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秋の草木で染物をします。今回は部分染めにも挑戦します。経
験者の方も初めての方も無理なく体験できます。お気軽にご参加
ください。
集合場所／川上公民館（川上 4527）
体験料／ 2,000 円
定員／ 15 人
受入／川上あかね会
準備物／エプロン・厚手のゴム手袋
当日の連絡先／神崎勝代 54・2168

千石台でだいこん収穫体験
10月21日㊐ 午前10時〜正午
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県内最大のだいこん産地千石台で、だいこんの収穫体験をして
みませんか（だいこん３本のお土産付き）
。
集合場所／千石台大根集出荷施設（吉部上 2137-13）
体験料／ 700 円
定員／ 30 人（最少５人）
受入／千石台出荷組合
長靴、
雨合羽、
軍手
準備物／着替え、
天候／荒天中止
当日連絡先／松田秀男
08388・6・0153

我が家の手作り味噌作り体験教室
川上
10月27日㊏ 午前９時30分〜午後０時30分
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家庭で作れる味噌作りを体験します。皆さんの家で手作り味噌
を味わえるよう挑戦してみませんか？（味噌のお土産付き）
。
集合場所／萩阿武川温泉公園
第一駐車場（川上 4892-1）
体験料／ 1,800 円
定員／ 10 人
受入／ふるさとの味グループ
準備物／エプロン・三角巾・長靴
当日の連絡先／長岡和子
54・2062

家庭で作れるざる豆腐作りと 10月28日㊐
萩
新米コシヒカリで昼食 午前９時30分〜午後１時

秋も深まり秋の味覚を堪能できる季節になりました。地域でとれ
たコシヒカリ、新鮮野菜と木間の豆腐を使って、みんなで一緒に昼
食を作ってみませんか。
集合場所／農産物加工販売所つつじ
（明木
2857-3） 体験料／大人
（中学生以上）
1,500円、
小学生700円 定員／15人
（最少
５人） 受入／木間地域活性化センター
準備物／エプロン、三角巾、スリッパ
当日の連絡先／木間地域活性化センター
27・0200

申し込み・問い合わせ 萩市地域政策調整課
（0838・25・3819）
○お申し込みの締切は各開催日の７日前までです。
○キャンセルされる場合は、必ず３日前（土・日曜、祝日の場合
はその前日）までにご連絡ください。
○体験料は、当日現地にて現金でお支払いください。
○天候等により、内容を変更する場合がありますのでご了承くだ
さい。
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川上

萩市ふるさとツーリズム推進協議会では、地域の資源・人材を
いかした体験プログラムを作り、季節ごとに開催しています。
地域の食文化・技・歴史など様々なジャンルの体験が待ってい
ますので、
お気に入りのプログラムを見つけてご参加ください。
■主催 萩市ふるさとツーリズム推進協議会

オリジナルのコケ玉作り体験教室
10月24日㊌ 午前９時30分〜10時30分

川上

コケ玉は家のインテリアにもなり癒しの空間を与えてくれま
す。誰でも作ることができますので、オリジナルのコケ玉作りに
挑戦してみませんか？
集合場所／萩阿武川温泉公園
第一駐車場
（川上4892-1）
体験料／ 700 円
定員／ 15 人
受入／厚東登子
準備物／普段着で可
当日の連絡先／ 54・2287
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秋の草木染めで部分染めに挑戦！
10月８日㊊㊗ 午前９時30分〜正午

柚子のもぎとりを体験しませんか
10月28日㊐ 午前９時〜11時

川上

川上地域の特産柚子は秋がシーズンです。柚子園で収穫を体験
しましょう（柚子のお土産付き）
。
※必要な方へは別途量り売りあり
集合場所／川上公民館（川上 4527）
体験料／ 1,000 円
定員／ 10 人（最少2人）
受入／横山重信
準備物／作業できる服装、帽子
当日の連絡先／ 090・7992・8618
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秋の体験プログラム 参加者募集！

秋の味覚
恵みを楽 、
し
みません んで
か！

民家の軒下を飾っていた
11月2日㊎
旭
吊るし柿とすぼ柿作り体験 午前９時〜正午

昔の民家の軒先に下がっていた吊るし柿とすぼ柿を、ご自身で
再現してみましょう。柿は乾燥するまでご自宅に吊るし、お部屋
のインテリアの一品にいかがでしょうか。
集合場所／萩市旭活性化センター
（佐々並2662番地6）
体験料／1,500円 定員／15人
（最少10人）
受入／萩・あさひ体験の駅連絡協議会
準備物／作業のできる服装・エプロン・包丁
当日の連絡先／萩市旭活性化センター
56・0211

11月11日㊐

午前10時〜午後３時の間で随時
（所要時間約30分）

須佐

刈り取ったばかりの茜色に染まった赤米の稲穂を使ったリース
作り体験。オリジナルの作品はお持ち帰りできます。ハーブティ
ーの無料サービス付き。当日は会場で赤米フェスタ開催。
集合場所／須佐大橋コミュニティ
広場（須佐 3139-1）
体験料／ 1,000 円 定員／ 20 人
受入／手芸グループ「はなみずき」
準備物／手ぶらでＯＫ
当日の連絡先／須佐大橋コミュニ
ティ広場 08387・6・2436

11月11日㊐

午前10時〜午後３時の間で随時
（所要時間約30分）

須佐

江戸時代に盛んに焼かれていた須佐唐津焼。その郷で集落の皆
さんが焼き物作りに取り組んでいます。ろくろ体験でオリジナル
の焼き物作りが楽しめます。作品は、焼いて後日お届けします。
当日は会場で赤米フェスタ開催。
集合場所／須佐大橋コミュニティ
広場（須佐 3139-1）
体験料／作品１個につき
2,000 円（送料別）定員／ 20 人
受入／須佐焼の会
準備物／手ぶらでＯＫ
当日の連絡先／須佐大橋コミュニ
ティ広場 08387・6・2436

川上

昔ながらの手作りこんにゃく作り体験
11月25日㊐、12月９日㊐ 午前８時30分〜午後１時30時

炭窯がいらない、もみがらでの木炭作りを体験しませんか。場
所と材料さえあれば、誰でも作ることができます。お気軽にご参
加ください（木炭のお土産付き）
。
集合場所／萩阿武川温泉公園
第一駐車場（川上 4892-1）
体験料／ 1,000 円
定員／ 10 人（最少４人）
受入／阿武賢治
準備物／汚れてもよい服装、軍手
当日の連絡先／ 54・2728

自家製こんにゃく芋と石灰水を使って、昔ながらのこんにゃく作
りを体験します。作ったこんにゃくを使って簡単な昼食も作ります。
集合場所／こいこいがんこ村
（吉部下 4738-1）
体験料／大人（中学生以上）
2,000 円、小学生 1,000 円
定員／５人（最少３人）
受入／岡村まさ子
準備物／エプロン、三角巾
当日の連絡先／ 08388・6・0446

クッキー・ケーキ作りとピザ焼き体験
12月9日㊐ 午前９時30分〜午後２時

福栄

福栄地域の名産品である「しあわせのクッキー」と「ふくふくチ
ーズケーキ」作りを体験してみませんか。また、ピザ作りも体験し、
昼食を食べましょう。
集合場所／福の里企業組合
（萩市紫福支所となり、紫福 2556-4）
体験料／大人 2,000 円、小・中学生
500 円 定員／ 10 人（最少３人）
受入／福の里企業組合
準備物／エプロン・三角巾
当日の連絡先／ 53・0824

千石台だいこんでばあちゃんと漬物作り体験
12月16日㊐

午前10時〜午後２時

千石台だいこんを使って、生漬け沢庵を作ります。昼食は、羽
釜で炊き込みご飯、地元野菜とむつみ豚で豚汁を作ります。本漬
け沢庵作りもお見せします（だいこんの
お土産付き）
。
集合場所／むつみ福祉の里ふれあい
センター（吉部上 3301-1）
体験料／1,500円 定員／10人
（最少5人）
受入／むつみ支部老人クラブ連合会女性部
準備物／エプロン、三角巾
当日の連絡先／ 08388・6・0237
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もみがらで木炭作り体験
11月18日㊐ 午前10時〜正午

須佐焼ろくろ体験
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古代米・赤米リース作り体験

お正月を手作り門松で迎えよう
12月16日㊐ 午前９時30分〜11時30分

川上

竹を加工して手作りの門松を作ります。
自分好みの飾りつけで、
素敵なお正月を準備してみませんか。
集合場所／川上公民館
（川上4527）
体験料／ 1,500 円
定員／ 10 人
受入／山中章三
準備物／作業のできる服装
当日の連絡先／川上林業
機械施設 54・2002

弥富そば打ち道場
12月16日㊐、23日㊐㊗

午前10時〜正午

須佐

今年も弥富の里に 6ha の蕎麦が栽培されています。その新蕎
麦を使って十割蕎麦を自分の手で打って見ませんか。市販では味
わえない素晴らしいコシと風味を味わえます。
集合場所／旧弥富中学校
（弥富下 4084-6）
体験料／ 2,000 円 定員／ 10 人
受入／弥富亀しゃん倶楽部
準備物／エプロン・タオル
当日の連絡先／宮内欣二
08387・8・2016

