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大阪府唯―の重要伝統的建造物群保存地区「じない

まち」をガイ ドの案内で散策。昼食には旧家のお献

立を再現 した秋の「じないまち御膳」。 バンリノ′υレ
そ して、寺内町でかつて造られていた「万里春」の元

酒蔵で、利き酒師が選んだ日本酒をお楽 しみいただ

きます。

●富田林駅南□集合/「万里春酒造」元酒蔵解散(全行程徒歩)

●旅行代金(お 一人様)/2,800円
●旅行期日/2014年 11月 22日 (土)日帰り●食事/昼 1回
●添乗員は同行いたしません。現地ガイドがご案内致します。
●コース募集人員/30名 ●最少催行人員/10名
●取消料/旅行出発日の10日前から出発当日までに取消し
た場合、取消料が発生します。
●詳しい旅行条件を記載した書面をお渡しいたしますので、
ご確認の上お申し込みください。

11/22(土 )
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明治から昭和30年代頃まで多く行われていた自

宅での婚礼の様子を寺内町にあった元呉服店の古
い婚礼写真を参考に再現します。婚礼は、町では花

嫁行列を見る近隣住民が祝い、婚礼会場である自

宅では、和の作法にのつとつた「しつらえ」で花嫁

を迎えるという、「日本の礼」の中で特に美しく、お

目出度い行事です。雅楽の演奏や雄蝶雌蝶介添え

による三々九度の儀式、「高砂Jの謡も含む「音の婚

礼」を体験してください。
※見学無料。写真撮影可。 ※今回は模擬結婚式です。

●場所/重要文化財旧杉山家住宅 登録文化財旧田中家住宅
●定員/当 日、17時 30分からの旧杉山家住宅への入場には

整理券が必要とな ります。怪理券配布は、15時頃～予定。)
●時間/16:00～ 19:00× 雨天決行

●金額/無料

共催 :富 田林市教育委員会

11/22(■ )

利き酒師が選んだ関西の日本酒と、南河内産のお野

菜を使つた料理をお楽しみいただきます。また、酒

蔵があつた頃の寺内町の様子や酒造りのお話しや

お酒にまつわる落語を楽しむステージも実施予定

です。
※内容は変更となる場合があります。

●場所 /「万里春酒造」元酒蔵
●定員/蔵 の中の混雑状 況 によ っては入場 を

お待 ちいただ く場合があ ります。

●時 PB5/11:00～ 16:00
●金額/前売券1500円 (入場券300円と日本酒。お料理券7枚セット)

※当日券は、入場券と日本酒 お料理券が6枚のセットとなります。
※前売券予約数は限りがあります。(売切れ次第終了となります)

※当日は入場券(300円 )だけの販売も致します。
※お子様だけでこ入場いただけません。保護者同伴にてこ入場ください。
(小学生以下は入場料無料。)

※券は、当日、現地でのお引換となります。
精算時はお釣のいらないようこ協力をお願い致します。
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新 しい年を4え る
11/15(土 )

●場所/手仕事と雑貨 23番地

●定員/5名 (最少催行 :1名 )

●時PB5/13:00～ 15:00

●金額/2,000円

手帳作り

閂
5へ 続くお』́とんこさん 1座布団づくり

11/9(日 )

●場所/中林寝装店

●定員/6名 (最少催行 :1名 )

●時F85/13:30～

●金額/2,000円

①のプログラム/◆詳しい旅行条件を記載した書面

をお渡しいたしますので、」TB西 日本大阪中央支店
0662612631ま でおP03合 せ、ご確認の上お申し込

み下さい。

②～④のプログラム/◆プログラムは予約制です。

開きのお茶会を楽 しむ

11/27(本)

●場所/和工房 &ぎゃらり～福

●定員/8名 (最少催行 :4名 )

●時間/1300～ 1000●金額/2,500円
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お申込みの上ご参カロください。◆お申込みのプログラムは、お電話で「農と食と観光まちづくり推進協議会事務局(イ ンプリージョン)0666248555ま でお申込み下さい。◆申込み締め切りは開催日の3日 前で
す。(一部例外有)◆お支払は現地にてお願いします。◆申込み締切日以降のキヤンセルは、お取り消し料(全額)を 申し受ける場合がございます。◆講師の病気や受講者が一定数に達しない場合などは、講座を中止させて
頂くことがあります。◆記載内容は変更の可台レ性があります。予めご了承下さい。

大阪市内から近鉄電車ご利用の方中申輌
近鉄「阿部野橋駅」方面から約30分 (JR大阪駅、地下鉄梅田駅より約60分 )南大阪線・長野線を利用して
「富田林駅」。南□より徒歩4分。吉野方面行きに乗車の場合は、古市駅で河内長野行きに乗り換え。

大阪市内から南海高野線ご利用の方

南海「難波駅」から約40分。輌 中中&需
(河内長野駅で近鉄線に乗り換え)

織橡6糾鯉教蜜
11/21日 (金 ).22日 (土).23日 〈E).24日 (目・祝)

●場所/町家慈 &ギャラリー峯風庵
●定員/各8名 (最少催行:各 4名 )

●時間/10:30～ 13:30

●金額/7.500円

しよ しま糸よきキーリング
11/16(日 )

●場所/手仕事と雑貨 23番 地

●定員/5名 (最少催行 :3名 )

●時間/13:00～ 16100

●金額/2,500円

やきものづ くり
11/15(土〉
●場所/陶工房飛鳥
●定員/各6名 (最少催行:各 1名 )

●時間/①午前②午後●金額/3,000円

当日は形作りのみ。焼成後お渡し(約 1カ 月後)

シートウィービング体験
11/19例0※ 申込み締切11/12(金 )

●場所/家具製作khogu
●定員/3名 (最少催行 :1名 )

●時間/10:00～ 16:00

●金額/30.000円

こぎん未1し でイクるベ
11/23(B)
●場所/手仕事と雑貨 23番地

●定員/6名 (最少催行 :2名 )

●時間/13:00～ 16:00

●金額/2,500円

中
町

理をf7・っこよく撮るプロのオえ,写 真袈室
11/13(本).20(本)

●場所/うつわと暮らしの蔵 日和
●定員/各 8名 (最少催行:各 5名 )

●時間/①1030～ 1230② 1400～ 1000

●金額/3,000円

5へ続くお1,と んEさ ん|も あんの敷
`′

とんづくり
11/22(土 ).23(日 )

●場所/中林寝装店

●定員/各3名 (最少催行 :各 1名 )

●時間/13:00～
●金額/9,800円

トライにした早花や木の実等のリース作り

●場所/ぶぶれBUPLE
●定員/各5名 (最少催行:各 2名 )

●時間/01000～ 1200②1300～ 1500

●金額/3,800円

11/23(8).24(月 祝).25(央).30(日 〉
●場所/ぶぷれBUPLE
●定員/各5名 (最少催行 :各 1名 )

●時間/01100～ 1300② 1400～ 1000

●金額/4,800円

ヒ,ヽ でつくる十千■‐
/′じク1,ス マスリース

タリスマス lタ ース作 り
11/22(土).23(日 )

●場所/月桃 2階 (ロ フ ト)

●定員/各5名 (最少催行 :各 1名 )

●時間/13:30～
●金額/2,500円

子でつくるクリスマスオー十メント

11/16(8)
●場所/ぶぶれBUPLE
●定員/2組 (最少催行 :1組 )

お子様は5才以上

●時間/1330～ 1400●金額/500円

わめマの~/ロ マ体験
11/8(土)

●場所/ヤングハー ト

●定員/各5名 (最少催行 :各 1名 )

●時FBN/01G00～ 1200②1300～ 1;00

●金額/3,500円

越と
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ステ′し曼荼羅アート
11/9(8〉

●場所/ヤングハート

●定員/5名 (最少催行:1名 )

●時間/10:00～ 12:30

●金額/3,500円

主にきく美味 しい勁口非の滝れ方
11/12(水).19(水 ).26(水 )

●場所/勁0琲豆の蔵 平蔵

●定員/各5名 (最少催行 :各 1名 )

●時間/①1030～ 123001400～ 1000

●金額/2,500円

七布でつくる「レつじ年の熊牟(く ユ・ )」

11/14(金).15(土 )

●場所/和工房 &ぎゃらり～福

●定員/各8名 (最少催行 :各 1名 )

●時間/13:00～ 16:00

●金額/2.800円

お』L月 夕午り作 り
11/29(土).30(E)
●場所/月 桃 2階 (ロ フ ト)

●定員/各5名 (最少催行 :各 1名 )

●時間/13130～
●金額/2,500円

0モニターツアーのお問合わせ」TB西日本大阪中央支店富田林寺内町モニターツアー事務局TEL。 06-6261-2631
〒541-0055大阪市中央区船場中央2丁目1番地 船場センタービル4号館3階 担当者/秋山・柱本 営業時間9:30～ 17:30(土 。日・祝休業)

総合旅行業務取扱管理者 稲垣弦 旅行企画・実施 」TB西日本 観光庁長官登録旅行業第1768号 (―社)日 本旅行業協会正会員 承認番号:140913

0～● その他のプログラムのお問合わせ 農と食と観光まちづくり推進協議会事務局 (株式会社インプリージ∃ン内)

〒5450052大阪市阿倍野区阿倍野筋2丁目448金村ビル3F受付時間10:00～ 18:00(火曜休)TEL.06-6624-8555 FAX。 06-6624-8505


