
 

10/6 10/7 10/8 10/13 10/14 10/20 10/21
土 日 月・祝 土 日 土 日

1 古布で作ったオリジナル花飾りつくり 11時〜16時
（随時受付／受付15時半まで）

⻘⽊周弼旧宅

2 お花の宝石箱（レカンフラワー） 11時〜16時
（随時受付／受付15時半まで）

⻘⽊周弼旧宅

3 はいから袴 de 萩城下町 11時〜16時
（受付15時まで）

萩博物館講座室

4 スクラップブッキングつくり 11時〜16時
（随時受付／受付15時半まで）

萩博物館 講座室（7日）
⻘⽊周弼旧宅（21日）

5 城下町 de 癒しタイム
17時〜21時（6日）
11時〜16時（7日）

⾦毘羅社 円政寺（6日）
⻘⽊周弼旧宅（7日）

6 城下町 de 秋ネイル 11時〜16時
（随時受付／受付15時半まで）

⻘⽊周弼旧宅

7 手描きエコバッグつくり 萩・涼山泊

8 13時〜15時半（要事前予約） 国指定重要⽂化財 熊⾕家住宅

9 14時〜（約1時間30分） 萩城下町周辺（旧久保⽥家住宅 発着）

10 岩川旗店オリジナル巾着つくり 11時〜16時
（随時受付／受付15時半まで）

萩博物館 講座室（8日）
⻘⽊周弼旧宅（20日）

11 きものレンタル＆着こなしアドバイス 10時〜16時
（受付14時まで）

⻘⽊周弼旧宅

12 ⾹るかんざし・指輪＆⾹⽔つくり 11時〜16時
（随時受付／受付15時半まで）

⻘⽊周弼旧宅

13 自然の彩りを感じる苔玉つくり 11時〜16時
（随時受付／受付15時半まで）

⻘⽊周弼旧宅

14 フレグランスラタンボールつくり 11時〜16時
（随時受付／受付15時半まで）

⻘⽊周弼旧宅

15 柿並大内堂の⽔引かんざしつくり 11時〜16時
（随時受付／受付15時半まで）

⻘⽊周弼旧宅

16 はじめてのデジタル一眼カメラ 11時〜16時の間随時受付 旧久保⽥家住宅

講 座 名 時 間 会 場

期間中毎日（10⽉1日〜21日）

 11時〜16時 (6日)、10時〜16時 (7日)、10時〜12時 (8日)

日本の伝統⽂化「着物」を着て、着物に似合う和小物づくり講座や、世界遺産に登録された萩のまちの歴史を学ぶ講座など、和の体験プログラムをお楽しみください！

⽂化財 de 和らふかい 其の参
風呂敷講座 ＆ お茶を点ててみよう会
世界遺産＆「花燃ゆ」＆「⻄郷どん」
ゆかりの地を巡る！ガイドツアー



③ はいから袴 de 城下町 10月6日(土)、7日(日)、8日(月・祝)

はいから袴を着て、風情ある城下町を歩いてみませんか？
和の伝統を知り、現代に活かす着こなしを学びます。
（草履はレンタルできます。ブーツをご希望の⽅は

ご持参ください）

会 場／萩博物館講座室
時 間／11時〜16時（随時受付／受付15時まで）
料 ⾦／5,500円

（袴レンタル、着付け、メイク、ヘアセット込み）
協 ⼒／RISARISA 〜魔法の技術者〜 岡藤吏佐さん

明治維新150年をテーマに、和と洋を融合した
大人っぽくモダンな作品にしてみました。
素敵な写真を是非、スクラップしてみませんか？

④ スクラップブッキングつくり 10月7日(日)、21日(日)

① 古布で作ったオリジナル花飾りつくり 10月6日(土)、20日(土)

好きな花の柄を選んで、自分のオリジナル
の花飾りを作って遊んでみませんか。着物
姿をさらに引き⽴てる髪飾りやブローチに
なります。

各日
先着8名

会 場／⻘⽊周弼旧宅
時 間／11時〜16時

（随時受付／受付15時半まで）
料 ⾦／通常 1,000円、着物割引 700円
協 ⼒／岡野芳⼦さんと仲間たち

会 場／萩博物館講座室（7日）
⻘⽊周弼旧宅（21日）

時 間／11時〜16時（随時受付／受付15時半まで）
料 ⾦／通常 1,000円、着物割引 800円
協 ⼒／アルパカのアトリエ 村⽥ 裕⼦さん

会 場／⻘⽊周弼旧宅
時 間／11時〜16時

（随時受付／受付15時半まで）
料 ⾦／通常 2,000円、着物割引 1,700円
協 ⼒／エンジェルブーケ 高橋 朋⼦さん

"レカン"とは、フランス語で宝石箱の意味。
⽴体乾燥させた本物のお花で素敵なお花の
宝石箱を作りませんか♪ 特殊密封しますの
で、数年間美しさを保てますよ♪

② お花の宝石箱（レカンフラワー） 10月6日(土) 限定
17セット

⑥ 城下町 de 秋ネイル 10月7日(日）

プロのネイリストによる秋色ネイルで指先を華やかに
彩ってみませんか？着物に合わせて爪のおしゃれも
お楽しみください。

会 場／⻘⽊周弼旧宅
時 間／11時〜16時（随時受付／受付15時半まで）
料 ⾦／ネイルケア 通常 1,500円 着物割引 1,200円

ジェルネイル 通常 3,500円 着物割引 3,200円
単色10本（ストンアート2本プレゼント)

プロのエステティシャンによるハンドエステで、
夏の紫外線を美白ケアし、日々の疲れを癒す、
リラックスタイムを過ごしませんか？着物で
ゆったりと贅沢な時間を。

会 場／⾦毘羅社 円政寺（6日）、⻘⽊周弼旧宅（7日）
時 間／【6日】17時〜21時（受付20時半まで）

【7日】11時〜16時（受付15時半まで）
料 ⾦／ハンドエステ 通常 1,500円 着物割引 1,200円

ハンドマッサージ 通常 1,000円 着物割引 700円

⑤ 城下町 de 癒しタイム 10月6日(土)、7日(日)

セット割引
ネイルケア+
ハンドエステ 2,000円

セット割引
ネイルケア+
ハンドエステ 2,000円



⑪ きものレンタル＆着こなしアドバイス 10月8日(月・祝)

筆書きやステンシルなどでオリジナルの
エコバッグ（A4サイズ）を作成します。
型紙は実際に着物の染色に使われたもの
も使います。
会 場／萩・涼山泊
時 間／11時〜16時（6日）

10時〜16時（7日）
10時〜12時（8日）

料 ⾦／通常 700円、着物割引 500円
協 ⼒／SHOP和彩彩 松井恭⼦さん

⑦ 手描きエコバッグつくり 10月6日(土)、7日(日)、8日(月・祝)

⑨ 明治維新150年記念
世界遺産＆「花燃ゆ」＆「西郷どん」ゆかりの地を巡る！
ガイドツアー

世界遺産の「萩城下町」を着物で散策しませんか？
大河ドラマ「⻄郷どん」主人公 薩摩藩 ⻄郷隆盛との
薩⻑同盟に尽⼒した"維新の三傑”⽊⼾孝允旧宅に特別
入館！高杉晋作・楫取素彦ゆかりの地などを巡ります。

会 場／萩城下町周辺
（旧久保⽥家住宅 発着）

時 間／14時〜（約1時間30分）
料 ⾦／無料（着物の⽅は特典あり）

⽊⼾孝允旧宅へ特別入館
協 ⼒／萩市観光協会 語り部

平野まゆみ

10月7日(日)、8日(月・祝)、14日(日)

会 場／国指定重要⽂化財 熊⾕家住宅
時 間／13時〜15時半（事前予約）

当日券も若⼲ご⽤意有り。電話で
お問合せください

料 ⾦／通常 2,700円、着物割引 2,300円
（風呂敷講座、リバーシブル風呂敷、お抹茶

お自服体験、⽂化財入館、明治維新150年
記念拝観料込）

協 ⼒／つつみ純⼦さん パン教室璃梵
予約先／熊⾕美術館 電話0838-22-7547（火・⽊・土・日曜日9時〜16時）

日本の風呂敷包み伝道者のつつみ純⼦先⽣を
お迎えして、充実の風呂敷講座。リバーシブル
風呂敷のお土産を記念にどうぞ。
講座の後は、萩の郷土料理をアレンジした創作
和菓⼦、季節の和菓⼦･･･美味しい和菓⼦と共に、
お抹茶のご自服が出来ます。
⽂化財での貴重な体験は、インスタ、フェイス
ブックなどへの投稿も大歓迎です。

⑧ 文化財 de 和らふかい 其の参

風呂敷講座＆お茶を点ててみよう会 10月7日(日)

⑩ 岩川旗店オリジナル巾着つくり 10月8日(月・祝)、20日(土)

手拭パッチワークのランチョンマットから
巾着へ変身！縫い⽅を工夫して、お好きな
形に仕上げることができます。
形は2種類からお選びいただけます。

会 場／萩博物館講座室（8日）
⻘⽊周弼旧宅（20日）

時 間／11時〜16時
（随時受付／受付15時半まで）

料 ⾦／通常 1,200円、着物割引 900円
協 ⼒／岩川旗店 篠原紀⼦さん

会 場／⻘⽊周弼旧宅
時 間／10時〜16時（受付14時まで）
料 ⾦／4,000円（着物を持込みの場合は2,000円）

レンタル＋着付け＆着こなしアドバイス
協 ⼒／装道礼法きもの学院 山口県認可連盟

要事前
予約

きものを着る際の不安や疑問、⽴ち居振る舞い
などを、きもの礼法講師が気軽に楽しくアドバ
イスします。着物でのお出かけがより一層楽し
くなりますよ♪苦しくない楽な着付けで観光も
グルメも思いっきり満喫しましょう！



⑬ 自然の彩りを感じる苔玉つくり 10月13日(土)

土に触れ、季節の草花で自分好みの苔
玉を作ります。自然を身近に感じ植物
の日々の成⻑をお楽しみ下さい。
（コースター付）

会 場／⻘⽊周弼旧宅
時 間／11時〜16時

（随時受付／受付15時半まで）
料 ⾦／通常 1,500円、着物割引 1,300円
協 ⼒／稲倉普美⼦さん、藤井真⼸さん

⑮ 柿並大内堂の水引かんざしつくり 10月14日(日）、21日(日）

「⽔引」でかんざしをつくります。
かんざしの色は、⾚、⻘、⽔色、藍、うす紫、
緑の6色の中からお選びいただけます。

会 場／⻘⽊周弼旧宅
時 間／11時〜16時

（随時受付／受付15時半まで）
料 ⾦／通常 1,200円、着物割引 900円
協 ⼒／柿並大内堂 柿並 泰⼦さん、亜希⼦さん

⑭ フレグランスラタンボールつくり 10月14日(日)

華やかな和のアロマクラフト作りです。お好きな
⾹りを使って自分らしさを表現してみませんか？
⾹りと鈴の⾳が⼼地よく、スワロフスキー付きの
蝶が⼥⼦⼒を高めてくれます。ドアノブやバッグ
にぶら下げても可愛いです♪（限定15個）

会 場／⻘⽊周弼旧宅
時 間／11時〜16時（随時受付／受付15時半まで）
料 ⾦／通常 1,200円、着物割引 900円
協 ⼒／アロマリラックス ⻄⽥ 純⼦さん

限定
15個

⑯ はじめてのデジタル一眼カメラ 期間中毎日

デジタル一眼カメラについて、基礎から応⽤まで実践⽅式で
楽しく学びます。
①デジタル一眼カメラの仕組み ②露出（絞り・シャッター
スピード・ISO感度）について ③レンズによる表現効果に
ついて ④実践撮影など
お使いのデジタル一眼カメラをお持ちください（貸出し可）
会 場／旧久保⽥家住宅
時 間／11時〜16時の間随時
料 ⾦／無料
協 ⼒／着物ウィークin萩「美しく撮り隊」高尾邦彦さん

⽺⽑フェルトボールのかんざし・指輪と⾹⽔を作って
頂きます。完成したかんざし・指輪に調⾹した⾹⽔を
噴霧して「⾹るかんざし」「⾹る指輪」の完成です。
お選び頂いた色と⾹りで「いまの貴⽅」を和み彩⾹
カラーボトルカウンセラーがプチカウンセリング
させて頂きます♪（限定20名）

⑫ 香るかんざし・指輪＆香水つくり 10月13日(土) 限定
20名

会 場／⻘⽊周弼旧宅
時 間／11時〜16時（随時受付／受付15時半まで）
料 ⾦／かんざし＆⾹⽔ 通常 2,000円、着物割引 1,700円

指輪＆⾹⽔ 通常 1,800円、着物割引 1,500円
協 ⼒／アロマリラックス

枡⽥ 久美⼦さん


