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里山昔あそび（参加無料）

なかなか飛ばない、まっすぐ飛ば
ない。だから面白い！特設の的に
向かってShooting！

里山の素材でおもちゃを作り出していた頃の知恵と技を体験しよう！大人の方も大歓迎です。

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。

バランス感覚が身につく昔遊び
です。全部自然の竹で作った手
作りおもちゃ。

花工房の敷地をぐるっと1周（約1時間）
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。

新型コロナウイルス感染防止にご協力ください

ご予約について

• 参加当日は検温の上、37.5℃以上の発熱や体調不良がある場合は
参加をお控えください。
• 参加される際は必ずマスクの着用をお願いします。
• 参加される方のお名前と連絡先をご記入していただきます。
• 入館時や体験前後には手指消毒・手洗いをお願いします。
• 受付時に検温させていただきます。
• スタッフは全員マスク着用にて対応いたします。
• 館内は定期的に消毒を実施しております。
• 密接防止のため、対応可能人数を通常より減らしております。

• ご予約はメール・お電話にてお願いします。（一部のプログラムにつ
いてはインターネットでのご予約も可能です）
• 小学生以下のお子様のみでのご参加はできません。
• 特に記載のないものついては、表示の料金に材料費を含みます。
• 「予約不要」の表示のないものは必ずご予約ください。予約が必要な
ものについて、ご予約なしでのご参加はできません。
• 「予約不要」のものについては、当日の混雑状況等によりお待ちいた
だくか、ご参加いただけない場合があります。
• キャンセル・ご予約内容の変更は前々日の午後5時までにご連絡く
ださい。事前のご連絡なしでのキャンセルまたはご予約内容の変更
（数量減など）はキャンセル料として100%頂戴いたします。

※掲載している体験料は全て税込表示です。

家族で・グループで！
里山や田舎の暮らしを体験しよう
ご希望の体験をご希望の日程で。カップルやご家族、子
供会などの各種団体でも、里山・田舎暮らしの知恵が詰
まった体験プログラムをお楽しみください。
※「予約不要」のものは4名様までご予約なしでご利用いただけ
ます。なお、当日の状況等によりお待ちいただくか、ご利用いた
だけない場合があります。
※団体は10名様以上です。
※未就学児は4歳以上です。

【ご予約】 メールは morimori@t-hanakobo.jp
お電話の方は 024-571-1777

もりもりピザ焼き体験

我が家の手作りの味・味噌仕込み体験（4/30まで）
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！
対応可能人数 2〜5名
体験料 4kgコース2,800円
8kgコース5,000円
その他 エプロンをご持参くだ
さい・容器は別途800円（持ち込
み可）
4/10(日）10:30〜12:00はお一人でもご参加いただけます。

Otegaru(お手軽)ピザ焼き体験

地元の小麦粉を使って生地作
り、自家製味噌とオリジナルは
ちみつの特製味噌ソースも選
べます。「もりもり田舎流ピザ」、
ぜひ味わってみて。

生地は予めご用意。地粉と自家製

味噌のオリジナルピザ作り体験
をお手軽にお楽しみいただけま
す。立ち寄り利用にも是非！
対応可能人数 2～30名
体験料 大人1,000円・小学生700円
所要時間 ２時間程度
その他 エプロンをお持ち下さい

※お持ち帰りもOK！

対応可能人数 2～30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 エプロンをお持ち下さい

農園スパイシーカレー作り
カレールウを使わずに野菜の旨
みとスパイスで作るカレーに薪
で炊いたご飯の美味しさをぜひ
味わってみてください。
対応可能人数 10～30名
体験料 大人1,200円・小学生
800円・未就学児300円
所要時間 3時間程度
その他 エプロンをお持ち下さい

地粉うどん打ち体験
月舘のふるさとの味を手づくり
しよう！市販のうどんでは味わえ
ない小麦の風味とツルツル食
感は地元の粉ならでは。
対応可能人数 10～20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
その他 エプロンをお持ち下さい

竹の流しそうめん（７・８月限定開催）
里山で切り出した竹で工作と流
しそうめんを楽しもう。田舎の夏
はこれで決まり！
対応可能人数 3～40名
体験料 大人1,800円・小学生
1,200円・未就学児700円
※団体：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
その他 お子様だけでの参加は
できません/サンダルばきではご参
加いただけません

『工房ゆあさ』工芸体験
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」。月
舘町在住の湯浅寿夫さんが主
宰する「工房ゆあさ」のアイデア
あふれる体験です。
対応可能人数 10～20名
体験料 1,530円
所要時間 2時間程度

『空とぶくじら』組木体験
木片と対話しながら糸ノコを使
ってかわいい置物を作る体験で
す。月舘町在住の三森修一さん
が主宰する「工房空とぶくじら」
のぬくもりいっぱいの体験プロ
グラムです。
対応可能人数 10～20名
体験料 1,230円
所要時間 2時間程度

クラフト体験－スキマ時間でステキな作品作り（予約不要）
森の時計づくり（写真左）
料金 2,00０円（１個）
ドライフラワーリース（写真中央）
料金 820円（１個）
森のフクロウリース（写真右）
料金 820円（１個）
対応可能人数 1〜20名
所要時間 30分〜（森の時計は1時間〜）
その他 5名様以上はご予約が必要です

おひとりさま大歓迎！
定期開催の教室などはこちらです

絵手紙教室

ネット予約

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。今の気持ちを絵や言葉
で表現する楽しさを味わってみ
ませんか？

田舎の生活を季節ごとに彩る歳時にちなんだ体験教室
や昔ながらの生活の知恵を伝える体験をご紹介します。
おひとりでも気軽にご参加いただけます。（全て要予約）

開催日時
4/18、5/16、6/20、7/11、8/22、
9/12
(全て月曜日)
10:00～12:00
参加費 1,000円

「ネット予約」のマークがあるものはインターネットでご予約いただけ
ます。QRコードを読み込んでいただくか、下のアドレスから。
Https：//airrsv.net/hanakobo/calendar
メールは morimori@t-hanakobo.jp
お電話の方は 024-571-1777

一貫張り教室

ハーブ教室

ネット予約

「一貫張り恵美」を主宰する渡
辺恵美子さんの、楽しく夢中に
なれる一貫張り教室です。

「ハーブとスローライフの研究家」瀧田勉さ
んが、ハーブの基本育て方からアレンジ
方、料理やクラフトなど楽しい情報満載！

開催日時
4/9（土）、4/24（日）、5/7（土）、5/22
（日）、6/4（土）、6/19（日）、7/9（土）
7/24（日）、8/6（土）、8/21（日）、9/3
（土）、9/25（日）
10:00～15:00
参加費 1,740円（材料費別途）
その他 一つの作品を完成させる
のに最低2～3回の受講が必要です

開催日時と内容
4/25 「ハーブ栽培スタート編」
5/30 「ハーブ栽培ステップアップ編」
6/27 「ハーブクラフト」
7/25 「ハーブとスパイス」
8/29 「ハーブ調味料」
9/26 「ハーブ料理」
（全て月曜日） 10:30〜12:00
参加費 1,850円

「料理や工作、連休を手作りで楽しもう」4/30〜5/5開催の特別プログラム
新緑が里山をやわらかな緑色に染める季節、初夏の風も気持ち良い里山の景色を眺めながら、家族や友達と手作りを
楽しみませんか？交流館もりもりではいつもの体験プログラムに加えて、この期間限定の特別なプログラムをご用意。
料理、工作で親しい人との時間をもっと充実したひとときに！（ご予約が必要です）
●ご予約はインターネットからも。QRコードを読み込むかこちらのアドレスから→https://airrsv.net/hanakobo/calendar
●メールでのご予約は morimori@t-hanakobo.jp お電話でのご予約は024-571-1777

里山de Itarian－「手打ちパスタ作り」

ウッディ工作－「木箱作り」

田舎のマンマはお料理上手。手
近な材料が美味しく変身！
月舘でとれた小麦粉を使って
手打ちパスタを作り、旬の野菜
と自家製味噌のソースで「月舘
風パスタ」を楽しもう！

出来上がりイメージ

開催時間 10:00〜13:00
参加費 大人1,200円・小学生800円
その他 エプロンをお持ちください
・未就学児は大人と一緒にお召し
上がりください

気分は木工職人？持ち手を切り
抜き、板材を釘で打ち付けなが
ら「木箱」作りに挑戦しよう！本？
おもちゃ？出来上がった箱に何
入れよう？
開催時間 13:30〜15:00
参加費 2,000円（ひとつ）
その他 塗装はしません・汚れても
いい服装でご参加ください
出来上がりイメージ

※出来上がりの大きさ（目安）
幅36cm・奥行き29cm・高さ19.5cm

• ご参加の際に、簡単なアンケートにご協力ください。
• 体験の様子を写真または動画で撮影させていただく場合があります。また、撮影した画像は同意をいただいた上で、WEBサイトや印刷物等で当施設のPR用
に使わせていただくことがあります。

Koryukan Morimori’s
17th anniversary

もりもり新緑の里山祭 4月29日 金

新緑を楽しむ！

地元で採れた小麦粉で！

花花つきだてウォーク

地粉でパスタ作り体験

*お申し込みが必要です

*お申し込みが必要です

約900年の歴史を誇る「古志貴（こし
き）神社」を訪ねる約7kmのコースを
ウォーキング。里山の新緑の中を爽や
かな風と共に歩きましょう！（花工房オ
リジナルはちみつ付・傷害保険加入）

地元の小麦粉「ゆめちから」を使って手
打ちパスタ作りにチャレンジ！（パスタ生
地は予めご用意します）自家製味噌ソー
スで旬の野菜を美味しく食べよう
参加費 大人1,200円・小学生800円
日 程 11:30〜受付・12:00スタート
特 典 ウォーク参加者は200円OFF！

参加費 大人800円・小学生500円
日 程 8:30〜受付・9:30スタート

ご
予
約

「花花つきだてウォーク」「地粉でパスタ作り体験」は事前のお申し込みが
必要です。お申し込みは予約サイト（右のQRコード）、電話、メールでお願
いいたします。なお、定員になり次第締め切りとなります。
予約サイト https://airrsv.net/hanakobo/calendar
メール morimori@t-hanakobo.jp
TEL 024-571-1777

おねがい
• 体調が思わしくない場合はお出かけをお控えください。
• 他の方と適度な距離を置き、ウォーキングをお楽しみ下さい。
• 受付の際の記名と検温、手指消毒にご協力ください。

プランニング花花ウォーク 仲間たちとオーダーメイドの「健幸」作り、はじめませんか？
阿武隈の山並みや季節感あふれる里山の景色。江
戸末期にこの地域を支配した「下手渡藩」などの史
跡や小手姫伝説の里。
里山に吹く風や、鳥や虫たちの鳴き声、時には地元
の方との触れ合いを楽しみながらのウォーキング
を、「オーダーメイド」でいかがですか？つきだて交流
館もりもりのスタッフが地域の見どころや、皆さんの
体力など、ご希望をお聞きしながらコースをコーディ
ネート。もちろん、当日は道案内にご一緒します。

「会食・体験セットプラン（送迎付き）」

■ 開催時期
■時
間
■ 対応人数
■参 加 費
■ 参加特典

4月〜12月
9:00〜10:00スタート（3.5時間以内）
5〜15名
500円（おひとり様・税込）
つきだて花工房のハーブ湯無料

※ご予約並びに事前の打ち合わせが必要です／
傷害保険は参加される方でご加入ください／モデ
ルコースをご用意しております

体験と花工房のお食事とご入浴がセットになったお得なプランです

うどん打ちde会食プラン（おひとりさま3,200円）
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できるプランです。太いうどん・細
いうどん「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。

会食＋選べる体験セットプラン（おひとりさま3,200円）
ドライフラワーリースかフクロウのリース作り体験のどちらか（一団体につき）を選んで作品作
り。松花堂弁当のお食事とハーブのお風呂がセットに。

月舘工芸セットプラン（おひとりさま3,800円）
地元月舘で活躍中の三森さんが主宰する「空とぶくじら」か湯浅さんが主宰する「工房ゆあさ」
どちらかの工芸品作り体験と松花堂弁当のお食事、ハーブのお風呂をセットにしました。本格的
に工芸品づくりを楽しみたいならこちら。
※いずれもご予約が必要です・10名様以上でバス送迎承ります・プラス1000円でお料理が和食膳になります

Map

このパンフレットに掲載している以外にも、さまざまなイベントをホームページでご紹介しています。
「つきだて花工房」または「つきだてイズム」で検索してみてください。
つきだて花工房－ご宿泊やお食事など
https://t-hanakobo.jp/

つきだてイズム－体験や野菜直売所、ネットショップ
https://tsukidateism.com/

福島
大波

115号

セブンイレブン

保原
相馬

道の駅りょうぜん
ローソン

4月12日・5月10日・6月14日・7月12日・8月23日・9月13日
〈ご予約・お問合せ〉

TEL
MAIL

024-571-1777

飯舘

御代田トンネル

休館日のお知らせ ＊つきだて花工房も休館となります

鳴石トンネル

※体験予約専用ダイヤル
（交流館もりもり）

morimori@t-hanakobo.jp

福島県伊達市月舘町下手渡字寺窪７ https://t-hanakobo.jp

月舘総合支所

つきだて花工房

349号
福島
立子山

114号

浪江
東和

