
（別紙）

実施日 分 野
主 な 講 師
（所属等）

実施校 行政区 対 象 人数 コマ数

1 7月21日 華道
井田 益甫　他

（東福寺未生流／京都いけばな協会）
久世児童館 南 1～6年生 50 1

2 7月30日
茶道

（抹茶）
米澤 宗昭　他
（裏千家）

大枝児童館 西京 1～5年生 80 2

3 8月23日 現代美術
ベリー マキコ　他

（藝文京展優秀賞受賞者）
向島南児童館 伏見 1～6年生 130 2

4 8月27日
演劇

（テクニカル）
竹内 良亮　他

（京都舞台芸術協会）
大宅中学校 山科 3年生 110 2

5 9月3日 香道
山田 洋平　他

（山田松香木店）
砂川小学校 伏見 6年生 77 2

6 9月5日
茶道

（抹茶）
米澤 宗昭　他
（裏千家）

北総合支援学校 上京 3年生 18 1

7 9月6日 華道
中野 恭心　他

（華道本能寺／京都いけな協会）
石田小学校 伏見 5,6年生 42 2

8 9月6日 狂言
茂山 千五郎・島田 洋海・山下 守之

（茂山狂言会）
葵小学校 左京 6年生 76 2

9
9月12,13日
（2日間）

華道
北尾 登志甫　他

（未生流／京都いけばな協会）
松尾小学校 西京 6年生 123 4

10 9月26日
茶道

（抹茶）
米澤 宗昭　他
（裏千家）

東桂坂保育園 西京 4,5歳児 40 1

11 9月27日 落語
桂 二乗・桂 二葉・豊田 久美子

（（公社）上方落語協会）
鏡山小学校 山科 6年生 80 2

12 9月28日 ｺﾝﾃﾝﾎﾟﾗﾘｰﾀﾞﾝｽ
隅地 茉歩・阿比留 修一
（セレノグラフィカ）

西総合支援学校 西京 4～6年生 34 2

13 10月3日
能楽

（囃子方）
左鴻 泰弘・林 大輝・井林 久登・前川 光範

（（公社）能楽協会京都支部）
新町小学校 上京 6年生 68 2

14 10月10日 狂言
茂山 千五郎・井口 竜也・山下 守之

（茂山狂言会）
七条小学校 下京 6年生 79 2

15 10月11日
洋舞

（バレエ）
原 美香　他

（原美香ﾊﾞﾚｴｽﾀｼﾞｵ／全京都洋舞協議会）
妙林苑 北 5歳児 26 1

16 10月16日
能楽

（囃子方）
杉 信太朗・林 大和・渡部 諭・井上 敬介

（（公社）能楽協会京都支部）
翔鸞小学校 上京 6年生 30 1

17 10月17日
能楽

（ワキ方）
有松 遼一・林 大和・渡部 諭
（（公社）能楽協会京都支部）

宇多野小学校 右京 6年生 72 2

18 10月17日 邦舞
藤間 勘祐悟・藤間 勘寿和

（藤和会）
朱雀第六小学校 中京 3,6年生 55 2

19 10月18日
茶道

（抹茶）
米澤 宗昭　他
（裏千家）

梅津中学校 右京 1～3年生 7 1

20 10月18日 短歌
江坂 美和子・田中 成彦・畑谷 隆子

（（公財）京都市芸術文化協会　短歌分野会員）
大藪小学校 南 6年生 53 2

21 10月24日
邦楽

（長唄）
杵屋 浩基・今藤 敏之

（杵勝会）
安朱小学校 山科 6年生 41 2

22 10月29日 華道
今井 理榮、佐々木理泉

（古流松藤会／京都いけばな協会）
修学院第二小学校 左京 4年生 76 3

23 10月29日
洋舞

（モダンダンス）
石原　完二・清水 彩花・豊澤 由紀子

（石原ﾓﾀﾞﾝﾊﾞﾚｴｽﾀｼﾞｵ／全京都洋舞協議会）
太秦小学校 右京 6年生 144 2

24 10月30日
邦楽

（箏）
大木 冨志・粟田 彰輝・梶田 和栄

（（一社）京都當道会）
池田東小学校 伏見 4年生 39 2
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主 な 講 師
（所属等）

実施校 行政区 対 象 人数 コマ数

25 11月5日 狂言
茂山 千五郎・井口 竜也・鈴木 実

（茂山狂言会）
小栗栖宮山小学校 伏見 6年生 43 2

26 11月7日 現代美術
人長 果月　他

(京都市芸術新人賞受賞者)
第三錦林小学校 左京 6年生 36 1

27 11月14日 書道
白井　進　他

(公財)京都市芸術文化協会　書道分野会員
養正小学校 左京 4～6年生 84 2

28 11月15日
邦楽

（箏）
大木　冨志　他

（（一社）京都當道会）
鳳徳小学校 北 5年生 42 2

29 11月21日 マンガ
松井 仁美・鈴木 翠

（京都精華大学・京都国際ﾏﾝｶﾞﾐｭｰｼﾞｱﾑ）
大原野小学校 西京 6年生 37 1

30 11月27日
演劇

（身体表現）
松岡　咲子　他

（京都舞台芸術協会）
二条城北小学校 上京 5年生 72 2

31 11月29日 陶芸
谷口 良孝　他

（清水焼団地協同組合）
花園小学校 右京 6年生 40 2

32 11月28日
邦楽

（常磐津）
常磐津 都㐂蔵・常磐津 都史 南大内小学校 南 5,6年生 44 2

33 11月30日 声楽 上野　洋子　他 大枝小学校 西京 5年生 55 2

34 12月5日
能楽

（シテ方）
深野 貴彦・松野 浩行・鷲尾 世志子

（（公社）能楽協会京都支部）
梅ノ宮保育園 右京 5歳児 44 1

35 12月5日 書道
白井　進　他

(公財)京都市芸術文化協会　書道分野会員
百々小学校 山科 5年生 108 3

36 12月7日 落語
桂 花團治

（（公社）上方落語協会）
音羽小学校 山科 5,6年生 92 2

37 12月11日 落語
桂 二乗・桂 二葉・豊田 久美子

（（公社）上方落語協会）
藤ノ森小学校 伏見 6年生 106 2

38 12月19日
能楽

（シテ方）
宮本 茂樹　他

（（公社）能楽協会京都支部）
朱雀第三小学校 中京 6年生 58 2

39 12月18日 ｺﾝﾃﾝﾎﾟﾗﾘｰﾀﾞﾝｽ きたまり 楽只小学校 北 1～6年生 33 1

40 12月19日 狂言
茂山 忠三郎　他
（茂山忠三郎家）

樫原中学校 西京 2年生 170 2

41 12月20日 邦舞
藤間 麗喜

（麗喜の会）
はなぶさ保育園 伏見 5歳児 36 1

42 1月16日
茶道

（抹茶）
米澤 宗昭　他
（裏千家）

嵐山東小学校 西京 5年生 50 2

43 1月28日
邦楽

（長唄）
杵屋 浩基　今藤 敏之

（杵勝会）
梅津北小学校 右京 6年生 57 2

44 2月12日 邦舞
井上 安寿子・井上 葉子

（みやび会）
琴音 つばさ保育園 南 5歳児 25 1

45 2月12日 華道
平尾 貴峰

（峰風遠洲流／京都いけばな協会）
京都国際フランス学

園 下京 小学6年～中学生 10 1

46 2月13日
能楽

（シテ方）
宇髙 徳成・山田 伊純・惣明 貞助
（（公社）能楽協会京都支部）

メグミ幼児園 左京 4,5歳児 24 1

47 2月13日 華道
中村 展山・中村凜翠　他

（小松流／京都いけばな協会）
北野保育園 上京 5歳児 27 1

48 2月25日
能楽

（囃子方）
杉 信太朗・林 大輝・井林 久登・井上 敬介

（（公社）能楽協会京都支部）
山階小学校 山科 5,6年生 60 2

49 2月27日 邦舞
藤間 勘吾

（宗家藤間流吾扇会）
聚楽保育所 中京 5歳児 24 1

50 3月4日
茶道

（煎茶）
野口 久楽　他
（小川流煎茶）

西京高校付属中学校 中京 2年生 119 3

3,046 89
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