
′
／ トピッワス かまど体験にrlっ たりな季節になりました

新米 fl野菜 今年もきつと美味しい |

大人1人分の地元野菜に

開ヵl町産の米 1合をつけて IXX)円 にて体験受付中です

廟′層歌催菊部

賃館 イベン ト

く橋本京子 とふれあい歌会 2019〉

1/2(■ )1330～

主催 問合せ 夢茶企画 (いましつ

080-7605-9086    メーール 1lmucha4420jmail com

く秋の市〉

11/0(日 )

かかしコンテス ト 小麦を作つてたべてみよう

瀬戸屋敷倶楽部イベン ト 蔵音楽祭などを企画中

<塩・書油こうじ

甘酒・作 り>
塩 苦油こうし

9/26(木 )10/22(火 祝)各 日定員6名

甘洒

9/27(金 )10/25(金) 各日定員3名

仕込 1000～ 1100 取 1630～ 1700

参加費 2000円

(材料費 ルト1/ク 麹の食べ比べ

約 1キ ロのお持ち帰 り)

癒

卿の市

鮒歳

くほたるの幼虫観察と新聞作 り〉

9/29(日 )10100-1200

参加対象 小学0～ 6年生 無料 予約制 15名 まで

貸館イベ ン ト

く和田 真希 展〉

10/12(■ )11:0015:00¬ 0/10(日 )110● 1000

詳細は裏面をご覧ください

あしがり郷 瀬戸屋敷

80465840050 0000～ 1700)
■休館日 月曜日 (月 曜が祭日の場合は翌日)

■HP https//setoyashiki ash gar g。 Oom

q

くオープンマイク !>
9/23(■),60● 10:00

10/26(■ )13001600

参加費演泰者 1人 700円 (11r nk付 )

観覧者 無料

イベント協力金を募っています

演奏はアコースティック系

楽器持参 キーボー ドは貸 し出し有 り PA

あり持ち時間は 1人 (1組)10分程 参加人

より2順 日あり

協力 (― 社)み らいのこどもたち

〈ハーバ リウム教室〉

カフェにて展示販売 している

瀬戸屋敷のオリジナルハーバ リウム.

2色 の液体が美しく

植物を採取 してから作品になるまで丁軍に

件つており また、2色 の液体が美しく

お土産やプレゼン トに人気があります。

開催日 随時受付中

参加費 1000円

時間 13100～ (60分程度)

講師 瀬戸屋敷職員(ハーバリス ト)藤原

く夜カフェ〉

9/28(■)20 00まで営業

アルコールメニューあり。次回 10/26(土 )

くOPEN  2月ヨ4  ThanksDay〉

10/5(■ )6(日 )に

しょうゆ麹 トースト

1/4カ ットをフレゼント:

(ド リンク購入のお客様に限ります)

10/1(火 )消費税より増税にともない

料金を変更させていただきます。

0■ e more coffeeを 100円 でスター ト。

C‐1撥

<お 月 見 >

10/12(■ )

十二夜まで

展示中

く野菜販売〉

水・ 金 日

10:00-15:00

〈2の市 〉

2の つく日に開催

9/2210/21222

を予定しています

〈トイフェスタ〉

11/23(■ )

瀬戸屋敷がおもちゃ箱 1?

(遊びチケット300円 購入が必要になります)

ミニ四駆 プラレール プロック 竹馬

恐竜狩リ ダンボール迷路 輸投げ ワークショ

ップ  協力 (―社)み らいのこともたち

く立川志の八 落語会〉

12/8(日 )

ご意見 こ祓炒
=こ
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