる為、駐車場が込み合う恐れがありますのでご注意ください 

 

《参加費》１回 お一人様 ３０００円 （口座振り込みをお願いします） 

《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、マスクなど。 

★昼食や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) 

     ★板太鼓・サージのレンタルや、出前授業のご案内もします。 

 

《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、変更する場合がありますので、ご

希望の演目がございましたら、申込時にご記入ください。 

★7月 18日(月休)（枚方市牧野生涯学習市民センター 3階ホール） 

※ 1、『踊れティーダ A』（低学年向き）新曲です。踊れティーダは、Aと Bの 2 種類があります。 

交野会場は Aの方の踊りです。（低学年向きです）会場ごとで踊りが違います。 

Bは、中学年以上でダンス付きですが、今回は演舞いたしません。 



 2、『虹』(3～4年生向き)新曲。歌：菅田将暉さん、子どもたちにも希望を与える曲。 

簡単な振り付けの繰り返しで踊りやすく、ポーズが決まる。 

※ 3、『島んちゅぬ宝』（低学年～）大きなフェーシが気持ちいい！    

※ 4、『ミルクムナリ』（４～６年生向き）渋くて決めポーズが多く、達成感ある一曲です！！ 

5、『オジー自慢のオリオンビール』（幼児以上）ノリが良くて、聞きなれているおなじみの曲。 

 

★7月 21日(木) （宝塚市立スポーツセンター 柔道場） 

※ 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、『なんくるないさ』（３～５年生向き）かっこよくて、達成感のある一曲です！！ 

※  3、『シンカヌチャー』（高学年・中学生向き）沖縄音階の爽やかでとってもかっこいい曲です。 

フェーシをたくさん出します。指笛の練習もします。BOOMの曲です。 

4、入退場の工夫について（その他、幼稚園・保育所・低学年の曲も数曲します。） 

 

★7月 22日(金) （枚方市牧野生涯学習市民センター 3階ホール） 

※ 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』（４～６年生向き）渋くて決めポーズが多く、達成感のある一曲です！！ 

※ 3、『ダイナミック琉球』（３～６年生向き）かっこよくて、達成感のある一曲です！！ 

※ 4、『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！！ 

 

★7月 25日(月) （宝塚市立中央公民館  ホール） 

※ 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、『ダイナミック琉球』（３～６年生向き）かっこよくて、達成感ある一曲です！！ 

※ 3、『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！！ 

4、入退場の工夫について（その他、幼稚園・保育所・低学年の曲も数曲します。） 

 

★7月 27日(水) （宝塚市立スポーツセンター 柔道場） 

※ 1、『ダイナミック琉球』（３～６年生向き）かっこよくて、達成感ある一曲です！！ 

※ 2、『シンカヌチャー』（高学年・中学生向き）沖縄音階の爽やかでとってもかっこいい曲です。 

フェーシをたくさん出します。指笛の練習もします。BOOMの曲です。 

※ 3、『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！！ 

4、入退場の工夫について（その他、幼稚園・保育所・低学年の曲も数曲します。） 

 

★7月 29日(金) (いきいきランド交野  サブアリーナ) 

※ 1、『踊れティーダ A』（低学年向き）新曲です。踊れティーダは、Aと Bの 2 種類があります。 

交野会場は Aの方の踊りです。（低学年向きです）会場ごとで踊りが違います。 

Bは、中学年以上でダンス付きですが、今回は演舞いたしません。 

 2、『虹』(3～4年生向き)新曲。歌：菅田将暉さん、子どもたちにも希望を与える曲。 

簡単な振り付けの繰り返しで踊りやすく、ポーズが決まる。 

※ 3、『島んちゅぬ宝』（低学年～）大きなフェーシが気持ちいい！   

※ 4、『ダイナミック琉球』（３～６年生向き）かっこよくて、達成感ある一曲です！！ 

 

★8月 1日(月) （宝塚市立中央公民館  ホール） 



※ 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』（４～６年生向き）渋くて決めポーズが多く、達成感のある一曲です！！ 

※ 3、『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！！ 

4、入退場の工夫について（その他、幼稚園・保育所・低学年の曲も数曲します。） 

 

★8月 3日(水) (いきいきランド交野  サブアリーナ) 

※ 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、『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！！ 

※ 3、『ダイナミック琉球』（３～６年生向き）かっこよくて、達成感ある一曲です！！ 

  4、『帰る場所』あなたにとって大切な場所とは？と問いかけているような曲。大きな振りで、のびの

び踊れ、ポーズが決まる。 

  

★8月 7日(日) （宝塚市立中央公民館  ホール） 

※ 1、『ダイナミック琉球』（３～６年生向き）かっこよくて、達成感ある一曲です！！ 

※  2、『島んちゅぬ宝』（低学年～）大きなフェーシが気持ちいい！   

※ 3、『ミルクムナリ』（４～６年生向き）渋くて決めポーズが多く、達成感のある一曲です！！ 

   4、入退場の工夫について（その他、幼稚園・保育所・低学年の曲も数曲します。） 

 

★8月 11日(木休)（宝塚市立中央公民館  ホール） 

※ 1、『ダイナミック琉球』（３～６年生向き）かっこよくて、達成感ある一曲です！！ 

※ 2、『シンカヌチャー』（高学年・中学生向き）沖縄音階の爽やかでとってもかっこいい曲です。 

フェーシをたくさん出します。指笛の練習もします。BOOMの曲です。 

※ 3、『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！！ 

4、入退場の工夫について（その他、幼稚園・保育所・低学年の曲も数曲します。） 

≪お申し込み先≫ 
 以下のアドレスにメールでお申し込みください。 また、講習料は、講習日の３日前までに振り

込みをお願いします。お振込みをもって、申し込み完了といたします。 

    Email;   info@gkabudan.jp    
「月桃の花」歌舞団ホームページを開けていただき、「エイサー講習会」をクリックしていただくと、

要項が出ます。その中の申し込み書にご記入の上、添付していただいても結構ですし、ご記入内

容をメールでお知らせ頂いても結構です。（振り込みが間に合わなかった方や、メールでのお申し

込みができなかった方などは、ご相談ください。） 

尚、講習料は、当日欠席されても返金はできませんので、ご了承ください。 

【お問い合わせ先】 

    枚方・交野会場  TEL  ０９０－７４９０－８９８９ 

 (本田携帯・当日連絡先) 

     宝塚会場  ＴＥＬ  ０９０－２０６０－６５１２  

（清谷携帯・当日連絡先） 

 



 

 「月桃の花」歌舞団事務所 

０６－６８８５－８４７５（歌舞団事務所）(夜間のみ) 

（振込先）郵便振替 

００９８０－４－１６８９４０ 

「月桃の花」歌舞団 

   

ワンポイントアドバイス 

※書き上げた演目以外の曲もご案内する場合がありますが、あらかじめ、演目の曲を選んできていた

だけると、焦点が絞れてよいと思います！！ 

  
エイサー講習会申込書  申し込み日      月    日 

担当学年 

お名前（フルネーム） 

〇年生担当 または 〇歳児担当 

お名前（参加者全員のフルネームをお願いします） 

 

 

 

 

ご自宅住所 

〒      

TEL： 

Ｅ－mail 

勤務先ご住所 

学校名 

〒 

TEL： 

ＦＡＸ： 

ご希望日 

ご希望日を○で 

 囲んでください。 

（複数日参加可） 

7 月 18 日（月休）枚方会場  7 月 21 日（木）宝塚会場 

7 月 22 日(金)  枚方会場  ７月 25 日（月） 宝塚会場   

７月 27 日（水）宝塚会場   ７月 29 日（金） 交野会場   

８月 1 日（月）宝塚会場   8 月 3 日（水）  交野会場 

８月  7 日（日） 宝塚会場  8 月 11 日（木休）宝塚会場 

 

希望演目 

 

 

 

講習料お振込み日 2022 年   月   日 （  ） 

 

 


