
⼤大阪⽇日⽶米協会 Japan-America Society of Osaka 

  在住外国⼈人のみなさんを対象。お好きな⽂文化を体験できます。
  An experience specially organized for visitors of Japan. 
  Choose from 8 forms of Japanese culture. 

12min

10min

10min

華道(Flower Arrangement) 着付(Kimono Dressing) 書道(Calligraphy) 
京⼩小物(Kyoto-style Accessory) 折紙(Origami) 茶道(Tea Ceremony) 
⽇日舞(Traditional Japanese Dance) 殺陣(Samurai Sword Fighting) 

Japanese Culture Workshop Day �

日本文化まるごと体験�

Oct. 27 (Sun) 
10:00-17:00 
大阪国際交流センター 
２F（さくら西） 
Osaka International House  
Foundation 2F Sakura West 

日時	

場所	

Free of Charge 参加費	

「名前」「TEL」「国籍」を記入し、 
Email にて申込みください。 
Email your name, phone number,  
and nationality to  
jaso@kokuyo.com to register. 

申込方法	

8つの文化を体験できます。 ENGLISH OK 

に　 ほん   ぶん   か� たい　けん�

さいじゅうがいこくじん たいしょう す ぶんか たいけん 

ぶん　か たい　けん 

か　どう き　つけ しょ　どう 

きょう こもの さどう 

にち　ぶ た　て 

おおさか　こくさい　こうりゅう 

なまえ こくせき きにゅう 

もうしこ 

にちじ 

ばしょ 

さんかひ 

もうしこみ 

Register	  by	  Oct	  1st	  to	  receive	  	  
a	  special	  gi3	  at	  the	  event	  recep6on.	  	

無料 
むりょう 

おりがみ 



華道 Flower	  Arrangement	 書道	  Calligraphy	

京小物	  Kyoto-‐style	  Accessory	  	  	 折紙	  Origami	

茶道	  Tea	  Ceremony	 着付	  Kimono	  Dressing	

日舞	  Tradi6onal	  Japanese	  Dance	 殺陣	  Samurai	  Sword	  Figh6ng	

美しい小物入れを自分で作れます。 
Make your own Kyoto-style accessory  
case covered with kimono cloth on this 
occasion. 

動物や鳥など色々なモノの作り方 
など学べます。Make birds, animals, and 
more out of origami. 

作法を重んじる伝統的なお茶の世界を 
気楽に体験できます。（菓子付） 
Experience the  
sophisticated world  
of the traditional  
Japanese tea  
ceremony  
(includes confections). 

きれいな日本の着物を着る体験ができます。 
Try on beautiful 
Japanese  
Kimonos. 
 

優雅な日本の踊りの基本を学べます。 
Learn the basics of elegant traditional 
Japanese dance. 
 

侍の刀での戦いを演じます。プロの 
指導者から「斬り方」「斬られ方」を 
学べます。 Act out  
fighting scenes 
with a samurai 
sword. Learn  
how to “kill”  
and “be killed”. 
from professional  
teachers. 

日本の生け花の形を学びながら、 
お花と会話しましょう。Learn to communicate  
with flowers through different traditional  
Japanese forms of flower arrangement. 
 
 

漢字の書き方、筆の使い方の基本を 
学べます。Learn basic ways to write  
KANJI by using brushes and ink. 

Bring 
back	

ゆうが おど きほん さむらい たたか えん 

しどうしゃ き かた かた き 

さほう 

にほん まな 

おも でんとうてき ちゃ せかい 

きらく たいけん 

まな 

にほん きもの き たいけん 

にちぶ た　て 

きつけ さどう 

おりがみ 

うつく じぶん つく どうぶつ とり いろいろ つく かた 

まな 

にほん い はな かたち まな 

はな かいわ 

かんじ か かた ふで つか かた きほん 

まな 

きほん 

かどう しょどう Bring 
back	

Bring 
back	

Bring 
back	

きょう　こもの 

かしつき 

かたな 

こもの い 


