2019年 流山に春が来た！

流山つるし雛ひな巡り
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※会場により、展示期間が異なり
ますので、ご注意ください。

巡って

魅せられて

会場

イベント

【TX線流山セントラルパーク駅界隈】
・流山市生涯学習センター
・キッコーマンアリーナ
・流山セントラルパーク駅
・東葛病院
【本町界隈】
・流山市役所(平和台)
【北部地域】
・森の図書館(東深井)
・森のレストラン「にっこり」(東深井)
【店舗】
・懐石・手打ちそば「あずみ野」(野々下)
・和食ダイニング「わっ嘉」(柏市西原)
・醸し食堂「しずく」(駒木)
≪主催≫流山ひなまつりの会 ≪後援≫流山市

【講演】
・和食を支える糀の発酵文化(2/24:キッコーマンアリーナ)
〔コンサート〕
・ひな祭りジャズライブ(2/28:あずみ野)
〔ワークショップ〕
・太巻き祭りずし(2/22:森の倶楽部)
・手作り体験教室
(流山市生涯学習センター等の5会場7回)
(2/18,19,21,25,26,27,3/1)

【ふれあいひな食堂】
・期間中の土日(キッコーマンアリーナ)
(2/16, 17, 23, 24,3/2,3)

流山市教育委員会 流山市観光協会 《協賛》㈱東京ドームスポーツ

「流山つるし雛ひな巡り」会場
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流山に春を告げる「流山つるし雛ひなめぐり」も6年目を迎えま
した。会員手作り作品の見せ方に毎回工夫を凝らしています。
今回は、北部地域への展示、
1. 流山市生涯学習センター
ふれあいひな食堂、様々な
流山市中110
ジャンルのイベントと更なる
☎ 04-7150-7474
チャレンジを試みました。
期間中休み 2/20
ご堪能ください。
<展示>10:00～16:00

6 森の図書館
7 森のレストラン「にっこり」

●大ギャラリー
2/15～3/2am
●小ギャラリー
2/15～3/2am
●ワークショップ 2/25 2/26

2.流山セントラルパーク駅
つくばエクスプレス線
流山セントラルパーク
駅構内

9 和食ダイニング「わっ嘉」

4 キッコーマン
アリーナにて、
会員手作り品のお
土産をお買い求め
いただけます。

● 2/4 〜3/3

3.東葛病院

流山市中102-1
☎ 04-7159-1011
<受付>月～金 8:30～11:30
13:00～15:45
土
8:30～11:30

2/１６～3/3
10:00～15:00

● 2/4 〜3/3

10 醸し食堂「しずく」

4.キッコーマンアリーナ
流山市野々下1-40-1
☎ 04-7159-1212
期間中休みなし
9:00～22:00

流山セントラルパーク駅
流山市役所 5

2

4 キッコーマンアリーナ

3

東葛病院 1 流山市生涯学習センター

● 2/16 〜3/3 ● 特別講演 2/24
●ふれあいひな食堂

2/16～3/3の土日

5.流山市役所
流山市平和台1丁目1-1
☎ 04-7158-1111
〔休日〕土曜日、日曜日、祝日

8

懐石・手打ちそば

「あずみ野」

9:00～17:00
● 2/4 〜3/1
●ギャラリー: 絵手紙作品等

8. 懐石・手打ちそば あずみ野
※会場により、展示期間・休日が異なりますので、ご注意ください。

6. 森の図書館
流山市東深井991
☎ 04-7152-3200
<休日>月曜日
平日: 9:30～19:00
日 : 9:30～17:00

●ギャラリー

2/24～3/14am

7.森のレストラン にっこり
-.運営:NPO法人南天の木森の倶楽部内

流山市東深井989
☎ 04-7178-5330
<休日>日曜日
10:00～15:30
● 2/4 〜3/14am
●ワークショップ
2/21
● 太巻き祭りずし 2/22

流山市野々下6-1041-2
☎ 04-7145-1222
定休日 : 木 ※祝祭日は営業
11:30～15:30
17:30～21:30

● 2/15 〜3/2
●ひな祭りジャズライブ
2/28
● ワークショップ
3/1

展示期間中、「ひ
な御膳」(1日10食限
定)を3,240円(税込
み:要予約)で提供。

様々なワークショップを「ひな膳」とともにお楽しみください。
※問合わせ&申し込みは、宮﨑迄 (090-8517-0232)
日

時

2/18(月)
10:00〜15:00

2/19(火)
10:00〜15:00

2/21(木)
10:00〜15:00

2/22(金)
10:00〜15:00

会 場

作 品

「しずく」
和食ダイニング

講師・参加費

猫のブローチ

醸し食堂

講師: 田辺 玲子

※何れか1体を
お選びください。

参加費: 3,200円

ホットパット

「わっ嘉」

(再利用タイプ)

森の倶楽部

蓮と椿とお雛様

「多目的ルーム」

太巻き祭りずし

講師: 龍崎 英子

「桃とバラ」

参加費: 3,200円

生涯学習セン

おくるみ姫

講師: 野間 和子

10:00〜15:00

ター3F

額仕立

参加費: 1,300円

2/26(火)

生涯学習セン

絵手紙教室

講師: 安島千枝子

10:00〜15:00

ター3F

ミニタペストリー

参加費: 800円

2/27(水)

和風ダイニング

文化人形ブローチ

講師: 土屋 昌枝

3/1(金)
10:00〜15:00

※洋服部分の布地は写真
と異なる場合があります

「わっ嘉」

参加費: 3,300円

懐石・手打ちそば クレージキルトの

「あずみ野」

講師: 野﨑 順子

ビーズ刺繍ミニバック
(26cm*21cm)

流山ひなまつりの会とは‥

●予約優先 先着20名
●「しずくひな膳」付き
●裁縫道具を持参
●予約優先

●裁縫道具・ﾎﾟﾝﾄﾞ・ﾋﾟﾝｾﾝﾄ

2/25(月)

10:00〜15:00

備考

先着20名
●「わっ嘉ひな膳」付き
参加費: 3,200円
●裁縫道具を持参
●予約優先 先着15名
講師: 宮﨑 直子
●「ちらし寿司膳」付き
参加費: 2,000円

講師: 高橋 イツ

「多目的ルーム」 アレンジメント
森の倶楽部

(参加費は教材費含み、税込み表示)

参加費:5,000円

●予約優先 先着20名
●「ちらし寿司膳」付き
●ｴﾌﾟﾛﾝ・三角巾・ﾀｯﾊﾟｰ(4人前持ち帰り)
●予約優先 先着20名
●ランチなし。2～3時間で完成
●裁縫道具を持参
●予約不要
●ランチなし。1回2時間程度
●予約優先

先着20名
●「わっ嘉ひな膳」付き
●裁縫道具を持参
●予約優先 先着8名
●「あずみ野天ぷら蕎麦」付き
●裁縫道具、糸とビーズを持参

生徒募集中

流山ひなまつりの会は、つるし雛などの日本伝統文化をこよなく愛する市民団体により構成されています。
地域・年齢・作品対象を問わず、自由に活動しています。奮ってご参加ください。
●主婦たちのバラ祭り ●三井つるし雛クラブ ●豊台悠々サロン ●前ヶ崎ちくちくの会
●つわぶきの会

●宮園雛の会 ●金妻の会 ●名都野ふれあいの家 ●さちの会

●絵手紙 ご縁庵の会 ●野﨑亭 ●ふれあいの家ふたば

教室入会等のお問い合わせは、代表の小泉まで。 (090-4076-6927)
過去のつるし雛巡りや手作り作品制作動画をYou Tubeやホームページ にてお楽しみいただけ
ます。(「流山ひなまつりの会」で検索 )

9. 和食ダイニング わっ嘉
柏市西原2-1-3
☎ 04-7193-8188
定休日 : 日
10:30～15:30
17:30～21:30

車いすオーナー・シェフの金子淳一
郎氏が、H30年11月に和食ダイニ
ングをオープン。「地域の弱者と健
常者が共に集い、コミュニテイの輪
を広げたい」との強い想いが原点。
● 2/15 〜3/2
● ワークショップ

展示期間中、「ひ
な膳」(1日10食限定)
を2,160円(税込み:要
予約)で提供。

2/19 2/27

10. 醸し食堂 しずく
流山市駒木356
駒木LYSE BLA1F

☎ 04-7113-0245
定休日 : 水
11:00～17:00

味噌・酒粕・糀などの自家製発酵調
味料で「美人食」を堪能いただけま
す。美容サロンも併設している店内
はお洒落でフォトジニックな空間。
食べたい品を選ぶサービスも魅力。
● 2/19 〜3/2
● ワークショップ 2/18
展示期間中、「ひ
な膳」(1日10食限定)
を2,160(税込み:要予
約)で提供。

【特別展示】
創作人形作家

水澄美恵子氏

柏市在住。「人形造りが
楽しくて面白くて私はい
つも想像の世界で遊んで
います。そして豊かな庶
民の表情が生まれます。

2/15～3/2am

●展示会
第1回個展「イーハト
ブ幻燈会」(1989年)
以降、個展・企画展・
グループ展を多数。
●作品集
「大正記念写真館」
「童心遊戯」 など。

流山市生涯学習センター小ギャラリーで
展示。 柏教室の生徒作品も展示します。

特別講演
〔テーマ〕 和食を支える糀の発酵文化

要申し込み
演者:

大瀬 由生子氏(一般社団法人日本糀文化協会代表理事)

●日時: 2月24日(日) 10:30～12:00 ●キッコーマンアリーナ1F A/B会議室 ●費用: 無料
＜内容＞
ユネスコ無形文化遺産に登録された「和食」には、糀の発酵によりできた味噌・醤油・酒・味醂・
酢は欠かせません。日本人の暮らしに寄り添ってきた生きる知恵の糀文化についてお話し頂きます。
＜プロフィール＞
発酵食品の糀文化の発展・普及を目的に協会を設立。次世代への伝承と食育をテーマに講演・食育
講師・多数の著書と活躍。
＜申し込み先＞小泉(090-4076-6927)

ジャズライブ
要申し込み
〔テーマ〕 ひな祭りライブ～日本を代表するジャズ奏者 花岡詠二氏、世界の青木 研氏他～
●日時: 2月28日(木) 〔食事〕11:30～ 12:30～ 時間をお選び下さい 〔ライブ〕13:30～15:00
●会場: 懐石・手打ちそば あずみ野 ●費用: 6,000円(お食事付き)
＜内容＞
世界で活躍するプロのジャズ奏者5名を豪華にお招きして、大人の至高の趣味と称せられる
魂の音楽ジャズの魅力をご堪能頂きます。 「アドリブ」「スイング」「インタープレイ」の
華麗なる競演をお楽しみ頂けます。
＜プロフィール＞
花岡詠二氏は毎年海外のジャズ・フェスティヴァルからも招聘される日本を代表するクラリ
ネット奏者、青木研氏は流山出身の世界的バンジョー奏者。
(お申し込み先) 鶴谷 04-7159-3412(FAXも可)

ふれあいひな食堂参加店(期間中毎週土日)
●キッコーマンアリーナ・エントランスで毎週土日開催(2/16,17,23,24,3/2,3の6日間)。時間:10:00～15:00

●ふれあいひな食堂には、下記8店が参加します。当日の出し物をお楽しみにしてください。
※電話番号の市外局番は04

1

和食ダイニング

わっ嘉

車いすのオーナー・シェフが自ら
の和食調理&障害者体験をもと
に、開店。キーワードは、「地産
地消」「無添加」「発酵サバの炭
火焼き」と「バリアフリー」「多機
能トイレ」

TEL.7193-8188
柏市西原2-1-3 (江戸川台駅東口より徒歩8分)

4

キッチンカー
アリーナでお馴染みのキッチン
カーは、限られた時間の中で、
楽しいランチタイムを美味しい
料理でおもてなし。「ランチの楽
しみ」と「活気」を生み出してい
ます。

TEL.7147-8288
㈱ウィズ 流山市名都借1119-21

7 日本糀文化協会
糀の発酵食品として開発した商品
をお買い求め頂けます。柏産かぶ
と生姜の入ったカルシウムたっぷ
りの無添加の柏ふりかけと、柏産
かぶの葉が入った無添加しそふり
かけ、そして、代表理事の著書「食
べることは生きること」や「糀ことはじめ」などを
ご用意しています。
柏市十余二287-402

2

醸し食堂

しずく

美容サロンを併設するオーナー
が、発酵食のランチで「食べら
れたもので作られる身体-体の
中からキレイに-」と開店。
米糀・納豆・味噌・キムチ・チーズなどの発酵食
品を素材とした健康食を小鉢で選べます。
当日は紅花の甘酒等をご用意しています。
。
TEL.7113-0245
流山市駒木356 (流山おおたかの森駅より1.0km)

5

Flowercafe ひまつぶし

3

カフェ南天の木
NPO法人南天の木(指定就労継
続支援B型事業所)が営む、カフ
エ南天は、コーヒー・紅茶、ケー
キ、ビーフカレー、ピラフなどの
軽食を提供しています。自家製
のアップルケーキは絶品です。

TEL.7155-7450
流山市江戸川台西2-148(江戸川台西口商店街)

6

ギャラリー卯布々

店内は季節の鉢花やドライ
フラワー飾り、皆様の「ひま
つぶし」の時間にほっと一息
つける空間作りを目指してい
ます。昼間は週替わりランチや自家製ケーキ、
夜は流山みりんを使ったからあげや角煮を始
め、アルコールに合う料理をご用意しています。

布や着物をリメイクした服
・バック・和小物やハンドメ
ド素材、骨董・古道具・創
作雑貨などを取り扱い、
定期的にリメイク教室を開催。当日は、サツ
マイモ、里芋、蓮根、ほうれん草、人参などを
ご用意します。

昼:050-3552-9194 夜:070-3237-0729
流山市平和台3-4-11

毎月10～15日 13:00～16:00 成田市名木816

8

やまつり清流の里協議会
水の美味しい福島県矢祭町で、
日常を離れた別世界へタイム
スリップ。田舎体験ができる農
家民宿、米・コンニャク作り体
験などを通して自然のすばらし
さを肌で感じてもらうことを目的
とした取り組みを行っています。
福島県東白川郡矢祭町

TEL.0476-96-2758

季節のランチメニュー
のみならず、獲れたて
の新鮮野菜、コンニャ
ク、米、糀加工品、調
味料などもご用意して
おります。

