1 日（ 金）、3
）、 3 日（ 日）、4
）、 4 日（ 月）、5
）、 5 日（ 火）、
6 日（ 水）、7
）、 7 日（ 木）、8
）、 8 日（ 金）、10
）、 10日
10 日（ 日）
■時間 ： 11時～16時 （随時受付）
■場所 ： 青木周弼旧宅
■料金 ： 1,000円（通常）、700円（着物の方）
アートフラワーで髪飾りやコサージュを作ります。
帯に飾るとおしゃれなアクセントになります。

① アートフラワー
アートフラワーで
で
コサージュつくり
コサージュつくり

1 日（ 金）～11
）～11日
11 日（ 月・ 祝）
の間毎日

2 日（ 土）

■時間 ： 13時集合
（1時間程度）
■場所 ： 萩博物館玄関前
（集合・出発）
■料金 ： 無料（着物特典あり）

■時間 ： 10時30分～、14時～
（いずれも30分程度）
■場所 ： 有備館
（萩市立明倫小学校内）
■料金 ： 無料（着物特典あり）

江戸時代の佇まいを残す萩城城下町を、観光ガイドと一緒に
歩きます。萩の歴史を学びながら、散策をお楽しみください。

坂本龍馬がかつて萩を訪れた際に剣をふるったといわれる、
藩校明倫館の槍剣道場「有備館」を特別公開。坂本龍馬と
萩の関係について、萩博物館学芸員が歴史講座をします。

【協力】 NPO萩観光ガイド協会

【協力】萩博物館特別学芸員 一坂太郎さん

【協力】 岡野芳子さん

② 木の実で
アクセサリーつくり
アクセサリーつくり
要予約

③ 竹小物つくり
竹小物つくり
1 日（ 金）、2
）、 2 日（ 土）、3
）、 3 日（ 日）、4
）、 4 日（ 月）、
5 日（ 火）、6
）、 6 日（ 水）、7
）、 7 日（ 木）、8
）、 8 日（ 金）、
10日
10 日（ 日）、11
）、 11日
11 日（ 月・ 祝）
■時間 ： 11時～16時（随時受付）
■場所 ： 青木周弼旧宅
■料金 ： 800円（通常）、600円（着物の方）
【協力】はなみずき 大田紀代さん

限定２０
限定２０名
２０名

④ 岩川旗店
岩川旗店オリジナル
オリジナル
匂い
匂い袋つくり
椿油って
椿油 って･･･
って ･･･何
･･･ 何 ？

⑤ 水引小物つくり
水引小物つくり

椿油とは、椿の種子（実）を
搾った油で、用途の広さは
和製オリーブオイルとも
言われています。
揚げ物料理などのほか、
ドレッシングのベースとして
使用していただける多目的
なクッキングオイルです。

⑥ ビーズでかんざしつくり
ビーズでかんざしつくり

椿の実を使ったブローチや、木の実のブローチ、
夏みかんの花をモチーフにしたブローチをつくります。

1 日（ 金）、2
）、 2 日（ 土）、
3 日（ 日）、4
）、 4 日（ 月）

2 日（ 土）、9
）、 9 日（ 土）、
11日
11 日（ 月・ 祝）

■時間 ： 11時～16時
（随時受付）
■場所 ： 萩博物館（屋外）
■料金 ： 100円（通常）、
着物の方には特典あり

■時間 ： 11時～16時
（随時受付）
■場所 ： 青木周弼旧宅
■料金 ： 1,000円（通常）
700円（着物の方）

2 日（ 土）
萩で絞られた椿オイルとお好みの調味料を合わせて、サラダ
ドレッシングをつくります。「オレイン酸」を多く含み、体にもいい
椿オイルで、おいしいドレッシング作ってみましょう。
■時間 ： 15時～（1時間程度）
■場所 ： 欧風家庭料理パウゼ（萩市浜崎）
■料金 ： 1,000円（通常）、800円（着物の方）
【協力】 欧風家庭料理パウゼ、株式会社サン精機

竹の素材を生かして竹とんぼなどの竹小物をつくります。
手軽に作れるので、お子様連れのご家族にもオススメ！

萩の岩川旗店オリジナルの模様をモチーフに匂い袋を作ります。
出来上がりを袖にしのばせて、帯飾りにして・・・ほのかな香りの
演出が着物姿を更に引き立てます。

【協力】秋山 壮さん

【協力】 岩川旗店 篠原紀子さん

着物ウィークin萩 期間中は、
イベント会場にて、着物の
レンタル・着付けができます！
女性物100着以上、男性物30着以上ご用意しています。
小物、足袋、ぞうりまですべてレンタルに含まれます。

◆料金◆
料金◆
要予約

限定１０
限定１０名
１０名

着物レンタル
着付け

4,000円（着付け込み）
1,000円（着物をお持込みの場合）

◆ご利用時間◆
利用時間◆
8 日（ 金）

9 日（ 土）

■時間 ： 13時30分～16時
（随時受付）
■場所 ： 木戸孝允旧宅
■料金 ： 1,000円（通常）
700円（着物の方）

■時間 ： 11時～16時
（随時受付）
■場所 ： 青木周弼旧宅
■料金 ： 1,000円（通常）
700円（着物の方）

ご祝儀などに使われている「水引」を使った小物つくり。
自分で選んだ色合わせでかんざしをつくります。

ビーズを使ったかんざし作り。キラキラしたかんざしは帯飾り、
本のしおりとしても使えます。女の子らしいアクセサリーです。

【協力】 柿並大内堂 柿並泰子さん、柿並義子さん

【協力】 伊藤寛子さん

着物でおしとやかに。
お茶席マナーのポイント
を、ちょっと身につけて
みませんか。
萩焼でおいしくお抹茶を
いただきます。
【協力】
惺々庵 森田タキ子さん

5 日（ 火）
■時間 ： 14時30分～（1時間程度） ■場所 ： 惺々庵
■料金 ： 500円（通常） 着物特典あり

10：00～17：00（受付は15：00まで）
※ 8日（金）～10日（日）は、
10：00～21：00（受付は19：00まで）

お問合わせ
問合わせ・
わせ・お申込みは
申込みは・・・
みは・・・

着物ウィークin萩実行委員会
（萩市観光協会内）
萩市観光協会内）
〒758‐
758‐ 0061 萩市大字椿3537
萩市大字椿3537番地
3537番地3
番地3
TEL 0838‐
0838‐ 25‐
25‐ 1750／
1750／FAX 0838‐
0838‐ 25‐
25‐ 2073
http://www.hagishi.com

