
 ０２２８－２４－８５８８（受付時間：平日の９：００～１８：００）【申込み・問い合わせ先】

みやぎ地域づくり団体協議会栗原支部栗原市農泊推進協議会【主催】 【後援】

№５

■集合時間／９：５０

■参加費／２，０００円　

■定員／８人（４人以上で催行）

■持ち物／汚れてもよい服装、軍手、

　包丁または大きめのカッターナイフ

■菌床２個を伏せたプランターを持ち帰り。

ハタケシメジの菌床
２個をプランターに
伏 せ こ み、プ ラ ン
ターごと自宅に持ち
帰り、お世話して収
穫♪　持ち帰った後
の管理の仕方も学べ
ます。

【日時】８/３１（金）１０：００～１２：００
【場所】 くりはらツーリズムネットワーク事務所
 （〒989-5504 栗原市若柳字上畑岡敷味４５）

（主管：山菜茶屋ざらぼう 伊藤廣司）

やってみらいん
　　プランターでキノコ栽培

おうちでハタケシメジ

やってみらいん

№４

■集合時間／１３：２０

■参加費／３，０００円

■定員／１２人（８人以上で催行）

■持ち物／エプロン、三角巾、調理に適した服装

■長さ約２０ｃｍのパウンド型のズッキーニ

　ケーキを作って持ち帰り。

ズッキーニは幅広い
調 理 法 で 楽 し め ま
す。すりおろしたり、
千切りにしたりする
と焼き菓子の材料と
しても。ズッキーニ
の新しい調理法をこ
の機会に！

【日時】８/３０（木）１３：３０～１６：００
【場所】 この花さくや姫プラザ
 （〒989-5615 栗原市志波姫沼崎南沖４５２）

（主管：てから～焼菓子と料理の店～　高橋幸代）

　　暮らしの手作り教室

ズッキーニケーキ

○電話またはメールでお申し込みください。
　＜必要事項＞ 氏名（ふりがな）・住所・電話番号・生年月日

【申込方法】

□各プログラムは、定員に達した時点で申込受付を終了します。
□催行人数に満たない場合や天候その他の都合で、中止または

内容を変更することがあります。あらかじめ御了承願います。
□各プログラムの開催６日前以降にキャンセルした場合、参加

費相当のキャンセル料をいただく場合があります。
□体験プログラムの様子を写真や動画で撮影し、ＰＲに利用し

ます。あらかじめご了承のうえ、お申込み願います。
□各プログラムの参加費には傷害保険料が含まれます。

【必ずご確認ください】

２０１８年８月２７日（月）大安～９月２５日（火）大安

　くりはら博覧会“らいん”は、期間内に栗原市内で複数
の体験プログラムを実施するイベントです。

“まちのたからばこ”
との合同プロモーション！！

【申込み・問い合わせ先】 ※受付時間：平日の９：００～１８：００

〒989-5504 宮城県栗原市若柳字上畑岡敷味４５番地

　 0228-24-8588　 kur ihara .tn@gmai l .com

№１ 藁文化ワークショップ

ミニミニほうき

■集合時間／９：５０

■参加費／２，０００円

■定員／各回６人（２人以上で催行）

■持ち物／汚れてもよい服装（長袖、長ズボン）

■自分で作ったミニミニほうきは持ち帰り。

「藁文化」を学ぶワー
クショップです。稲
わらで一人１本のミ
ニミニほうきを作り
ます。家具や机、機械
のほこりを払うのに
便利な日用品です。

【日時】 ①８/２7（月）１０：００～１２：００
 ②９/ ９ （日）１０：００～１２：００

【場所】 くりはらツーリズムネットワーク事務所
 （〒989-5504 栗原市若柳字上畑岡敷味４５）

（主管：菅原美恵）

やってみらいん

やってみらいん

やってみらいん

（主管：有賀の里たかまった 千葉静子）

№２

■集合時間／９：２０
■参加費／３，０００円
■定員／１０人（５人以上で催行）
■持ち物／エプロン、三角巾、調理に適した服装
■作った料理をその場で食べます。作ったた
　まらんソース（たまねぎのソース）は持ち
　帰り。

農家レストランの女
将さんから、おもて
な し 料 理 を 学 び ま
す。夏にたくさん採
れたナスやトマトな
どの夏野菜を“まで”
においしく食べきる
プログラムです。

【日時】８/２８（火）９：３０～１３：００
【場所】 農家民宿 有賀の里たかまった
 （〒989-5507 栗原市若柳有賀字峯６）　

　野菜料理教室

夏野菜でおもてなし

（主管：食事処 縁 -Enishi- 佐藤 貢・弘子）

№３

■集合時間／９：４０
■集合場所／一迫公民館

（〒987-2308 栗原市一迫真坂清水田河前５）
■参加費／２，０００円
■定員／１２人（５人以上で催行）
■持ち物／エプロン、三角巾、調理に適した服装、
　　　　　長靴
■作ったしそ巻き（3 個 ×10 串）は持ち帰り。

宮城県のソウルフー
ドともいえる「しそ
巻き」を手づくりし
ます。畑で青じそを
収穫する作業から、
味噌を青じそで巻い
て揚げるまでを体験
します。

【日時】８/２９（水）１０：００～１２：００
【場所】 食事処 縁 -Enishi-（えにし）
 （〒987-2307 栗原市一迫清水目日照２）　

　郷土食を手づくり

しそ巻き

やってみらいん

（主管：食事処 縁 -Enishi- 佐藤 貢・弘子）

№６

■集合時間／９：４０
■集合場所／一迫公民館

（〒987-2308 栗原市一迫真坂清水田河前５）
■参加費／２，０００円
■定員／１０人（５人以上で催行）
■持ち物／エプロン、三角巾、調理に適した服装、
　長靴、保冷剤、保冷バッグ
■仕込んだ青じそ漬けは持ち帰り。

青ジソの保存方法と
使い方を学ぶ体験。
青じそを漬け込んで
持ち帰り。栗原のお
にぎりで定番の「青
じそおにぎり」も作
り ま す。青 じ そ を
使った昼食付き。

【日時】９/１（土）１０：００～１２：３０
【場所】 食事処 縁 -Enishi-（えにし）
 （〒987-2307 栗原市一迫清水目日照２）　

　郷土食を手づくり

青じそ漬けとしそおにぎり

やってみらいん

（主管：つぐんべえの会 佐藤 貢・弘子）

№1０

■集合時間／９：５０

■参加費／１，０００円

■定員／１０人（５人以上で催行）

■持ち物／汚れてもよい服装

■作った和うちわ１本は持ち帰り。

好 き な 和 紙 を 選 ん
で、竹骨に貼り付け
て、うちわを作りま
す。来年の夏を涼し
く過ごすために、や
わらかな風を生み出
す和紙でうちわを作
りましょう。

【日時】９/５（水）１０：００～１２：００
【場所】 くりはらツーリズムネットワーク事務所
 （〒989-5504 栗原市若柳字上畑岡敷味４５）

　やわらかな風を生む

和うちわ作り

やってみらいん

№８ 和食の料理人から学ぶ

じゃがいもまんじゅう

■集合時間／９：２０

■参加費／２，５００円

■定員／１２人（６人以上で催行）

■持ち物／エプロン、三角巾、調理に適した服装

■自分で作った「じゃがいもまんじゅう」は
　持ち帰り。試食あり。

常備菜のじゃがいも
と季節の野菜を使っ
た「じゃがいもまん
じゅう」の作り方を
学びます。普段の食
卓からおもてなし料
理としても喜ばれる
一品です。

【日時】９/４（火）９：３０～１２：００
【場所】 この花さくや姫プラザ
 （〒989-5615 栗原市志波姫沼崎南沖４５２）

（主管：会席料理 丸勝 阿部 朗）

やってみらいん

（主管：食事処 四季味 鈴木春江）

№７

■集合時間／９：５０

■参加費／２，０００円

■定員／１２人（６人以上で催行）

■持ち物／エプロン、三角巾、調理に適した服装

■仕込んだはっとうの生地は持ち帰り。

代 表 的 な 郷 土 料 理
「はっとう」の作り方
を学ぶプログラム。
小麦粉から生地を作
り、作った生地は持
ち帰り。講師が用意
した生地ではっとう
料理を作り試食。

【日時】９/３（月）１０：００～１３：００
【場所】 この花さくや姫プラザ
 （〒989-5615 栗原市志波姫沼崎南沖４５２）　

　栗原の粉食文化

はっとう

■集合時間／１７：５０

■参加費／３，５００円

■人数／１０人（５人以上で催行）

■持ち物／筆記用具。

■古文書師範／小野寺健太郎 氏

■江戸料理の軽食あり。

（主管：有賀の里たかまった 千葉静子）

№９ 古文書でひも解く

１５０年前の栗原の食

古文書にはどんなこ
とが書かれているの
でしょう。江戸時代
の料理書『大秘方萬
料理方全』を教材に、
古文書の現代語訳の
仕方を郷土史研究家
から学びます。

【日時】９/４（火）１８：００～２０：００　
【【場所】 農家民宿 有賀の里たかまった
 （〒989-5507 栗原市若柳有賀字峯６）　

やってみらいん

№12

■集合時間／１３：２０

■参加費／３，０００円

■定員／１８人（８人以上で催行）

■持ち物／エプロン、三角巾、調理に適した服装

■作ったムース５～６個は持ち帰り。

栗 原 の 夏 の 定 番 ブ
ルーベリーを美味し
いムースに。クリー
ミーでふんわりした
食感のムースに、ブ
ルーベリーの酸味と
甘みが美味しくマッ
チします。

【日時】９/７（金）１３：３０～１６：００
【場所】 この花さくや姫プラザ
 （〒989-5615 栗原市志波姫沼崎南沖４５２）

（主管：てから～焼菓子と料理の店～　高橋幸代）

　　暮らしの手作り教室

ブルーベリームース
№1１

■集合時間／１３：５０

■参加費／２，５００円

■定員／６人（４人以上で催行）
■持ち物／エプロン、三角巾、調理に適した服装、

　ハンドミキサー（お持ちの方のみ）
■自分で作ったカステラ（２０ｃｍ×２０ｃｍ×８．５ｃｍ）

　は持ち帰り。

自家栽培・製粉の蕎
麦 屋 の 女 将 さ ん か
ら、そば粉１００％ 
で、甘さが控えめの
カステラの作り方を
学びます。新聞紙を
型に使い、自宅でも
気軽に作れます。

【日時】９/５（水）１４：００～１６：００
【場所】 この花さくや姫プラザ
 （〒989-5615 栗原市志波姫沼崎南沖４５２）

（主管：農場蕎麦 坊の蔵 後藤菊子）

やってみらいん
　　花山産そば粉１００％

そばカステラ作り
食べらいん



みやぎ地域づくり団体協議会栗原支部栗原市農泊推進協議会【主催】 【後援】

 ０２２８－２４－８５８８（受付時間：平日の９：００～１８：００）【申込み・問い合わせ先】

やってみらいん

（主管：農場蕎麦 坊の蔵 後藤正幸、
山菜茶屋ざらぼう 伊藤廣司）

№２１ 打ち方、ゆで方、つゆ作り

本格そば打ち体験

■集合時間／９：２０
■参加費／４，０００円
■定員／６人（３人以上で催行）
■持ち物／エプロン、三角巾、調理に適した服装、
　　　　　上履き
■自分で打ったそばは持ち帰り。講師が打っ
　たそばの試食あり。

花山の２軒のそば屋
の主人から、少人数
制でじっくりとそば
打ち、ゆで方、つゆ作
りを教わります。自
分で打ったそばは持
ち帰り。そばの試食
有り。

【日時】９/１９（水）９：３０～１３：３０
【場所】 花山ふるさと交流館
 （〒987-2511 栗原市花山字本沢北ノ前１３３）

走
らいん

（主管：くりはらファーマーズプロジェクト 伊藤秀太）

№２０ 若手農家と走る

農村サイクリング

■集合時間／８：５０　※小雨決行
■参加費／２，０００円（昼食代を含む）
■定員／１０人（３人以上で催行）
■持ち物／自転車（スポーツタイプが望ましい）、
　ヘルメット、手袋、飲み物、レインウェア
■希望者（先着３人）に電動アシスト付マウンテンバ
　イクの無料レンタルあり。

若手農家のガイドで
約３０ｋｍをゆっくり
サイクリング。農村
風景を眺めながら、
直売所や農場見学、
体験などを楽しみま
す。自転車で地域の
魅力を再発見☆

【日時】９/１８（火）９：００～１５：００
【集合場所】 一迫公民館
 （〒987-2308 栗原市一迫真坂清水田河前５）

伊豆沼・内沼エコツアー

マガン観察
【期間】 １０月中旬～１２月中旬
 ①早朝の飛び立ち５：００から２時間

 ②夕方のねぐら入り１６：００から２時間

 ※季節により集合時間が変わります

 ※観察希望日の５日前まで申込受付 

【会場】 伊豆沼・内沼
【参加費】 ２～１０人 ２,０００円／人 

 １１～２０人 １,５００円／人

 ２１人以上 １,２００円／人
【服装】 防寒対策をしっかりしてご参加

 ください。

 受付時に詳しくお知らせします。

国内有数のマガンの越冬地「伊豆沼・内沼」
で、早朝の飛び立ちや夕方のねぐら入りを
観察し、自然と人の暮らしの関係を考える
プログラムです。

〒９８９－５５０４栗原市若柳字上畑岡敷味４５
　０２２８－２４－８５８８

サキドリ情報

秋から冬のイベントをサキドリ！

工藤 修二

座主窯 秋展
【期間】 １１月３日（土）～６日（火）
 １０：００～１７：００

【会場】 座主窯

新作をはじめ、座主窯の作品を展示販売し
ます。
紅葉に染まる里山を楽しみながら、「秋展」
にお越しください。

〒９８７－２５１１栗原市花山字本沢稲干場３３
　０２２８－５６－２７５０

がますざ

座主窯

№1３ 藁文化ワークショップ

しめ縄田んぼの稲刈り

■集合時間／７：２０　※小雨決行

■参加費／１，０００円
■定員／５人（２人以上で催行）
■持ち物／汚れてもよい服装（長袖、長ズボン）、

　　　　　長靴、軍手、帽子、レインウェア
■年末（12 月後半）に開催する「しめ飾りワー
　クショップ」に無料で参加できます。

しめ縄用の藁を収穫
します。稲刈り用の
鎌で刈り取り、天日
干しして、青い藁を
収穫します。参加し
た方は、年末の「しめ
飾 り ワ ー ク シ ョ ッ
プ」に無料参加。

【日時】９/ ８ （土）７：３０～１０：００
【場所】 くりはらツーリズムネットワーク事務所
 （〒989-5504 栗原市若柳字上畑岡敷味４５）

（主管：大場寿樹、協力：二階堂 旭）

やってみらいん

№1５

■集合時間／９：２０

■参加費／１，８００円　

■定員／１０人（５人以上で催行）

■持ち物／エプロン、三角巾、調理に適した服装

■作ったコンニャクは試食した後、一人あた
　り約５００ｇを持ち帰り。

食育・食農の実践者
から教わり、生芋か
らコンニャクを作り
ます。手作りコンニャ
クは喉越しが良く、
煮物などの定番料理
はもちろん、刺身が
おすすめ。

【日時】９/ １０（月）９：３０～１２：００
【場所】 この花さくや姫プラザ
 （〒989-5615 栗原市志波姫沼崎南沖４５２）

（主管：ルーラルガイド 千葉優子）

やってみらいん
　　生芋から作る

コンニャク作り
№1４ 藁文化ワークショップ

釜台（鍋敷き）

■集合時間／１３：２０

■参加費／２，５００円

■定員／６人（２人以上で催行）

■持ち物／汚れてもよい服装（長袖、長ズボン）

■自分で作った釜台（直径約１２ｃｍ）は持ち
　帰り。

農村地域で多様に利
用されてきた稲わら
を学ぶワークショッ
プです。稲わらで一
人 １ 個 の 釜 台 を 作
り、持ち帰り。鍋敷き
としても利用できる
日用品です。

【日時】９/ ９ （日）１３：３０～１７：００
【場所】 くりはらツーリズムネットワーク事務所
 （〒989-5504 栗原市若柳字上畑岡敷味４５）

（主管：大場寿樹）

やってみらいん

食べらいん

№1６ 地元食の博覧会

地産地消ビュッフェ

■集合時間／１１：５０

■参加費／２，０００円

■定員／２０人（１０人以上で催行）

■料理の材料に使用した農産物の販売会も
　あり。

地元の食材をふんだ
ん に 使 い、ビ ュ ッ
フェのように並んだ
料理を取り分けて食
べます。地元食材の
解説を料理人から聴
きながら、地域の豊
かさを体験。

【日時】９/ １１（火）１２：００～１３：３０
【場所】 会席料理 丸勝
　　（〒987-2308 栗原市一迫真坂字町東１８１－２）

（主管：会席料理 丸勝 阿部 朗）

　制度の概要の説明や手続、運営、ＰＲなど、開業から運営までの各種ご相談を
お受けします。また、相談の受付のほか、宿泊や飲食事業の開業を希望する方や
興味のある方を対象に、専門家や有識者を講師とした勉強会や現地視察などの
講座を１０月以降に開催する予定です。
　まずはお気軽に御相談ください。

栗原市農泊推進協議会
【問い合わせ先】

（事務局）

〒989-5504 宮城県栗原市若柳字上畑岡敷味４５番地

　 0228-24-8588　 kur ihara .tn@gmai l .com （主管：座主窯 工藤修二）

座主窯・工藤修二さ
んの指導で、紐状に
した粘土で成形する

「ひも作り」という技
法と手回しロクロを
使い、コーヒーカッ
プや茶碗などの陶器
を制作します。
自分の手で作る、世
界に一つだけの作品
です。
作った作品は、釉薬
を使わない「焼き〆」
という方法により、
穴窯で４日間焼成し
ます。
作品は焼成後の２０
１９年１月以降にお
渡しします。

【日時】

 ①９/２３（日）１０：００～１２：００

 ②９/２４（月・祝）１０：００～１２：００
 ③９/２５（火）１０：００～１２：００

【場所】 座主窯
　　   （〒987-2511 栗原市花山字本沢稲干場３３）

№２２ 陶芸教室

世界に一つだけの作品作り

■集合時間／９：５０

■参加費／３，５００円

■定員／各回１０人（５人以上で催行）

■持ち物／汚れてもよく動きやすい服装、

　　　　　エプロン、タオル

■一人約１ｋｇの粘土で作品を作ります。

■参加者は窯焚きの期間中に見学できます。

■焼成する際に壊れないように、講師が手直

　しする場合があります。

やってみらいん

やってみらいん

№1９

■集合時間／１３：２０

■参加費／３，０００円

■定員／１２人（８人以上で催行）

■持ち物／エプロン、三角巾、調理に適した服装

■作ったパンは持ち帰り。

ワンプレートに盛り
付けた野菜料理をそ
のままギュッとパン
に 盛 り 込 ん だ よ う
な、おいしいパン。野
菜の味を引き出しつ
つ、ソースとパン生
地が絶妙の味わい。

【日時】９/１４（金）１３：３０～１６：００
【場所】 この花さくや姫プラザ
 （〒989-5615 栗原市志波姫沼崎南沖４５２）

（主管：てから～焼菓子と料理の店～　高橋幸代）

　　暮らしの手作り教室

野菜グラタンパン
№1７ モノづくりの魅力発見
ミニ畳づくり体験

■集合時間／９：５０

■参加費／２，０００円

■定員／１５人（５人以上で催行）

■持ち物／動きやすい服装

■作ったミニ畳（約２４ｃｍ× 約２０ｃｍ）は

　持ち帰り。

創業１８０年の畳店
で、職人に教わりな
がらミニ畳を作りま
す。日本の伝統文化
の魅力を体験。自分
好みの畳表とヘリを
選んで、自分だけの
畳を作りましょう。

【日時】９/ １２（水）１０：００～１２：００
【場所】 有限会社 只見工業所
　　　（〒989-5501 栗原市若柳字川北片町５４）

（主管：有限会社只見工業所 只見直美）

やってみらいん

№１８

■集合時間／９：５０

■参加費／２，０００円　

■定員／１０人（４人以上で催行）

■持ち物／エプロン、三角巾、調理に適した服装

■自分で作ったピザを食べます。お好みの材
　料の持ち込みＯＫ。

薪を焚く石窯でピザ
を作ります。自分で
生地をこね、自家製
トマトソースと野菜
などをのせた本格的
な ピ ザ。お 好 き な
トッピングを持参し
てもＯＫ！

【日時】９/１３（木）１０：００～１３：００
【場所】 山菜茶屋ざらぼう
 （〒987-2511 栗原市花山字本沢猪ノ沢６－６）

（主管：山菜茶屋ざらぼう 伊藤廣司）

やってみらいん
　　３５０℃の石窯で焼く

ピザ作り体験

宿泊事業をはじめたい方へ

□民家を活用して、農家民宿（旅館業法）や民泊（住宅宿泊事業法）などの
　宿泊事業をはじめたい方、興味のある方

□地域の食文化を生かした飲食店をはじめたい方、興味のある方

□体験プログラム等の交流事業に興味のある方　など




