じっくり手作り・布ぞうり編み体験

初めてでもキレイに編める！
椅子に座って楽に編める！布
ぞうり編み体験がリニューア
ルして新登場！

フォトフレーム作り

予約不要

花工房で撮った写真は素敵なフォ
トフレームに飾りましょう。用意
した部品を組み立ててフォトフ
レームを作り、木の実などでデコ
レーション。思い出を鮮やかに彩
ります。

ドライフラワーを使ってリー
スを作ります。魔除けや福を呼
び込むというリースをつくっ
て飾り、ご自宅やお部屋をハッ
ピーに。
⃝対応可能人数：1～20名
●体験料：820円
●所要時間：1時間程度

木片と対話しながら、糸ノコ
を使って可愛い置物を作る体
験です。

つきだて花工房体験ナビゲーター

里山と田舎を満喫！もりもり体験

2 0 2 0 . 4 ～2 0 2 0 . 9

つきだて花工房では里山の自然を味わいながら、田舎なら
ではの様々な手作り体験などを楽しむことが出来ます。里
山の木々は工芸品や燃料に。畑の収穫物はおいしい料理に。
そんな中で、月舘の地で長い間育まれてきた技術や文化を
感じながら五感をフルに使う体験は、子供にとっても大人
にとっても、貴重なひとときになるはず。家族で、仲間で、
大切な思い出の時を作りませんか？

5名様まで

予約不要

福ロウのリース作り

和（輪）を象徴するリースに2
羽のフクロウを仲良く止まら
せよう！見るたびにニンマリ
してしまいそうなフクロウた
ちが福を呼ぶ！（かも）
⃝対応可能人数：1～20名
●体験料：820円
●所要時間：2時間程度

⃝対応可能人数：1～20名
●体験料：820円
●所要時間：1時間程度

空とぶくじら

予約不要

ドライフラワーリース作り

⃝対応可能人数：1～10名
●体験料：2,000円
●所要時間：3時間程度
5名様まで

5名様まで

工房ゆあさ・工芸教室

銅板に記念の言葉を閉じ込め
る「銅板クラフト」、眺めてい
るだけで楽しい「バランスト
ンボ作り」、竹と和紙で作るナ
チュラルなインテリア「一輪
挿し作り」。

⃝対応可能人数：10～20名
●体験料：1,230円
●所要時間：2時間程度

ここにはたくさん の「いっしょうけんめい」と
「うれしい」と「たのしい」があります

⃝対応可能人数：10～20名
●体験料：1,530円
●所要時間：2時間程度

手作りと会食とハーブ湯を楽しむよくばりプラン
「会食・体験セットプラン（送迎付き）」
「うどん打ち de 会食プラン」…………料金：3,200 円（お一人様・税込）
相馬市へ

福島市へ

お持ち帰り用のうどんを打ってお昼の会食時にみんなで味見。太いうどん・細いう
伊達市保原町へ
清水果樹園
どん「誰が打ったの？」と盛り上がること必至！松花堂弁当のお食事とハーブのお
風呂がセットに。
コメリ
セブン
イレブン

…料金：3,200 円（お一人様・税込）
「会食＋選べる体験セットプラン」
道の駅
伊達の里りょうぜん

ドライフラワーリース、MY フォトフレーム、福ロウのリース作りから
1 つ（一団
G.S.
御代田
体につき）を選んで体験。松花堂弁当のお食事とハーブのお風呂がセットに。
トンネル

飯舘村へ

「月舘工芸セットプラン」
つきだて花工房………………料金：3,800 円（お一人様・税込）

参加費無料の
昔遊びアイテム

※ご予約が必要です。

（つきだて交流館もりもり）

月舘中学校

福島市飯野町へ

地元月舘で活躍中の「空とぶくじら」または「工房ゆあさ」の工芸品作り体験に松
花工房看板
花堂弁当のお食事とお風呂をセットしました。本格的に楽しみたい方にオススメです。
※ 10 名様以上 28 名様までバス送迎承ります。（先着順）

月舘運動場
掲載の参加費・料金等は税込表示です。また、特に記載が無いものについては材料費が含まれます。
【ご注意下さい】● 小学生以下の子供のみでの参加は出来ません。●
川俣町へ
●大人の方が同伴すれば小さなお子様でもご参加頂けます。●「予約不要」の標記があるもの以外はご予約が必要です。また、予約不要のものも
5 名様以上でご利用の場合
はご予約ください。●「予約不要」のものでも当日の予約状況により実施できないかお待ちいただく場合がありますので、できるだけ事前にお問い合わせください。

〒960-0903 福島県伊達市月舘町下手渡字寺窪7番地

https://t-hanakobo.jp/

4月14日、5月12日、6月16日、7月7日、8月18日、9月8日

坂

車

里山探検

G.S.

つきだて花工房

（つきだて交流館もりもり）

花工房看板

月舘中学校

休館日のお知らせ（全て火曜日）※施設メンテナンスのためお休みとなります。

コメリ

御代田
トンネル

福島市飯野町へ

MAIL ﬂower@t-hanakobo.jp ※メールでのご予約は予約状況確認後、確定となります。

道の駅
伊達の里りょうぜん

飯舘村へ

つきだて花工房

ードで
QR コ
!!
クセス
簡単ア

セブン
イレブン

竹の弓矢

相馬市へ

024-573-3888

福島市へ

つきだて花工房

伊達市保原町へ

清水果樹園

竹ぽっくり・竹馬

月舘に息づく里山の素材や地域の技で、誰もが自由に遊べる昔遊び道具をご用意しています。
体験の合間や花工房ご利用の行き帰りにぜひ遊んでみてください。体の感覚をフル動員する
昔遊びで体の中に眠る「原始力」を呼び覚まそう！大人も恥ずかしがらずに楽しもう！

月舘運動場
川俣町へ

つきだて花工房

024-573-3888

難易度：★★★

バランス感覚が身につく昔遊
び。全部自然の竹を使った手
作りおもちゃです。

難易度：★★☆

なかなか飛ばない、
まっすぐ飛
ばない。
だからこそ面白い！特
設の的に向かってShoooting！

難易度：★☆☆

里山の木を主な材料に、地元
のお年寄りが手作りしている
大人気のゴーカート。

難易度：★☆☆

花工房の敷地をぐるっと 1 周（1 時間
程度）する散策路では季節の花々や新
緑・紅葉など、四季を通じて楽しめます。

5名様まで

誰でも参加できます！

開催日限定の

天然ハチミツのリップクリーム作り

※全て予約が必要です

里山探訪・女神山

ネット予約

ネット予約 OK！

カタクリやアズマイチゲなどの
山野草を楽しめる、地域を代表
する里山「女神山」に登ります。

手作りの味わい・味噌仕込み体験

なんでも「買う」時代だからこ
そ大切にしたい手作りの味。手
作り味噌は我が家の味。ご家族
でのご参加も大歓迎！

●開催日時：4月12日（日）
10:00～14:00
●参加費：大 人 500円
小学生 300円
●その他：登山口までは自家用車
での移動となります。

aruko 新緑ウォーク

ネット予約 OK！

花 工 房 周 辺 の 史 跡 な ど を、約
5km と10km のコースに分か
れて「のんびり」歩くウォーク
イベントです。終了後にはお楽
しみ抽選会も。

●開催日時：4月5日（日）
・11日（土）
10:30～12:00
●参加費：4kgコース 2,800円
8kgコース 5,000円
（材料費・税込み）

つきだてのいちごジャムとパンケーキ作り

夏の里山遊びの定番「竹の流し
そうめん」を楽しんだら作って
遊べる「竹の弓矢」などにも挑
戦しよう！

絵手紙教室

●開催日時：8月10日（月）
10:00～15:00
●参加費：大 人 800円
小学生 500円
未就学児 300円（予定）
（3才以上）

一貫張り教室

材料費の目安は、小さめのザルで 1,000
円、手提げカゴで 5,400 円程度、手提げ
カゴの場合は３回程度の受講で完成しま
す。なお、受講回数に決まりはありません。
ご都合の良いときに受講いただけます。
●開催日時：4 月4 日（土）・12 日（日）、5 月10
日（日）
・23 日
（土）、6 月6 日（土）
・21 日（日）、
7 月11 日（土）
・19 日（日）、8 月15 日（土）
・
23 日（日）、9 月17 日（木）・27 日（日）
10:00～15:00（全て）
●参加費：1,740円（材料費一部別途必要）

ネット予約 OK！

月舘産のいちご「とちおとめ」
を使った瓶詰めのジャムとフ
ワフワパンケーキを作って新
緑の里山を眺めながらのス
イーツタイムはいかが？（ジャ
ムはお持ち帰りとなります）

●開催日時：4月29日（水・昭和の日）
10:00～13:00
●参加費：大 人 700円
小学生 500円
（豚汁・花工房日帰り入浴込み）

夏の手作り祭・もりもり夏まつり

ネット予約 OK！

月舘町で養蜂を営むMARUCHO FARM
（まるちょうふぁーむ）さんによる
リップクリーム作り体験。天然ハチ
ミツで保湿効果たっぷりのリップク
リームを作ります。体験の合間には9
種類のハチミツ食べ比べも。
●開催日時：4月29日(水)、5月16日
(土)、5月17日(日)
それぞれ10:30〜12:30（1時間程度）
●料金：1,200円（リップクリーム2本つき）
●その他：混み具合によってはお
待ちいただく場合があります。

体験プログラム
このページの体験プログラムの一部はインター
ネ ッ ト か ら ご 予 約 い た だ け ま す。【 ネ ッ ト 予 約
OK!】とあるものは下の URL または QR コードか
ら予約サイトへ移動してご予約もできます。また
従来通り、電話やメールでもご予約可能です。
URL https://airrsv.net/hanakobo/calendar

予約不要

●開催日時：5月2日（土）～5月6日（水）
各日13:30～15:30
●参加費：950円
（持ち帰りジャム付き）
●その他：各日定員5名様まで
ネット予約 OK！

切り絵作家の和田惠秀さんが
手ほどきする絵手紙の描き方、
伝え方。
「こんなもの、見つけた
よ！」そんな心を絵に託して大
切な方に届けてみましょう。
●開催日時：4月20日、5月18日、6月
15日、7月20日、8月17日、9月14日
（全て月曜日）
10:00～12:00
（全て）
●参加費：1,000円

ハーブ教室

ネット予約 OK！

「ハーブとスローライフの研究家」瀧田勉先
生が、ハーブの育て方を始め、ハーブを使っ
たクラフト作りやお料理を通して、香りで暮
らしを豊かにする様々な技を、毎月違った
ハーブティと共に伝授する教室です。
（全て月曜日）
●開催日時（時間は全て10:30～12:00）

4月27日
「ハーブ栽培スタート編」
5月25日「ハーブ栽培ステップアップ編」
6月29日
「ハーブクラフト」
7月27日
「ハーブとスパイス」
8月31日
「ハーブ調味料」
9月28日
「ハーブ料理」

●参加費：1,850円

里山夏遊び・竹の流しそうめん

随時ご予約受付中
個人・団体向けの

体験プログラム
※未就学児は4歳以上です。
※「予約不要」のものでも当日の予約状況により実施できないかお待ちい

ただく場合がありますので、できるだけ事前にお問い合わせください。

もりもりピザ焼き体験

生地から手づくりするピザ作り！
トッピングの野菜は畑で収穫。ピ
ザを焼く炭火おこしも体験できる
欲張りプログラム。
⃝対応可能人数：4～60名
●体験料：2,500円（1枚・2～3名分）
●所要時間：3時間程度
●その他：体験料は人数ではなく
作る枚数分となります。
※状況により野菜の収穫ができない
場合があります。

やさいたっぷり・農園カレー作り

今日の野菜はナス？大根？自家菜園
で収穫した野菜で、カレールーを使わ
ないオリジナルのカレー作りを楽し
もう。野菜のことを学びながらお腹も
いっぱいで２度おいしい体験です。
⃝対応可能人数：10～40名
●体験料：大 人 1,200円
小学生
800円
未就学児
400円
●所要時間：３時間程度
※状況により野菜の収穫ができない
場合があります。

おもしろ体験・竹ご飯作り

竹が飯ごう、お皿、お椀や箸に
変身！竹を使い尽くす里山の知
恵と技と「おいしい」が詰まっ
た体験です。

⃝対応可能人数：10～60名
●体験料：大 人 1,200円
小学生
800円
未就学児
400円
●所要時間：3時間程度

里山思い出作り・森のペンダント

5名様まで

予約不要

木の枝や木の実でペンダント
やおきものなど、オリジナル
の小物作り。
⃝対応可能人数：1～60名
●体験料：510円
●所要時間：3時間程度

（6 月 27 日～ 9 月 6 日限定）

力を合わせて竹を伐り出し、器
や箸を作って流しそうめんを
楽しもう！夏の里山の定番・
人気プログラム。

⃝対応可能人数：10～60名
●体験料：大 人 1,500円
小学生 1,000円
未就学児 500円
●所要時間：3時間程度

あぶくまの味・うどん打ち体験

月舘のふるさとの味を手づくりし
よう！地元産の小麦で作るうどん
は市販のものでは味わえない独特
の風味です。
⃝対応可能人数：10～40名
●体験料：大 人 1,000円
小学生
700円
未就学児
300円
●所要時間：３時間程度

里山遊び・森のバウムクーヘン作り

生地から手作りし、一層ずつ炭火
で焼き上げる、体力勝負（？）のス
イーツ作り。包丁を入れると現れ
る年輪は感動ものです。
⃝対応可能人数：4～20名
●体験料：1,800円
（1本）
●所要時間：３時間程度
●その他：大きさの目安は太さ20cm・
長さ25cm程度です。また、体験料は人
数ではなく作る本数分となります。
※7月～9月18日までは休止します。

思い出と時を刻む・森の時計作り

5名様まで

予約不要

木の枝や木の実で文字盤を飾
り付け。世界で一つだけの時
計作り。卒業記念などの行事
にも。
⃝対応可能人数：1～20名
●体験料：2,000円
●所要時間：3時間程度

フク

幸せを呼ぶ！・森の福ロウ作り

5名様まで

予約不要

里山からあなたのおうちに福
が舞い込む？松ぼっくりと木
の枝を組み合わせて、
「福」を運
ぶフクロウを作ります。
⃝対応可能人数：1～40名
●体験料：510円
（プラス200円でペアにできます）
●所要時間：3時間程度

