応募資格

男女問わず、着物姿で参加できる方。長浜きものの集いのプライバシーポリシーを承認される方。
※プライバシーポリシーの詳細は下記をご覧ください。

応募方法

下記ホームページまたは QR コードから、申込画面に必要事項を入力してください。
なお、１回の送信で１名様の申込みです。

●パソコン・スマホからの応募

●携帯電話からの応募

http://kitabiwako.jp/syusse/daigaku/

http://kitabiwako.jp/syusse/mob/d/

開催
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年目を迎え

令和元年８月１日（木）～９月３０日（月）

の講座 そして結の式

応募期間

●往復はがきからの応募
下記記入例にしたがって、郵送または持参ください。なお、往復はがき１枚で１名様の申込みです。

和装の似合うまち『長浜』で、
きものを着て楽しめるイベント！

６,０００円

古代より絹織物の産地として栄え 今も情緒あふれる街並みを残す長浜

参 加 料

この街で生まれた長浜きものの集いも

５００名（先着順）

秋の風物詩となってまいりました

募集定員

今年は 会場でのおもてなし 魅力あふれる

※各会場にて受付いたします。会場につきましては
受講講座決定後にお知らせいたします。

長浜
きもの
１９年
の 集い１１２０
月２日
（土）

皆さまに より楽しんでいただける催しをご用意いたしました

長浜市街地一帯

文化と伝統の薫り高いこの長浜で

開催場所

素敵なひとときをお過ごしいただけましたら幸いでございます

募集要項

※持参の場合、長浜市役所２階、観光振興課内事務局(平日8：30～17：15)へ提出してください。

往復はがきの書き方(見本)

長浜きものの集い プライバシーポリシー

①氏名(フリガナ)②郵便番号③住所④電話番号⑤年齢⑥性別⑦希望講座の番号を
第１～４希望まで⑧希望しない講座の番号を４講座まで⑨希望昼食の番号を第１～
４希望まで⑩ご友人と同じ講座をご希望の場合、２名まで氏名をご記入ください。
※３名以上記入された場合、
ご友人と同じ講座を受講できない場合があります。
※ご希望の講座及び昼食会場になるとは限りませんのでご了承ください。

着付けのお手伝いをいたします。

場

長浜きものの集いでは、当会およびその関係者が収集した肖像権等を
保有する個人情報を下記の目的で使用します。このプライバシーポリ
シーに限り、取り扱いには細心の注意を払います。
●個人情報の利用目的
【氏名・住所等の個人情報】
・イベントへの参加申込みの確認や、
招待状等の情報をお届けするため。
・長浜きものの集いの募集に関するご案内をお届けするため
【肖像権を保有する写真等の個人情報】
・チラシ、ホームページ等のＰＲ媒体を作成するため
●個人情報の目的外利用
収集した個人情報は、厳正な管理下で安全に取り扱いますが、下記に限
り第３者へ情報を提供します。
【マスコミ等への情報提供】
肖像権を保有する写真等を、イベント内容の紹介のためにマスコミに提
供します。

所 まちづくり役場

※要予約

参加される方に、
着付けのお手伝いをいたします。
ご希望の方は事務局へお申込みください。
※別途３，
０００円が必要。ヘアメイクはございません。

長浜きものの集い

第35回 長浜きもの大園遊会

長浜きもの早春のつどい

2019年10月12日（土）開催

2020年2月22日（土）開催

長浜の風情漂うまちなかで楽しく体験３３種類のミニカルチャー講座
参加者募集

午前と午後の２講座と1日通しの講座をご用意
スタッフによるおもてなし 昼食 記念品など、特典がいっぱい！

２

10

ベンガラ染めで彩る伊勢木綿の手ぬぐい
講師／ beni colors 渡辺

彩乃

土の染料ベンガラ染めで伊勢木綿の
さらしを染めます。輪ゴム、竹棒や
木型を使う簡単な絞り染めでオリジ
ナルの手ぬぐいを作ります。

３

４

11

浜ちりめん工場見学

講師／福永

半幅帯を楽しもう

15

正方形に小さく切った布をつまんで
折りたたみ、組み合わせてかわいら
しいお花を作ります。

絹 100％輪奈ビロードの工場見学 31 ぶらりながはまさんぽ
規与枝

講師／吉田

黒壁がある長浜市街地は、羽柴秀吉
が造った城下町の遺構です。江戸時
代の絵図を基に、街路や川筋、地名
など、その痕跡を辿ります。

健治

長浜市街地の商店街を商店街に住む
若旦那がご案内します。普段は見ら
れない商店街の裏側や新しい楽しみ
方が見つかるかも。

32

世界にひとつの日傘つくりミシンカフェ
講師／クチートとみおか
冨岡 尚子
三角形の布を８枚裁断してミシン
で縫い合わせます。裁縫道具、傘
骨、生地は講座側で準備します。
生地はすてきなきもの生地です！ º

山サンゴと花結びの帯かざり、菩提樹のストラップ 24 リバティプリントで作るお花の帯どめアクセサリー 33 ご朱印帳作り
早苗

講師／ kaorico

木の実と和布のアレンジ
講師／アトリエ Ｖｅｒｔ
廣瀬 正子
自然の素材と和布を選んでいただき、
自由にアレンジしていただきます。
水引を付けるとお正月飾りにもなり
ます。

さわ

かおり

英国リバティ社の布で小さな玉を作
り、縫い合わせて花の帯どめと小さ
なタッセルを作ります。
※生地の柄は写真と異なる場合があります。

25

絹糸でかける糸かけ曼荼羅『六花』

▶▶

講師／京都和とじ館
輿石 豊伸・輿石 恵美子
西陣織などの美術布と和紙を用い
て折り、本を作ります。完成の本
は朱印帳や写真帳、その他書道
の控え帳として利用できます。

観音ガールと仏像拝観 in 舎那院

講師／＊cheer＊

講師／對馬 佳菜子

草木染めで染められた絹糸は、とて
も美しい色と艶。そんな絹糸を使っ
て、糸かけ曼荼羅を作っていただき
ます。

安 置されている仏像をもとに、
様々な仏さまについてご紹介しま
す。また午前中に作成した御朱
印帳に御朱印をいただきます。

▶

▶▶

昼食 12：00～14：00

▶

焼き芋、お茶のおもてなし、
結の式
15：30～16：00 曳山博物館前広場

昼食会場一覧 ※メニューは変更になる場合がございます。
店舗名称

着物がより映えるようなメイクをポイントで
レッスンします。プロのメイクアップアー
ティストが、わかりやすく説明いたします。
※アーティストは変更する場合がございます。

講師／太田 浩司
(長浜城歴史博物館前館長)

ミニカルチャー講座
午後の部 14：00～15：30

つまみ細工
講師／ Atelier m (アトリエエム)
藤井 美幸

滋賀県伝統的工芸品に指定されてい
る輪奈ビロード生地の歴史話や製造
工程をご覧いただきます。

山サンゴという化石と花結びを使っ
て帯かざりを作ります。菩提樹のス
トラップは、小さくてかわいいスト
ラップです。

16

国産のヌメ革を使って手縫いの小銭
入れを作ります。初心者の方でも安
心、革工房の職人が分かりやすくご
案内します。

講師／ Choshiro
Elégance専属メイクアップアーティスト

長浜城下町を古絵図でたどる

▶▶

講師／手作りブラン･クチュール村
水上 潤一

30

講師／㈱タケツネ 武田

23

真琴

レザークラフト体験 (手縫いの小銭入れ)

宮原 夕祈夫

１日通し講座

心身の健康に役立つ紅茶をおいしく
いれて楽しむためのコツを、実際に
試飲し、お菓子との相性も体感しな
がら学びます。

康博

和モダンのハーバリウム

講師／服部

小紋や袖に最適な半幅帯の変わり結
びをして、他の人とは違う！ワンラ
ンク上の帯結びを楽しみましょう。
※半幅帯をご持参ください。

講師／ティーブレンダー 熊崎俊太郎

北倉

22

永田

着 物 の オ シ ャ レ は、衿 元 か ら で す。
自分だけの半衿を作ってみません
か？伝統技法の「スリ友禅」を用いて、
体験していただきます。

綿 100％の布地で自分の足のサイズ
に合わせた、オリジナルのカラフル
な布ぞうりを作ります。

今人気の和風ハーバリウム。ちりめ
んを使っててまりを作っていただき
ます。てまりをどのようにして瓶に
入れるかはお楽しみ。

講師／装道礼法きもの学院
分院 松田陽子きもの学院
松田陽子

おいしい紅茶のヒミツ

季節のたよりは和菓子から

半衿染体験
講師／㈱ヤブウチ

29

講師／琵琶湖工房

講師／アトリエ・サララ

好きに自由に誰もが織れるさをり織
り。色遊びをしながら一点もののミ
ニマフラーやテーブルセンターを
作ってみましょう。

布ぞうり作り

▶▶

おもてなし・ミニカルチャー講座
午前の部 ～12：00

１日通し講座

講師／十里街道生活工芸館 テオリア
赤井 みちこ

８

20

きんとんという和菓子で、日本の四
季を表します。

14

さをり織り

28

ドイリー柄の消しごむはんこ作り 21 着物に似合うメイク講座

講師／柏屋老舗

かわいい ”和柄のきもの”いかがで
しょうか。自分で縫って小さくても
美しさに癒されます。

７

羊毛フェルト根付づくり

繊細なレース編のドイリー柄のはん
こを作り、ビニール袋や紙袋などに
押して素敵なラッピング材を作りま
す。

紀美子

草木染

自然の草や木からやさしい色をいた
だいて、あなた色のストールを染め
てみませんか！

講師／ makihanco いとう まき

13

ミニ単衣きもの

地場産業の浜ちりめんを使った小物
入れです。お好きな用途に使ってね。

新鮮な鯖を上品・シンプルに。季節
の野草に包まれた空間で、鯖寿司と
ワインのマリアージュをお楽しみ下
さい。

羊毛フェルトで根付をつくりましょ
う。モチーフはいくつかご用意しま
す。ブローチにも変更可能です。

12

講師／マニーフラワー

カッターを使ってマスキングテープ
を切り取り、金箔のついたガラスに
貼り付け、表面を削ります。テープ
をはがせば完成です。

講師／十里街道生活工芸館 テオリア
的場 いつ子

最高級白生地浜ちりめん。どうやっ
て作られてるの？ 300 年にわたり継
承されてきた秘密を工場を訪れ楽し
く学んでいきます。

背守 (布絵 おふく、
うさぎ) 教室

19

講師／黒壁体験教室

講師／レストランベルソー
松田 美穂子

講師／うさいぬ工房とつくりて☆にけ
井上 結花・西池 明美

古布を使い布絵の技法にて、おふく
さん or うさぎを作ります。着物コー
トの背、帯のタレ下・子どもの着物
の背守等自分らしくアレンジ。

６

１日１組のレストランが贈る鯖寿司体験

講師／南久ちりめん（株）
長谷 高行

講師／(合)アトリエ翔
國分 佳恵

５

貴之

漆塗りの帯留に、思い思いのデザイ
ンで蒔絵を描いてみませんか。もち
ろん、仕上がった作品はお持ち帰り
頂けます。

浜ちりめんで作るカードケース

▶

講師／下司

27

▶

清太郎

ガラスの帯留絵付け体験

※9：50～10：00の間に
各会場にお越しください。

▶

大橋

なかなか体験する事が出来ない本格
和菓子作りにチャレンジしません
か！作りあげた和菓子は、お持ち帰
りしていただきます。

18

各会場にて受付

▶

講師／清湖堂

オリジナル帯留漆芸講座

カップケーキの上に白餡のクリーム
でお花を絞ってデコレーションしま
す。

▶

９

針、糸いらずの縫わずに作れるたっ
ぷり入るアコーディオン型のぶんち
ん口金ポーチです。初心者の方もカ
ンタン、ラクラクに作れます。

▶

はさみ菊

講師／ Flower art cake
佐藤 幹子

▶

和菓子

一日の流れ 着物を着ている人だけの楽しい内容！
スタッフが心を込めておもてなしいたします。

講師／たんぽぽＴＡＪＩＭＡＹＡ
中川 由貴子

▶

１

白餡のお花のカップケーキ

▶

※講座の内容によって割烹着をご用意いたします。

26

▶

ぶんちん口金ポーチ

▶

２０１９ 長浜きものの集いが誇る講座

17

Suehiro

メニュー内容
特別ランチセット(近江牛ミニハンバーグ、
季節の一
品、サラダ、ごはん、汁わん、漬物)

1

おにくや食堂

2

Cafe キャラメルパパ

選べるパスタ＋スープ＋サラダ＋ドリンク

3

そば八

十六文そば、ソフトドリンク

4

じらそーれ

ワンプレートランチ

5

分福茶屋

湖北セット(炊き込みご飯とうどん、香物、ぶんぷく餅)

6

MASAO

オムライス、スープ、サラダ

7

夢の小路

8

鮨

9

成駒家

松花堂弁当

10

kitchen&bar guu

ハンバーグランチ(コーヒー付)

11

黒壁１８号館

①オムライスドリンクセット ②野菜カレードリンクセット
③チーズバケットサンドドリンクセット＋ソフトクリーム

12

焼肉酒房

13

笑楽屋ごち

近江牛の牛丼、お味噌汁、一品

14

びわこレストラン ROKU

15

蘭亭

お任せデリランチ(チキンソテー、グリーンサラダ、お任せ
デリ3種、ミニデザート、パン、食後飲み物：コーヒーor紅茶)
ふわっとろオムライス
（デミグラスソースorケチャップ）
、
ミニサラダ

16

うどん・そば

17

京極寿司

盛り合わせずし お吸物付

18

茂美志屋

浜ゆきのっぺい

19

（有）千茂登

20

ぴざか屋

フリードリンク、
マルゲリータ(ピザ)

21

コーヒー＆ピザタイム こめか

ピザピース１枚、クレープorケーキ、お好きなドリンク

22

洋食処

オリジナルハンバーグ、
ミニマカロニグラタン、
サラダ、ライス、味噌汁、コーヒー

23

プラチナプラザ・井戸端道場 秋の彩御前(和食)、コーヒー・紅茶付き、特製デザート

24

花籠宮町

25

Café & Pub London

花籠弁当(こめ治箱寿司3貫、天ぷら、ミニハンバーグ、
小鉢、
コーヒー、ミニデザート)
①近江牛ウィンナーカレー ②ハヤシライス ③スパイシーチ
キンカレー ④3つの豆と根菜カレー
各サラダ、スープ付

26

なごみ寿司

さば寿司盛合せ(酢じめ・焼き3貫ずつ)

良太郎

吉粋

ドリンク付

焼鯖そうめん御前(焼鯖そうめん、旬の小鉢２品、ごは
ん、みそ汁、香物)
盛合わせ寿し、味噌汁

９６CAFE

吟

焼肉重ご膳(焼肉重・おみそ汁・サラダ)

吉野

味加醐

ネギトロ丼

松花堂弁当
（煮物、天ぷら、焼物、ごはん、フルーツなど）

