
発見！

体験！

伊賀の夏

2019.7.20　 〉〉〉 8.18土 日

2019

伊賀ぶらり体験博覧会
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各プログラムの詳細・注意事項は、 「いがぶら」 ホームページをご覧ください

https://fb.com/igaburar i/

下記につきましては、webサイトの【参加する】または【いがぶらとは】をご参照ください。
◆注意事項　◆料金の支払について　◆キャンセル待ちについて
◆キャンセルについて　◆参加規約

ご参加にはいがぶら公式WEBサイト
からのお申し込みが必要です。

7月6日 （土）１２時から受付開始

https://igabura.com

いがぶら公式webサイト内の各プログラムの予約フォームからお申し込みください。

「伊賀をぶらりと体験する小さな旅」をテーマに、
伊賀でしか体験できないプログラムが満載です。

９/２１（土）～１１/２４（日）

今年で６年目を迎える

秋のいがぶら。

開催期間



伊賀市島ケ原 5844 伊賀市上野忍町 2491-1

伊賀市上野丸之内 500番地 伊賀市上野忍町 2491-1

伊賀市上野丸之内 149-1

伊賀市比自岐 3153

伊賀市諏訪 2339-2
伊賀市上野東町 2957

ホヅプロものづくり工房 赤井家住宅 展示室

ハイトピア伊賀
赤井家住宅

クローバーガーデン

瑞雲ファーム

古民家ラディブーケ
うえせん 白鳳プラザ

４階健康ステーション

問い合せ
問い合せ

問い合せ
問い合せ

問い合せ 問い合せ

問い合せ
問い合せ

手づくり木工房『春と木の風』
TEL: 090-2351-9545（月～土 9：30～ 17：00）

布遊び工房 珠々 -juju-  TEL: 080-5101-3210

sanahana　杉本　TEL: 080-1610-9044
sanahana.flower@gmail.com

いせや　TEL: 0595－21－0615 （火曜定休）

クローバーガーデン　TEL: 0595-23-7773
瑞雲ファーム　TEL: 070-1643-7093
zuiun-farm@softbank.ne.jp

古民家ラディブーケ前川和代TEL: 090-4238-5756
動物保護団体わんらぶ　橋本優　
 LINEID 08031358343

1 組、大人 1人お子さん 2人まで。
お子さんが 3人以上のときはお子さん 1人＋500 円。

木製トレー作りで、

キッズＤＩＹの

基礎教えます
コロコロかわいい

キャラメル・ポーチ

手形アート×

ベビーマッサージで

幸せ家族時間

伊賀の伝統和菓子
『おしもん』
をつくろう

プリザーブドフラワー
で作る森の散歩道

めちゃうま

アスパラ収穫と

親子で乗馬体験

ピーマンだって平気
夏野菜たっぷり
パエリア作り

わくわく

ふれあい動物園♪

♪

夏休み一日大工さん

初めてのチクチク手縫い

今この瞬間を残そう
 ぼくも わたしも

和菓子職人

カップの中の
絵本の世界

体においしい
農ママの朝ごはんつき

 新鮮野菜のお土産つき！

集まれ★キッズシェフ！ 可愛い動物たちと

ふれあおう

対象年齢 : 小学４年生以上対象年齢 : 小学生 （幼児の方は、保護者とご一緒に製作可能）
申込み時製作個数を回答ください。

大人１名、子供１名～２名 １組でお申し込みください対象年齢 :６カ月～1歳６カ月。兄弟姉妹がいる場合は、
申し込み時に年齢を備考欄へ記入してください。

１

２

３ ４

５ ６

７ ８

木工工房で、木製Ａ４トレーを作りながら、ＤＩＹの基礎
を体験します。のこぎりで切って、ヤスリで磨いて、ボンド
ではって、木ねじや釘で止めます。 最後に、好きな色に塗装
して仕上げます。工具の使い方を覚えて、夏休みの工作に
チャレンジ！ご参加頂いた子供たちには、夏休みの工作用
に木の端材をプレゼントいたします。

四角くてキャラメルのような可愛い形♪
何種類かある布からお好みの布柄を選んでチクチク作っ
てみませんか。針を持つのが初めてでも、チクチク縫うの
が苦手でも大丈夫！一緒に楽しく作りましょう。
サイズ約奥８㎝ ×横９cm×高 8cm画像の布は見本です。

森の中を散歩すると、自然あふれる川辺のせせらぎ、小鳥の
さえずり、空気や匂い、小さな奇跡がいっぱいあります。
ウサギさんかクマさんを選んで、プリザーブドフラワー を
使って紫陽花、バラ、苔、木々や小石で、森の散歩道を作りま
しょう。カップの中に絵本の中のような森ができますよ。

伊賀はアスパラの産地！！ テレビでも紹介された「瑞雲 (ず
いうん )ファーム」にて親子でみずみずしいアスパラを収穫。
その後「ペピーズホースフィールド」に移動し 農ママ自慢の
伊賀米のおにぎりや豚汁、とれたてアスパラ料理で朝ごはん。
馬のお世話や乗馬で、馬と楽しく触れ合い自然を満喫しよう！

子どもの成長はアッという間！今この瞬間を手形アートで
残してみませんか。家族で手形をとったあと、マスキング
テープなどを使い手形アートを仕上げてもらいます。
お子さんがたいくつしないようにふれあい遊び・ベビー
マッサージの時間を途中に入れます。おじいちゃん、おばあ
ちゃんとお孫さんとの参加も大歓迎です♪離乳食にも安心
して使える阿山農産さんのポン菓子のおみやげ付きです。

おしもんとは、餅の粉と砂糖をあわせ、餡を入れて木型で
押した、伊賀の伝統のお菓子です。花や鯛などたくさんの
木型からお好きな型を選んで、お好きな色で彩りよく作っ
ていただきます。１組につき３個のおしもんを作ってお持
ち帰りいただきます。「でっちようかん」を食べながら、な
ぜ伊賀でおしもんが生まれたかの話を老舗和菓子職人か
ら聞き、伊賀の和菓子文化を楽しんでください。

諏訪で育った無農薬野菜を収穫体験、夏野菜たっぷりパエ
リアを作ります。「なすびってどんな風にできるの？」
「きゅうりの花って知ってる？」と野菜ソムリエがご案内。
もぎたて真っ赤なトマトを頬張ると、野菜ってこんなに甘
いんだ～と感動。太陽の光を浴びて栄養を蓄えた完熟野
菜！土壌改善として岩塩を混ぜ、ミネラル豊富な安心安全
野菜のとれたての美味しさを味わって下さい。塩ソムリエ
が栄養や美味しい食べ方もレクチャー。

犬を中心に、猫、フェレット、カメ、ザリガニ小さな動物たちが
集まります。 動物のことや、正しいふれあい方を知って、友だ
ちになっちゃおう！ 集まる動物たちの中には、一度人に捨て
られた子達もいます。それぞれの動物の事、なぜ保護されてし
まったのかを勉強して、動物と人が幸せに暮らせる未来を考え
よう！スーパーボウルすくい、ザリガニ釣りなど子どもが楽し
める要素が盛りだくさん！ ぜひ、遊びにきてね！

1組（大人 1人 お子様 1人）の参加費です。
お 1人増える事に 2000 円 追加になります。荒天中止。

付き添いの方は、小学生以上 1000 円（食事付）

参加費定員 定員

定員 参加費 定員 参加費

定員 参加費

定員 参加費

定員 参加費
定員 参加費

参加費各 10名 各４名

保護者同伴

¥1,800

５組 ¥3,000 3 組 ¥2,800

各４名 ¥2,300

10 組 ¥6,000

各 10 名 ¥2,500
15 組 ¥1,500

2019

１個目（蓋付） 2,000円
２個目（蓋無） 1,500円

8/4(日)

7/21(日)

8/3(土) 7/26(金) 8/18(日)8/3(土)

7/28(日) 7/27(土) 8/12(月)、28(日)

 9:30〜12:00
13:00〜15:30

10:00〜12:00
14:00〜16:00
17:30〜19:30

10:00〜12:00
14:00〜16:00

10:00〜12:00
6:30〜11:30

13:00〜15:00
10:00〜12:00
13:00〜15:00

10:00〜12:00 13:00〜15:30

10:00〜14:00各日
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伊賀市緑ケ丘西町 2270-1

伊賀市腰山 354

伊賀市丸柱 169-2
伊賀市木興町 2160-2

伊賀市上野忍町 2496 - 2 伊賀市緑ヶ丘西町 2614-3

伊賀市桐ケ丘 1-198
伊賀市上野丸之内 500

伊賀白鳳高等学校
矢持地区市民センター

パン工房MAAM VERANDA 伊賀焼伝統産業会館

末廣寿司
タナカバナナ本社ビル２階

池原の家
ハイトピア伊賀3F マームベランダ

問い合せ
問い合せ

問い合せ問い合せ

問い合せ

問い合せ

問い合せ

問い合せ

伊賀白鳳高等学校　フードシステム科
パティシエコース（大内） TEL: 0595-21-2110

四季の森「やもち」ゆめ倶楽部
担当　澤田　TEL: 090-8956-5469

伊賀焼伝統産業会館　TEL: 0595-44-1701
（9：00～ 17：00　月曜休館・祝日の場合は翌日）

細野佳恵　tickle27furniture@gmail.com
TEL: 090-9165-7221

末廣寿司　TEL: 0595-21-0797

ものづくりくらふと
TEL: 090-8325-5781（携帯へは平日の 18時以降
にお願いします。）　sappu@asint.jp　

酒の関所なべ重　TEL: 0595-21-0263　
※定休日：第２、第３水曜日
営業時間：9:30 ～ 21:00

中沢青果てくてく　
中澤　TEL: 090-3152-1705

大人１人 1000 円・子供１人 1000 円。
必ずペア以上で申込ください。

13:30〜15:30

9:00〜13:00 13:30〜15:30

雨天の場合は 8月 16日 (金 )に順延。
但し、8月 16日 (金 )が雨天の場合は中止。

親子でチャレンジ！
夏のお菓子作り

摘んで煮詰めて

ブルーベリー

三昧の一日

焼きたてパンと

木のトレーで

素敵な食卓

こねてのばして　

伊賀焼
親子陶芸教室

親子で 伊賀名物

『 忍者ちらし』 

を作ろう！

野菜ソムリエ

上級プロの

ベジフル研究室

CAD経験者に学ぶ

  ３Ｄモノづくり！
『地球きれい 

おもしろサイエンス講座』

伊賀白鳳高校
プレゼンツ☆ 森に囲まれた伊賀の里で

パンと
 うづくりトレーを作ろう！

夏休みの工作は
 これで決まり！

食べて美味しい 

『からくり』お寿司
バナナ工場見学と

食べ比べ&アイス作り

目指せ将来のエンジニア  世界で活躍！
いなガッキーがつくる魔法の水

対象年齢 : 小学校 1年生～ 6年生
ご兄弟での参加は追加料金（3,000 円）となります。

対象年齢 : 小学 4年生～ 6年生

対象年齢 :4 歳～小学生の子供と大人のペア参加です。
子供のみは不可、大人１人に子供２名などは可。

対象年齢：小学生～

９

10

11 12

13 14

15 16

伊賀市にある伊賀白鳳高校には、製菓を本格的に学べるパ
ティシエコースがあります。そこで学ぶ生徒たちと一緒に
お菓子作りをしてみませんか？親子（祖父母ももちろんＯ
Ｋ）で協力しておいしいお菓子をつくりましょう。２３日
はクレープ、２４日はパフェを作ります。お好きな日程で
ご参加ください。また、普段実習販売している "伊賀忍クッ
キー "をお土産としてプレゼントします。

四季の森「やもち」ゆめ倶楽部の大きく実った季節の果実ブ
ルーベリーを親子で協力しながら摘みとり、そのあとは一
緒にコトコト煮詰め、ジャムを作ります。このジャムをサイ
ダーで割ったシュワシュワジュースとともに、摘みたての
果実を使ったデザートピザをつくります。他にもいろいろ
あるのでお楽しみ。昼食が終わったら、昆虫や草花をみつけ
に里山を探検しよう！ブルーベリーのお土産付です。

女将さんが老舗寿司屋の厨房で、伊賀名物 忍者ちらし の
作り方を教えます。とりの照り焼き、玉子焼、エビ、かにか
ま、シーチキン、彩り野菜等、お子様が大好きな具材を色々
ご用意。 お寿司屋さんになった気分で、色んな具材を詰め
込んで、大人サイズと子供サイズの『親子忍者ちらし』を作
りましょう。表情も面白楽しく作って、クスッと笑っちゃ
うセリフ も考えてね。

夏休みの自由研究に！五感＋αの体験で子供たちの好奇心をく
すぐります♪松尾芭蕉生誕の地で「実芭蕉」と呼ばれるバナナの
魅力をとことん深掘り。伊賀の老舗タナカバナナ今西がバナナ
の秘密を解き明かす工場案内を、野菜ソムリエ上級プロ中澤は
初めて出会う個性的なバナナの食べ比べやアルミ缶を使っての
簡単アイス作りを。気づき＆発見＆感動の『知って食べる』の世
界へ。何気なく食べているバナナも奥が深いよ。

粘土感覚で楽しめるパン作り。子供たちと国産小麦を使っ
たおやつパンと持ち帰り用の伊賀のお野菜を使ったピザ
作り。大人は杉の木で『うづくり仕上げ』と呼ばれる技法を
用い木目がアクセントのトレーを作ります。
同じ空間で親子が各々の時間を楽しみ素敵な食卓コラボ
がご自宅で完成です。

のびのびと粘土をこねて、自分の好きな器や人形・置き物を
作ってみよう！作陶は、子供が大好きな粘土遊びと似ていま
す。 お父さん、お母さんも童心に返り子供と一緒に粘土遊び
をしてみましょう。想像力や作る喜びを育む陶芸は情操教育
にも最適です。陶芸家指導のもと、作品は自由に作っていた
だいて結構です。思わぬ才能が発見できるかも…

３DＣＡＤソフトを使ってのモノづくり体験です。
コンピュータを用いて設計をすることをCADと言います。
CADが無かった時代は手描きで図面を作成し、修正や変更
はとても大変でした。 3DCADでは、モデルを作ればそのデ
ータから多様な使い方ができ、修正も簡単。
伊賀市でも製造業で導入している企業が沢山あるんですよ。
そんな３DCADの基礎をプロから学びながら、実際に３Dモ
デルを作成していただきます。

食べ物をはっ酵させて作る不思議な水、マイエンザ液を使うと、
微生物や菌の力で 野菜や果物は大きく甘くなります。名張の蔵
持小学校では、この不思議な水でプール掃除の際に出ていた沢
山の汚泥が無くなったんです！その仕組みや効果などについて
一緒に学びましょう！においは？味は？？ どんなかな？？？ 
最後にガッキーから、見本の魔法の水がもらえるよ！
しっかり学んで、同じものをおうちで作って使ってみよう！

※23日はクレープ ※24日はパフェ

お子様 (パン作り )：3,000 円 /( ピザ 1枚 +パン 2個 )、
大人 (木工 )：2,000 円 /( 木トレー 1枚 300mm×200mm)

大人と子どものペア（グループ）でお申し込みください。

定員 参加費
定員 参加費

定員 参加費
定員 参加費

定員 参加費 定員 参加費

定員 参加費

定員 参加費

2019

各 16 名 ひとり¥500
20 名 ¥1,000

各 6 名 ¥5,000
各 10 名 ¥ 1,000

各８名 大人 ¥2,500 
子ども¥1,300 16 名 ¥2,500

１組 ¥2,000（1 組当たり）

20 名 ¥500

１組３人まで

7/23(火) 7/24(水) 8/9(金) 7/28(日)

7/28(日)
8/3(土)

7/21(日)、23(火) 7/20(土) 7/20(土)、21(日)、
8/3(土)、4(日)

、28(日)、30(火)

13:00〜15:00 13:00〜15:00

13:30〜15:00
各日

各日

各日

13:00〜17:00

7/31(水)、8/1(木)
13:30〜15:00各日

バナナのお土産付き

9:30〜11:30
13:00〜15:00

1

２



伊賀市上野丸之内 33 -2 伊賀市桂 1532

伊賀市上野魚町 2888-6 伊賀市広瀬 498-8

伊賀市西高倉 6358番地の 1 伊賀市ゆめが丘 1-1-3

伊賀市石川 666-4

伊賀市上野忍町 2491-1

松涛庵 農園はなうた

フラワーブティックこさか 廣島製材

岩倉峡公園キャンプ場 ゆめドーム 軽運動室

産土武芸道場
赤井家住宅

問い合せ 問い合せ

問い合せ 問い合せ

問い合せ
問い合せ

問い合せ
問い合せ

農園はなうた　TEL: 080-1455-7146

フラワーブティックこさか
TEL: 0595-23-2516 廣島製材 TEL: 090-3034-9365

（公財）伊賀市文化都市協会　TEL: 0595 -22-0511 義心塾　veni.vidi.vici.26@icloud.com

三橋源一
mail：contact@ubusuna-bugeidojo.com 
TEL: 090-3727-7200 営業時間 9：00 ～ 18：00

ネイルセラピールリアン 中島陽代 
leliennailharu0313@gmail.com 

松涛庵 TEL: 0595-24-0881　Mobile:09063354486

11:00〜14:00

キッズと保護者の合計が 5名まで可能
友人同士の親子二組もOK。　子どものみの申し込みは不可 対象年齢 : 必ず保護者同伴でのご参加を。未就学児のご参加不可。

１組最大６名様まで。１組１テントで宿泊。雨天決行、荒天中止。

いが☆グリオ
茶わんで

はじめての茶道

山盛り夏野菜

収穫と石窯ピザ

クッキング

花のある食卓de

テーブルマナー

レッスン　

迫力満点
伐倒見学で

林業を学ぼう

１泊２日の
竹づくしキャンプ

塾長直伝

精神集中と空手を

親子で体験

伊賀の山里で

本格忍者修行

メモリーアートと
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作って！食べて！遊んで！

 お茶の先生
こまきちゃんに学ぶ

1日1組限定！
遊べる農園でわんぱく体験

 親子で
レストランデビュー！！ 木製パズル作りと

自然の中でランチタイム

キャンプファイヤーで

岩倉峡の夜を楽しもう
体と体で学び合おう

この夏初めての
 忍術体験！

　親子リンクネイルで

夏休みの思い出作っちゃおう

大人（中学生以上）¥3,500
小学生¥2,000、 幼児¥1,000

２名以上最大２０名まで。
お友達と参加したい場合は複数でも可能です。
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やってみたかった茶道をこの夏、親子で体験しませんか？
お茶の飲み方、お菓子の取り方を学んでいただき、いが☆
グリオの茶碗を使って抹茶を実際に点てる体験もしてい
ただきます。お子さんが点てたお茶を保護者の方にお出し
することで感謝の心を感じていただきたいと思います。イ
ス席での体験ですので気軽にご参加いただけます。一組限
定なのでお好きなペースで進めることができます。

午前中はトマトにナス、パプリカ等様々な夏野菜を収穫し、
その材料を使って夏野菜サラダやホイル焼き、石釜を使った
焼きたてピザ作りに挑戦！食後はハンモックでくつろいだ
り、農園主のたっちゃんと生き物を探したり、お土産のお野
菜を収穫したり。大人はのんびり、子どもは楽しくわんぱく
に、遊べる農園でご家族での大切な一日を過ごしましょう。

自然豊かな岩倉峡公園キャンプ場で１泊２日のキャンプ体
験！竹を使った行燈や食器作り、飯ごうを使っての炊飯や炭
火で具たっぷり夏野菜チキンカレー作りなど本格的なアウト
ドアクッキングにチャレンジ！夜はキャンプファイヤーの火
の元で楽しい音楽やゲームで盛り上がろう！そして虫の声や
風の音を聞きながらテントでおやすみ…♪翌朝は手作り朝ご
はんで締めくくり！魅力いっぱいの伊賀の大自然を体感しに
ぜひお越しください！

精神統一の黙想からスタート !! ストレッチで運動不足の
身体をほぐし、空手の基本技を習得。柔らかいミットへ突
き・蹴りでテンションアップ。最後は一緒にコア・トレー
ニングでさらに集中。空手の基本を解説しながら親子で楽
しめる運動量ですので、初心者や体力に自信の無い方でも
楽しめます。パパ、ママはもちろんおじいちゃん、おばあ
ちゃんとお孫さんペアでも OK です。身体を使ったコミュ
ニケーションをしませんか？

「こさか」で生花を使ったナプキンリングとミニテーブル
花をレッスン。その後「ストーク」に移動し、テーブル花を
セッティングします。テーブルが整えば、お料理スタート。
コース料理を召し上がりながら、メニューの流れに沿った
基本的なテーブルマナーをレストランサービスのプロが
教えます。お子様となかなかレストランに行けないと思っ
ていた方、当日は食べられるお花エディブルフラワーを
使った特別メニューをご堪能ください！

伊賀の木を使って木製パズル作りに挑戦。電気のこぎりで好
きなピースにカットし、イラストや絵を描いて世界に一つだ
けのパズルに…パズルの絵や接着剤の乾燥の間に山へGO！
大迫力の伐倒を見学。伐倒後の木の年輪を見て樹齢を当て
ちゃいましょう。山や自然を守る大切さや なぜ伐倒が必要な
のか…山の豆知識が盛りだくさんです。お昼は大自然の中で
のランチタイム。遠足気分でお弁当をいただきましょう。

伊賀の山里にある道場で、様々な忍者の修行を体験して
いただきます。道場内にて、基本の忍者歩き、さばき方、
受身、基本的な護身術などを、手裏剣打ち場で手裏剣の
打ち方、吹き矢の練習などを、忍者の暮らしを実践して
いる忍術インストラクターが指導いたします。

7月 21日は、「伊賀市市民花火大会」です！それに合わ
せて、花火をモチーフにしたネイルを親子ペアで施術
し、その間に似顔絵を作成。浴衣にもあうネイルでかわ
いく仕上がった後は、町野酒店さんの甘酒アイスをおや
つにどうぞ。そのまま、お祭りにレッツゴー！

対象年齢 : 小学生以上のお子様。
子ども１人 +保護者 1人の金額。1名追加は 2500 円で承ります。

対象年齢 : 小学 3年生～
1組（子供 1人大人 1人）の参加費です。(お弁当はご持参ください )
追加料金、子ども 1名 2,500 円・大人 1名 1,000 円となります。

ご姉妹等で参加される場合、追加料金はお１人1200 円です。
必ず保護者とご参加ください。
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料金は親子（大人 1名 子ども 1名）  1 名追加毎に＋500 円
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2019

各１組 ¥1,000 各１組

5 組 ¥7,500

8/4(日) 7/21( 日) 
7/26(金)

5 組 ¥3,500

7/20(土)

6 組
小学生 ¥3,000
大人（中学生以上） ¥3,500 20 組 ¥1,000

各６名 ¥2,000

7/21(日)

各１組 ¥3,000

（大人も子供も 1名につき）
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8/3(土)、４(日)
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7/21(日)、28(日)、8/4(日)
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