
絵手紙 ご縁庵の会

流山つるし雛ひな巡り

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 ●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 ●野崎亭 ●ふれあいの家ふたば ●流山南高校

お問い合わせは、代表の小泉まで。 (090-4076-6927)

流山ひなまつりの会とは‥

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 )

三井つるし雛クラブ

●H26年6月設立
●会員: 23名
●代表: 三井眞知子
●拠点: 流山市民活動推進センター

つるし雛及びちりめん細工の学習と実践を目的に、
参加者が楽しく時間を過ごしながら、お互いが協力
して作品完成まで見届けあっています。

絵手紙はその人らしさが一番。身近で日常のモノを題
材に、墨、ダーマクラフト、ちぎり貼り絵、段ボール
アート、消しゴム版画などで絵手紙を制作しています

●H26年4月設立
●会員: 18名
●代表: 梅田 義正
●拠点: 中央公民館

●H24年11月設立
●会員: 23名
●代表: 重 トシコ
●拠点: 豊台自治会館

高齢者が自由に集まり健康、生き甲斐に関する趣味
活動を共に行っています。週1回の割合で、お茶・
折り紙細工・つるし雛制作を勉強しています。

前ヶ崎ちくちくの会

●H22年5月設立
●会員: 7名
●代表: 高橋 静代
●拠点: 前ヶ崎

同じ趣味を持つ近所の仲間が会員宅に月に2回集い、
テキストや教え合って和やかな時間を共有しています
。完成作品はその人の個性として認め合っています。

<主な団体のご紹介>

つわぶきの会

●H26年4月設立
●会員: 17名
●代表: 林 茂美
●拠点: 野々下福祉会館

毎月1回集まって、つるし雛を楽しく作っています。
「流山つるし雛ひな巡り」への展示目標が明確に
なって、会員も俄然張り切って熱が入りました。

主婦たちのバラ祭り

●H20年8月設立
●会員: 24名
●代表: 小泉 尚子
●拠点: 小泉宅(野々下)

手作り大好き人間の一人一人の希望に沿った教材を
10年間叶えている土屋講師への信頼・尊敬・感謝の
気持ちが、継続と拡張に結びついています。

≪主催≫

流山ひなまつりの会
≪後援≫

流山市
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
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見て、巡って、魅せられて！

※会場により、展示期間が異なりますので、ご注意ください。

〔テーマ〕 日本の食”五節句”  演者: 野﨑 洋光氏(東葛食文化アンバサダー)

特別講演

●日時: 3月3日(土) 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＞

五節句は季節の節目に、無病息災・豊作・子孫繁栄などを願い、お供え物をしたり、食

べたりして邪気を払うことを目的に、季節を楽しむ行事として定着してきました。季節の

旬の植物から生命を貰うために、具体的に何をどのように食べたら良いか、解説頂きます。

＜プロフィール＞

「日本料理店 分とく山」(東京都港区南麻布)の総料理長。流山在住。テレビの料理番組

にも数多く出演、野菜・魚・和風肉料理などの素材の味を活かした和食に関する著書多数。

＜申し込み先＞野々下福祉会館(04-7145-9500)  ＜お問合せ先＞小泉(090-4076-6927)

要申し込み

会員募集中

豊台悠々サロン



●予約不要
●作品制作は
60分程度

●予約優先
先着各20名

●よく切れるハサミ
とポンドを持参

2/28(水) 流山市生涯学習 ダックスフンドの 講師: 田辺 玲子

10:00〜15:00 センター3F ブローチ 参加費: 1,000円

●予約優先
先着20名

●裁縫道具・
ボンドを持参

●予約優先
先着15名

「流山つるし雛ひなめぐり」会場
TX線流山セントラルパーク駅界隈を中心に、豪華絢爛、
煌びやかなつるし雛の世界を演出。手作り品制作の体験
教室も多数企画。それぞれの会場で趣向を凝らした展示
をお楽しみください。
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流山セントラルパーク駅

キッコーマンアリーナ

流山市役所

東葛病院

1. 流山市生涯学習センター

●大ギャラリー 2/28～3/9am
●小ギャラリー 2/28～3/9am
●ワークショップ

2/28、3/1、3/2、3/4、 3/6
3/7、3/8 

流山市中110
☎ 04-7150-7474
期間中休みなし
AM9:00～PM9:00

2.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
AM9:00～PM10:00

3.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

4.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

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

AM9:00～PM5:00

南流山

(参加費は教材費含み、税込み表示)

●予約優先
先着20名

●ボンドと裁縫道具
を持参

3/1 (木) 流山市生涯学習 魚と骨のブローチ 講師: 田辺 玲子

10:00〜15:00 センター3F 参加費: 1,000円

3/2(金) 流山市生涯学習 絵手紙 講師: 安島千枝子

10:00〜15:00 センター3F 教室 参加費: 600円

(葉書2枚付き)

※お申込みは、080-5869-5758 金山迄。

日 時 会 場 作 品 講師・参加費 備考

●予約優先
先着10名

●裁縫道具を持参

3/4 (日) 流山市生涯学習 椿の押し絵ブローチ 講師: 三井眞知子

10:00〜15:00 センター3F <色> 参加費: 2,200円

ピンクか赤
を選ぶ

3/6 (火) 流山市生涯学習 手まり 講師: 長峰 幸代

10:30〜15:00 センター3F 参加費: 2,300円

3/8 (木) 流山市生涯学習 麻の“蚊帳”を使った 講師: 宮崎 直子
10:00〜15:00 センター3F 花のブローチ 参加費: 1,500円

会員手作りの和布リメイク

作品をお買い求めいただ

けます! 

<場所>

・流山市生涯学習センター

小ギャラリー

・キッコーマンアリーナ

<期間> 2/28～3/9am

お土産コーナー

● 2/22 〜3/9

● 2/22 〜3/9

● 2/22 〜3/9
● 特別講演 3/3

● 2/2 〜3/2

【展示協力】下記店舗にて 展示および「ひな膳」をご用意しています。

●予約優先
先着10名

●裁縫道具を持参

3/7 (水) 流山市生涯学習 水引で作るお雛様飾り 講師: 田中 麗水

10:00〜12:00 センター3F と小さな 参加費: 2,500円

13:00～15:00                          ブローチ
(AM/PMの2回)

<問合わせ> 宮崎 (090-8517-0232)

<問合わせ・予約>田中 (090-4700-0987)

【特別展示】

期間中、様々なワークショップ「手作り体験講座」を開催します。

※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。

創業明治25年、利根運河河畔。古さ

と新しさが調和した空間。厳選した素

材と技巧、四季折々の佇まい。三位一

体でおもてなしをいたします。

古民家風離れ「静楽荘」にて、つるし

雛展示。お愉しみサロン 新川バル

「蔵」でも展示します。

雛飾り展示は、2/22

～3/9まで。期間

限定で「ひな膳」

(税込み2,160円: 要予約)をご用意。

7. 日本料理 うなぎ割烹 新川

流山市西深井805
☎ 04-7152-1008
定休日 : 月
11:30～

和の文化 仏像彫刻 流山市若葉台在住、中山堅二氏

の仏像彫刻を特別展示します。

第38回流山市展で奨励賞を授

与され、他に般若心経書写、書

道、短歌、詩吟と和文化に造詣

の深い人生の達人です。

流山南高校の生徒さんが、当会の指導のもと、授
業で制作したつるし雛を2/15～3/5迄流山電鉄
車内に飾ります。是非ご覧ください。

6. 懐石・手打ちそば あずみ野
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

「まるでわが家に帰ったような」アッ

トホームな雰囲気のなかで、本格的な

懐石料理と本格的な蕎麦を楽しんでく

ださい。暖炉にピアノが並ぶホールで

は、音楽コンサート等のイベントを開

催、訪れる人に上質な癒しの時間を提

供しています。

2/28～3/9迄の

期間限定で「ひな膳」

(1日10食限定: 税込み

2,160円: 要予約)をご用意。

2/28～3/9に生涯学習センター大ギャラリーで展示。

日本玩具博物館 認定講師 高橋公子氏

8.流山電鉄車内: 流山南高校

7

6
懐石・手打ちそば

あずみ野
流山市野々下

日本料理 うなぎ

割烹 新川
流山市西深井
利根運河河畔

8 流山電鉄
車内:流山南高校

新潟県上越市在住。日本玩具博物館

認定講師。”ちりめん”を素材に、

季節感あふれる和の作品の伝承と普

及に鋭意活動中。

2/28～3/9に生涯学習センター小ギャラリーで展示。


