
 

1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日

火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月･祝

1 はじめてのデジタル一眼カメラ 13時〜16時 旧久保⽥家住宅

2 二眼レフカメラ入門講座
11時〜13時
各日 先着2名

旧久保⽥家住宅

3 着物の古着でつまみ細工つくり
11時〜16時
（随時受付／受付15時半まで）

旧久保⽥家住宅

4
きものレンタル＆
美しい立ち居振る舞いアドバイス

10時〜16時
（随時受付／受付14時まで）

⻘木周弼旧宅

5
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

6 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）

⻘木周弼旧宅

7
お花のチャーム(L)と
　KEYホルダーつくり

11時〜16時
（随時受付／受付15時半まで）
各サイズ限定10個

萩博物館 講座室

8 スクラップブッキング
11時〜16時
（随時受付／受付15時半まで）

萩博物館 講座室

9
ハイブリッド着物・袴 de
おしゃれを楽しもう

11時〜16時
（随時受付／受付15時まで）
各日 袴／5名限定、着物／8名限定

萩博物館 講座室

10
よっ！年男！高杉晋作さんの
あれやらこれやらお話しします

14時〜（約1時間30分）
萩城下町周辺
（旧久保⽥家住宅 発着）

11 人気の苔テラリウムつくり
11時〜16時
（随時受付／受付15時半まで）

旧久保⽥家住宅（7日）
⻘木周弼旧宅（13日）

12 和柄包装紙でギフトラッピング
11時〜16時
（随時受付／受付15時半まで）

旧久保⽥家住宅

13 自然香水つくり
11時〜16時
（随時受付／受付15時半まで）
限定10名

萩博物館 講座室

14 和紙の花が香るクラフトつくり
11時〜16時
（随時受付／受付15時半まで）
限定10名

萩博物館 講座室

15 城下町 de 秋ネイル
11時〜16時
（随時受付／受付15時半まで）
16時以降は円政寺（受付20時まで）

⻘木周弼旧宅
16時以降は、
⾦毘羅社 円政寺

16 城下町 de 癒しタイム
18時〜21時
（随時受付／受付20時半まで）

⾦毘羅社 円政寺

17
着物 de つまみ細工
（かんざし・キーホルダー）

①12時〜14時
②14時半〜17時
※受付時間は、⑰の欄をご確認ください

かんざし／限定6個
キーホルダー／限定10個

⾦毘羅社 円政寺

18
柿並大内堂の
水引イヤリング・ピアスつくり

11時〜16時
（随時受付／受付15時半まで）

⻘木周弼旧宅

19
洋服mix着物コーデを楽しもう
～レンタル＆アレンジ術～

10時〜16時
（随時受付／受付15時半まで）
各日先着  ⼥性15名 男性3名

カフェ 晦事（コトコト）

2階

20 文化財でせっけんアート
①11時〜 ②13時〜 ③15時〜
各回10名限定 （先着順  事前予約
可）

熊谷美術館

会 場講 座 名 時 間

着物に似合う和小物づくり講座や、きもの体験、萩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！
着物を着ていない方でもご参加いただけます。着物の方には割引があります♪和の学び舎



④ きものレンタル＆美しい立ち居振る舞いアドバイス 10月5日(土)

会 場／⻘木周弼旧宅
時 間／10時〜16時（随時受付／受付14時まで）
料 ⾦／4,000円（着付け含む）

（着物を持込みの場合は、着付けのみ2,000円）
協 ⼒／装道礼法きもの学院 山口県認可連盟

きもの礼法講師が、きものを着る際の⽴ち居振る
舞いや、覚えておくと便利なポイントなどを、分
かりやすくアドバイスします。お気に入りのきも
のに着替えて、まち歩きを楽しみましょう♪

※足袋はご持参ください
（当日販売もあります）

事前予約も承ります 予約先↓
萩市観光協会 電話0838-25-1750

⑩ よっ！年男！高杉晋作さんのあれやらこれやらお話しします
10月5日(土)、6日(日)、12日(土)、13日(日)

幕末の風雲児・高杉晋作は、日本の道百選
に選定された菊屋横町に⽣まれ、今年で⽣
誕180年。
誕⽣地やゆかりのお寺など、晋作のよもや
ま話をお聞きいただきながら、世界遺産の
一画 萩城下町をガイドと巡ります。

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）
協 ⼒／萩市観光協会 語り部 平野まゆみ

高杉晋作誕生地、
円政寺に

特別入館します！

⑤ 古布で作ったオリジナル花飾りつくり 10月6日(日)、13日(日)

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。

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

⑥ 岩川旗店オリジナル巾着つくり 10月6日(日)、14日(月・祝)

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／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／岩川旗店 篠原 紀⼦さん

会 場／萩博物館 講座室
時 間／11時〜16時

（随時受付／受付15時半まで）
料 ⾦／Lサイズ

通常 1,000円、着物割引 850円
Mサイズ（タッセル付き）
通常 1,150円、着物割引 1,000円

今流⾏りの本物のお花を使ったボタニカル
小物を作りましょう♪
【 Lサイズ・Mサイズ 各限定10個 】

⑦ お花のチャーム(L)とKEYホルダーつくり 10月6日(日)

協 ⼒／エンジェルブーケ 高橋 朋⼦さん

各サイズ
限定10個

写真がオシャレに飾れる作品です。
お好きなパーツを選んで、素敵に飾りつけて
みませんか？
壁に掛けたり、⽴て掛けたりできます。

会 場／萩博物館 講座室
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

⑧ スクラップブッキング 10月6日(日)、13日(日)、14日(月・祝)

⑨ ハイブリッド着物・袴 de おしゃれを楽しもう
10月6日(日)、13日(日)、14日(月・祝)

2020年東京オリンピックを記念して、500円玉の図柄が
「風神雷神」に。ひと足先に「風神雷神」の帯や小物を
身につけませんか？萩の町並みには歴史がいっぱい。
おしゃれして散歩しませんか？パーソナルカラー診断で、
あなたに合った色を選んでいきます。

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／5,000円（レンタル、着付け）

【オプション】ポイントメイク（500円）、
ヘアセット（1,000円）、パーソナルカラー診断（2,000円）

協 ⼒／RISARISA 〜魔法の技術者〜 岡藤 吏佐さん

袴／
5名限定
着物／

8名限定

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。お使いのデジタル一眼カメラがあ
ればお持ち下さい（貸出しもあります）
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

会 場／旧久保⽥家住宅 時 間／13時〜16時
料 ⾦／通常 500円、着物の⽅は無料
協 ⼒／着物ウィークin萩「美しく撮り隊」高尾邦彦さん

① はじめてのデジタル一眼カメラ
10月1日(火)、3日(木)、8日(火)、10日(木)

クラシカルな二眼カメラで世界遺産「萩城下町」を撮影
しませんか？二眼レフカメラの仕組みを学び、実際に撮
影して頂きます。12枚撮りフィルム1本付（フィルムは
ご自身でお近くのカメラ店に現像を依頼してください）

会 場／旧久保⽥家住宅
時 間／11時〜13時
料 ⾦／通常 2,000円、着物割引 1,000円
協 ⼒／着物ウィークin萩「美しく撮り隊」高尾邦彦さん

② 二眼レフカメラ入門講座 10月4日(金)、11日(金)

古い着物をリメイクして、つまみ細工
をつくります。
着物に似合う髪飾りやブローチなど、
素敵にアレンジしてみませんか。

会 場／旧久保⽥家住宅
時 間／11時〜16時

（随時受付／受付15時半まで）
料 ⾦／通常 800円、着物割引 500円

③ 着物の古着でつまみ細工つくり 10月4日(金)、7日(月)、8日(火)

各日
先着2名



⑪ 人気の苔テラリウムつくり 10月7日(月)、13日(日)

苔テラリウムはガラスボトルの中に手のひらサイズの
小さな森をイメージして、苔や植物、オーナメントを
入れて身近な素材で自由につくれます。
植物に触れながら自然の彩りを感じてください。

会 場／旧久保⽥家住宅（7日）、⻘木周弼旧宅（13日）
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

⑫ 和柄包装紙でギフトラッピング 10月9日(水)

和柄の包装紙やリボンを使って、箱や袋
のラッピングをしていただき、リボンを
結んでギフトを完成させます。

会 場／旧久保⽥家住宅
時 間／11時〜16時

（随時受付／受付15時半まで）
料 ⾦／通常 800円、着物割引 500円
協 ⼒／雑貨屋 LiNK!!

本格的なフレグランス作りにチャレンジして調
香師の気分を味わってみませんか？
香水の代表的なシプレ、フゼア、シトラスの香
りの中からお好きなタイプをお選び頂き、更に
あなたらしい香りに仕上げて下さい。
世界にたったひとつのフレグランスが完成です。

⑬ 自然香水つくり 10月12日(土) 限定
10名

会 場／萩博物館 講座室
時 間／11時〜16時（随時受付／受付15時半まで）
料 ⾦／通常 2,300円、着物割引 2,000円

色とりどりの和紙からお好きな色でお花を作り、
プリザーブドフラワーやドライフラワーも使って
制作したフラワークラフトに、和み彩香オリジナ
ルの精油で香り付けして完成です♪
最後に、お選び頂いた和紙の色で「いまの貴⽅の
⼼理」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を⾏います。

⑭ 和紙の花が香るクラフトつくり 10月12日(土) 限定
10名

会 場／萩博物館 講座室
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／アロマリラックス
枡⽥ 久美⼦さん

協 ⼒／アロマリラックス
鈴木 小夜⼦さん

⑮ 城下町 de 秋ネイル 10月12日(土）

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（約0.5ｈ）

通常 1,500円 着物割引 1,200円
ジェルネイル（約1ｈ）

通常 3,500円 着物割引 3,200円
カラー1色 or グラデーション1色

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
時 間／18時〜21時（受付20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

⑯ 城下町 de 癒しタイム 10月12日(土)

会 場／熊谷美術館
時 間／①11時〜 ②13時〜 ③15時〜

（先着順 各回10名 事前予約可）
料 ⾦／2,000円

着物特典：同日開催特別展へご招待
協 賛／BeeCruise(株)9kyuu

アロマ空間デザイン（株）
予約先／電話0838-22-7547 090-1984-3024

FAX 0838-24-3773 

体に優しい自然素材とふるさとのお気に
入りの香りで世界にたった一つのオリジ
ナル宝石せっけんを作ります。

⑳ 文化財でせっけんアート 10月14日(月・祝）

【特別展】2019年9月1日〜11月24日
伝統から現代、未来へ
「古萩・今萩・新萩」「雪舟と山本浩二」

先着順
各回10名

16時以降は、⾦毘羅社 円政寺にて
開催します（受付20時まで）

セット割引
ネイルケア+
ハンドエステ

2,000円

18時〜

ちりめん⽣地を使用し、簪（かんざし）・
キーホルダーを作ります。
【かんざし／限定6個、キーホルダー／限定10個】
会 場／⾦毘羅社 円政寺
時 間／
①12時〜14時

かんざし受付 ：12時〜12時30分
キーホルダー受付：12時〜13時

②14時30分〜17時
かんざし受付 ：14時30分〜15時
キーホルダー受付：14時30分〜15時30分

料 ⾦／かんざし（約90〜120分）
通常 2,000円 着物割引 1,800円

キーホルダー（約60〜90分）
通常 1,200円 着物割引 1,100円

限定
6個

限定
10個※小学5年⽣以上が対象となります

※予約優先 （予約先）萩市観光協会 電話0838-25-1750

⑰ 着物 de つまみ細工 10月12日(土)

⑱ 柿並大内堂の水引イヤリング・ピアスつくり
10月12日(土）、14日(月・祝）

水引でイヤリング・ピアスをつくります。
色は、⾚、⻘、白、うす紫、⿊レインボーの
５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 1,800円、着物割引 1,500円
協 ⼒／柿並⼤内堂 柿並 泰⼦さん、亜希⼦さん

会 場／カフェ晦事（コトコト）２階
時 間／10時〜16時

（随時受付／受付15時半まで）
料 ⾦／3,000円（着物レンタル・

ロングTシャツなど一式込み）

⑲ 洋服mix着物コーデを楽しもう ～レンタル＆アレンジ術～
10月12日(土)、13日(日)、14日(月・祝)

着物を現代風に着こなし！ロンT、帽⼦、靴
などと組み合わせ、自由にコーディネートし
ちゃいます♪ 着付けの所要時間は10分！気
軽に着物を楽しみませんか？

各日先着
⼥性15名
男性3名


