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まHPをこ覧くださいc http:〃 rakusyokurakumachi.seesaa.net/
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時繭/16100～ 18:00輌要時間:約 2時間)場繭/八町茶屋

参機費 ′2.500円

:2.nftに感じる旧家のお献立とじないまち歴史散歩
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略聞′′10:45～ 18:30(Pl護時間 :約3時間)

場所′1日圏中家住宅 集合 参鐵賣′′2,400円 優 食付 )

4.本くま館で楽しむ木材ワークショップ
‖/3o O~~閥輔峯

=革
凛肇議議機鰊

時閣 /● 10,00～ 12:00011100～ ]3100(約 2時間)場覇′/本くま館

参鐵豊/1組毎1.200円 (材料費+軽食代含む)

5,晨とまちの2回シリーズ:嬉地区の大根収穫と奪内町の漬け物体験
第1回 :自然震法の大根収穫と食育のお話 雨天1贋延予備日:Hパ 1(日 ))

11/4(日
)橿織温藪壕番磯

ま事I=II番 目困目僣黎目 鍾卜爾 講 鵞磯蟷

時間 /13:00～ 15,00(所要時間 :約 2時間)場 爾 /富爾林 嬉地区

参鰺費 /1.000門 (大根又 Iよ 野菜セット付き)

第1回 :自然農法の欄ylJり 体験 雨天順延予備日:10/21(日 ))

Ю/20仕)趙躍。爾覇 糠 摯 翻躍 霊靱
時間′/13:00～ 16100(所要時間:約3時間)蟻轟/富圏林・嬉地区

参加費′′1,000円 (農産物セット付き)
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71驚歌
2309400～雄3∝約2時開

:   第2回 :寺内町の知恵袋 :《たくあんづくりと発酵食品》

:2/2(BI Mは鋭 凩 罐
攀

燿 議醸 l圏目 目 霊
贔隧 咸 巡 慮 鰈

:暗闇/11100～ 12:30(所 要時間 :約 1時間半)場 麗′/本くま館 参輔鸞 /1,000円

I(軽食と野菜セット付き)※大人1名参力繁こつき、お子様は200円で参加可能

第2回 :食育露攘と自然農法の新米ご飯ランチ

■/25o M=鰺 爾
彗 華 i饉

轟議濾 蝠 鰺 詰
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罐綺′′]1100～ 13:00(所要S寺間:約 2時間)場麗′本くま館

参bll費ノ/1500円 (新米ランチ付き)

110なJ彎つくるナチュラJレクリスマスリースくぶぶれBUPLE>

111/231el・ 241■ )・ 25(日 )時議′′13:30～ 15130(約 23寺問)

1             参311費 /4.500円 定震 /各8名

11.手作リキャンド蜘 ワークシ議ップく23番地.>

11/4(日
)・ 24(⇒ 難闘′′́13:30～ 16100(約 2時間半)講鰤/maru● ot

筵員
′
6名 参鑢議/3,500円 (お茶 お菓子付き) J眸

1餞.機甕瞑5アナ画グカメラ奄楽しもう !く23番地.>
11/10o 時饉/10100～ 12130(約2時間半)議籐/フジイカメラ 竃員′/8名

参鱚費′/3.800円 (カメラ持参)4,500円 (カメラレンタル)

6.農とまちの2回シリーズ1嬉地区の大根収穫と寺内町の漬け物体験

8.農とまちの2回シリーズ:嬉地区の稲刈り収穫と寺内町の食育講座

13.家欲 に騨ぶmyストラップづくりく家具製作懸nOgu>
11/23(o時間/0‖ :00～ ]2100013:80～ 14:30(約30分～1時間)

参bll覺/1,000FEl 筵員//各4名

145代続くおふとん鷺さん驚攣ぶミ轟クッシ轟ンづくり
く中林寝装店>

11/4(日 )時間 /13:30～ 15:OCl(約 1露寺聞～ 1時間半)参 議襲費/1,200円
竃震 ′6名

115.町握菫間で楽しむ天然番水つくり

1  く整体アIIlマのヤングハート>
111/4(日 )・ 10仕)時間 /10,00～ 12:00(約 2時間)詭 費 /3.000岡
.        

意員 /5名
1電 __… ____. ^^´  
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17餞順醸家磯 し銹 ィブ レ…スく寺郷 I Ciassico>
11/171■

)・ 18(日)時間′/13100～ 15100(約 2時間)参額費//1,600円 (お茶付き)

講師′アトリエクララ 蔵本美恵予 定震/3名

19くすのきの購で、べんがら釉 く蔵ギヤラリーくすのき>胚三臣医回
l1/23o・24o3毬 ll認識::ξ梶露:洸

´
痣祗鰹鯉キ♂亦も謄不

Tシャツ■ ,500円 /′ 人

電電潟聰 三鳳― 聰 <八町茶屋>
地元にも減多に出回らなしヽ最高級の海老芋。あつさりとしたシンプルな昧つけで素

材の味を感じて。ぜひお蕎麦と一緒ltお召し上がつください。名物の赤ねこ餅も人

気。 11100～ 18:00(定 体 月)TEL10721 25 0011

地 域 イ ベ ン トの ご 案 内 (ぉ申込み、お問合せは各店舗・団体へ)

古民家でイタリアのアートラベルワインを楽しむ会
ll月 3日 (土)18:oO～  [会場l寺内町Clas,iCO[参加費〕3,800円
お申込先、お問合わせは寺内町Classicoま でお名前、ご連絡先、人数をFAXにてお送り
ください。折リー返し、ご連絡いたします。(TEvttX:0721241454)
詳細はhttp://● lasSiCo net                                      l

てくてく市～ちょっとアートな手作り市とヨーロッパのみの市～
ll月 3日 (上)HFoo～ 16:00 1会場]たびもく

゛
らカフェ及びその周辺 こだわりの手作り作家さん

や大阪芸術大学学生が15組以上参加する手作り市で丸 ※「てくてく市」は毎月第1土曜日開催

じないまち茶懐石料理教室
H月 16日 (金)`17日 (土 )・ 18日 (日 )10:30～ 13:30[会場]町屋楽茶&ギ ャラリー

等風庵 [参加費17,500円 (材料費込)[定員]各国8名 1茶事の懐石部分の作法も指導
します:お 申込先、お問合わせは072123,4635(峯 風庵)ま で
詳細はhttp:〃

"珈
w Wa nO kokorojp

※プログラムは予約制です。お申込の上ご参加下さい。(一部プログラムは予約優先制)※ 各プログラムのお支払いは現地にてお願しヽします。

16マングラ&筆壌潟芦アートワークショップくたびもぐらヵフェ>
11/10(o時 壽/10:00～ 12:30(約 2時間半)参 雛費′/3.500円 (1ド リンク付き)

竃員//8名  鵞饉′′衣更月kisaragi&お めでとう筆文字アーティストぢみ～ちゃん

:18秋饉アジサイ場使っ鮭六人のリースづくりく月桃>

111/17は)24o縫 闘′′1030～ 1200(約 lE寺間～ 1時間半程度,

I         購飾′杉野仁美 参簸費 ■1,500円  鷺員 ■5名

120.動ットンボールで作るクリスマスツリーく和工房&ぎゃらリー福>お子様歓回
i l1/101.l・ 11(日 )鋳鶴/13:00～ 13:30(約30分)参鑢費/10cmサイズ800岡 ′人、20ctηサイ

:          ズ1.500円 ′′人 竃員/8名

電1周刷酪奪餞 塁… 蝙 し輔 レーくレイドバンク>
ほうじ茶で炊いたと飯と、里芋、ブ醸ッコリー,な んきん、さつまいもなど、旬の地野菜

たつぶりの野菜カレー.平 日/11:30～ 19100(L018100)(定体 月)上 自祝

/11130^´ 22100(L021100) TEL10721‐ 21‐4764

たび・ばなし「ヒマラヤ アンデス地方高地の旅 旅人:三上穣」
H/17(土 )開場18:00～ /開演19:00～  〔会場]た びもく

｀
らカフェ

[参加費]入場無料・1オ■ダー制 ※「たび`ばなしJは毎月第3土曜日開催
お申込先、お問合わせはtabimOgura@gmail comま で

麦豆堂のオーダーペイントと島津田四郎ライブ
H/24(土)13:00～ 16100麦 豆堂のオーダーペイント お好きな場所に描きます(5cm×
5cm)500円 /17:00γ 島津田四郎ライブ [ライブ参加費ll,000円 (1ド リンク別途)

〔会場]たびもく
｀
らカフェ お申込先、お問合わせはtabimogura@gmail cOmま で   |

連続セミナー「占民家で学ぶ、和の作法J

第1回 :11月 25日 (日 )「和室の作法」 第2回:12月 9日 (日 )「和食の作法」 第3回 :12月 16日

(日 )「掃除の作法J〔会場]1日 田中家住宅 〔参加費11回 500円 (4ヽ学生無料)、 食事作法の

回のみ1,000円 。(小学生は500円 )〔定員]各回10名 (4ヽ学生は保護者同伴のみ)お申込
先、お問合わせは0721235564ま で 詳細はhttp:冽 inaimachi― sanpo seesha net


