
参加
対象

どなたでも
（未就学児は保護者
同伴でお願いします）

NEW!!

開
催
期
間

 ホームページまたは各プログラムに記載の電話・
Eメールなどからお申し込みください。  HP http://www.jalan.net/activity/

お問い
合わせ

【 自 然 】
【歴史学習】
【 工 芸 】
【 味 覚 】
【その他】

自然を感じる、学びと癒しのプログラム
偉人、建築など岩村の歴史を学ぶプログラム
地域の素材や伝統を体験する、ものづくりプログラム
この地域の郷土料理を、食べて学ぶグルメプログラム
お守りアロマづくりやフラワーアレンジメントなど、心くすぐるプログラム

ホームページも facebookも いわむら五っこ で検索！
●いわむら五っこHP　http://iwamura55.com/

「遊び・体験予約」➡エリア条件から「全国＞岐阜＞恵那・多治見・可児・加茂＞恵那」で絞り込み！

岩村で遊ぼう!!25の体験プログラム 受付開始！！

「いわむら五っこ」とは、五感体験の「五」とこどもの
あそびの「ごっこ」を組み合わせた岐阜県恵那市岩村町
を舞台に開催される体験プログラム群の総称です。

2018 2018

5.1■火～9.30■日

岩村を楽しむ
●5 の

カテゴリー

全国でも珍しい岐阜県の東濃地方独特の米粉のお菓子
「からすみ」を団子にして串に刺した「からすみ団子」を作り
ます。同じく、郷土料理の「すりやき」の試食付き！ここでしか
味わうことのできない郷土料理をご堪能ください。
※5月5日（土）は、柏餅づくりも体験できます。（予約時に選択してください）

開催日
時 間
定 員
参加料

主 催
問合せ

5/5（土）、6/16（土）、7/21（土）、８/18（土）
13:00～15:30
10名（最少催行人数4名）
2,000円
（柏餅づくりは参加料1,000円で5個。以降は1個200円）
いわむらの味家庭科クラブ
E-mail  info@hot-iwamura.com

05 味覚
参加
対象 どなたでも

集合
場所

ふるさと
富田会館

ご当地スイーツ
「からすみづくり」体験

全国でもこの地方だけのご当地スイーツづくり

さまざまな大きさの『木っ端』をくっつけて、自分だけのオリ
ジナルminiロボットを作ってみよう！！夏休みの作品にもどう
ぞ♪

開催日
時 間
定 員
参加料
主 催
問合せ

5/26（土）、7/29（日）、9/16（日）
①13:30～14:30　②15:00～16:00
10名（最小催行人数３名）
500円（１作品）
NPO法人いわむらでんでんけん
0573-32-1263
E-mail　iwamura@denden.enat.jp

04 工芸
参加
対象 どなたでも

集合
場所

上町まちなか
交流館

木っ端で
★miniロボットづくり

小さなお子様にオススメ！

観光ガイドと行く「岩村城下町つまみ食い＆町歩きツ
アー」。特産品のカステラ、地酒、漬物などをつまみ食いしな
がら、400年の歴史を誇る「女城主の里・岩村城下町」を観
光ガイドの案内で散策してみませんか？申込みの締切日
は、実施日の10日前まで。

開催日
時 間
定 員
参加料
主 催
問合せ

毎日（曜日によって、試食できる店が異なります）
10:00～17:00の間の2時間
10名（最少催行人数5名）
1,000円／人
（一社）恵那市観光協会岩村支部
0573-43-3231
（恵那市観光協会岩村支部：10-16時）
E-mail  kankou@iwamura.jp

11 その他
参加
対象 どなたでも

集合
場所

岩村振興
事務所

観光ガイドといく
城下町食べ歩き&散策ツアー

つまみ食いしながら町歩き！

ハガキに絵や和柄を描いて線に沿って切り抜きます。図案
はなくても大丈夫！ご用意してお待ちしております。所要時間
はおよそ1時間。お気軽にどうぞ。作ったハガキはポストに
投函して実際に送ることができますよ。

開催日
時 間
定 員
参加料
主 催
問合せ

5/20（日）、6/17（日）
①10:15～11:15　②13:15～14:15
3名（最少催行人数1名）
2,000円
マサチロ雑貨店
0573-43-2002（マサチロ雑貨店／工房）
090-8744-6992（土岐）
E-mail  info@masachiro.com

10 工芸
参加
対象 どなたでも

集合
場所

マサチロ雑貨店／店舗
（岩村郵便局向かい）

木に触れてあそぶ！
電動糸のこで木のハガキをつくろう！

お子様の参加OK!丁寧にご指導いたします

江戸～明治の建物が建ち並び、古き良き時代のなつかしさ
残る“岩村伝建地区”。今回まち歩きをご一緒するのは地元
建築士♪伝統建築の魅力ある表情に目を凝らしながら散
策する、ひと味違う“いわむら時間”も楽しいですよ！あなた
に味わってほしい建物の魅力をご案内します。古民家カフェ
でティータイム付♪

開催日
時 間
定 員
参加料
主 催
問合せ

5/26（土）、7/29（日）、9/16（日）
10:00～12:00
10名（最少催行人数3名）
1,500円（お茶代込み）
NPO法人いわむらでんでんけん
0573-32-1263
E-mail  iwamura@denden.enat.jp

03 歴史学習
参加
対象 どなたでも

集合
場所

旧岩村
振興事務所

建築士が案内します♪
城下町の魅力を味わう建物めぐり

建築士目線で新たな建物のみどころ大発見！

木のコースターをベンガラ（塗料）で色づけしてみよう！！色
づけに使う“ベンガラ”は、江戸時代に日本に伝わってき
た、日本で最も古い顔料と言われています。そんな伝統の色
に触れる体験してみませんか？コースター（2枚）の色づけ
できます。夏休みの作品にもどうぞ♪

開催日
時 間
定 員
参加料
主 催
問合せ

5/26（土）、7/29（日）、9/16（日）
13:30～15:30
10名（最小催行人数３名）
1,500円（材料費込み）
NPO法人いわむらでんでんけん
0573-32-1263
E-mail  iwamura@denden.enat.jp

02 工芸
参加
対象 どなたでも

集合
場所

上町まちなか
交流館

古色の美に触れるベンガラ塗り体験♪

昔の染料ベンガラ塗りのコースターづくり

日本三大山城の一つ、美濃国岩村城の城下町。ゆったりと
岩村城址周辺を散策して草木染の染料となる植物を採取
します。ランチを楽しんでいただく時間に、染料を煮出して、
午後からいよいよ草木染にチャレンジ!ゆっくり流れる時間
を贅沢に楽しんでみませんか?

開催日
時 間

定 員
参加料

主 催
問合せ

毎週水曜日・日曜日（他の曜日も応相談）
①1日コース 10:00～15:00
②半日コース 10:00～12:00
③1泊2日コース（1日目 10:00～16:00、2日目 9:00～15:00）
5名（最少催行人数4名）
①3,500円（ランチ付き）　②1,800円
③8,000円（ランチ2食付き）※宿泊、その他諸費用は別途
岩村の歴史と文化と未来を語る染織プロジェクト
090-4798-0798（田口）
E-mail  tgcosm@hotmail.com

07 工芸
参加
対象 どなたでも

集合
場所

岩村コミュニティ
センター

草木染の素材を収穫して
草木染！ワークショップ

染料の採取から始まる本格草木染体験

岩村に遺された産業遺産、染め型紙を活用した型染を行
います。染め型紙を自分で彫って、エコバッグや手ぬぐい、
のれんなど染物をすることもできます。また、染め型紙をラン
プシェードとしてインテリアに活用することもできます。

開催日
時 間

定 員
参加料

主 催
問合せ

毎週水曜日・日曜日（他の曜日も応相談）
①1日コース 10:00～15:00
②半日コース 10:00～12:00
③1泊2日コース（1日目 10:00～16:00、2日目 9:00～15:00）
5名（最少催行人数4名）
①3,500円（ランチ付き）　②1,800円
③8,000円（ランチ2食付き）※宿泊、その他諸費用は別途
岩村の歴史と文化と未来を語る染織プロジェクト
090-4798-0798（田口）
E-mail  tgcosm@hotmail.com

09 工芸
参加
対象 どなたでも

集合
場所

岩村コミュニティ
センター

岩村に遺された産業遺産
「染め型紙」を活用した型染体験

お子様でも簡単に体験できる絵付け体験

どなたでも手軽にチャレンジできる卓上織機を用いて、あなた
だけのオリジナル織物作品（コースターや小さなテーブルクロ
ス、マフラー等）を仕上げます。ちょっとだけ体験してみたい方
にオススメなのは、コースター。約2時間ほどで仕上がります。も
うちょっと続けてチャレンジしてみたい方には、テーブルクロ
ス。さらにゆっくりと時間をかけて作品を仕上げたい方には、
約1メートル20センチほどのマフラーも作ることが可能です。

開催日
時 間

定 員
参加料

主 催
問合せ

毎週水曜日・日曜日（他の曜日も応相談）
①1日コース 10:00～15:00 ②半日コース 10:00～12:00
③1泊2日コース（1日目 10:00～16:00、2日目 9:00～15:00）
5名（最少催行人数4名）
①3,500円（ランチ付き）　②1,800円
③8,000円（ランチ2食付き）※宿泊、その他諸費用は別途
岩村の歴史と文化と未来を語る染織プロジェクト
090-4798-0798（田口）
E-mail  tgcosm@hotmail.com

08 工芸
参加
対象 どなたでも

集合
場所

岩村コミュニティ
センター

自分だけの織物★
卓上織機ワークショップ

半日から1泊2日コースまで様々なニーズに対応

「書道の経験がない」「普段の字が上手ではない」「一般の
書道の経験しかない」どんな理由でも大丈夫です。伊藤一樹
本人も書道は全くの未経験からの始まりでした。だからこそ、
型にはまらず自由な「言葉」の世界を皆さんにお伝えしていま
す。「丸みのある優しくも力強い」、そんな伊藤一樹の言葉の
世界をあなたも学んでみませんか？いつでも、初めての方が
参加できるように、毎回完結する内容で開催しています。

開催日
時 間
定 員
参加料
主 催
問合せ

6/7（木）、7/5（木）
10:00～12:00
8名（最少催行人数2名）
3,500円
言の葉ギャラリー　約束の樹
090-9122-9446（伊藤）
E-mail  kazuki@yakusokunoki.com

06 その他
参加
対象 どなたでも

集合
場所

言の葉ギャラリー
「約束の樹」

筆を持つのが楽しくなる！
伊藤一樹の筆文字教室

優しい筆文字があなたにも書ける！

ヌメ革の特性を生かした染色や刻印などを行って、簡単に
できるアクセサリー・キーホルダーなどから本格的なバッグ
など、幅広く対応いたします。
※材料費別、道具は無料貸出。

開催日

時 間
定 員
参加料

主 催
問合せ

5/20（日）・27（日）、6/17（日）・24（日）、
7/15（日）・22（日）・23（月）・30（月）、
8/6（月）・7（火）・27（月）、
9/16（日）・17（祝）・23（日）・24（祝）
10:00～15:00のうち2～3時間
5名（最少催行人数１名）
中学生以下 500円／時間（上限1,000円）
高校生以上1,000円／時間（上限2,000円）
Luckysoul 水川
090-7048-8966（水川）
E-mail  luckysoul.m@gmail.com

01 工芸
参加
対象 どなたでも

集合
場所

安田邸
（五平餅のみはら
さん裏）

ヌメ革で作るレザークラフト体験

初心者でも本格革細工の世界へ

いわむら体験プログラム実行委員会（岩村振興事務所） 担当：近藤
TEL 0573-43-2111  FAX 0573-43-0159
E-mail info@hot-iwamura.com　　　お気軽にご相談ください‼

詳しくは

お申し込み

ローズウインドウとはヨーロッパの教会で見かける円形のステンドグラス「バ
ラ窓」。その「バラ窓」の技法を用いて専用のうす紙を使って作るペーパー
アートです。好きな色の用紙を選んで折ってカットします。（図案は用意してあ
ります。）作った後は、色と光に癒やされてください。完成した作品はお持ち帰
りいただき、飾ったり光にかざして楽しんでください。はさみが使えないかた向
けに「はるだけローズウインドウ」をご用意しています。たくさん楽しみましょう！

開催日
時 間
定 員
参加料

主 催
問合せ

7/8（日）・29（日）、8/26（日）、9/29（土）
①10:00～12:00　②13:00～15:00
６名（最少催行人数１名）
18㎝サイズ1,500円、23㎝サイズ2,500円
（オーロラ紙を使う場合はプラス500円必要です）
はるだけローズウインドウ500円
（ごめんなさい。オーロラ紙は使えません）
つばめ
E-mail　s.kiyo35521@gmail.com

12 工芸

集合
場所 柴田家

紙のステンドグラス
～ローズウインドウを作りましょう～

自分オリジナルのインテリアづくり

城下町の地形を感じながら、史跡や文化財などを巡り、
ブラタモリのような体験をしていただきます。
4月30日は御開帳中の石室千体仏と城下町を護る経塚
めぐり。7月22日は夏休みの一研究に役立つ？殿町かい
わいの史跡を巡ります。土曜日・日曜日であれば、このほ
かの日でも開催可能ですので、ご相談ください。

開催日

時 間
定 員
参加料
主 催
問合せ

7/22（日）　
その他、土日は応相談
1.5～2時間（委細相談）
10名（最少催行人数2名）
500円
城下町ホットいわむら
E-mail　info@hot-iwamura.com

13 歴史学習
参加
対象 どなたでも

集合
場所

4/30 岩村コミュニティセンター
7/22 旧岩村振興事務所

岩村まるごと博物館！
城下町「地域遺産」ツアー

超マニアックな城下町めぐり

ドラマ「半分、青い。」 ロケ地 岐阜県恵那市


