14 10月5日（日）10:00〜14:00

亀岡市

亀岡”楽しさてんこ盛り”ツアー「かめ遊学」
●開催日

城下町まち歩きイベント＋京のおばんざいサロン

10月5日
（日）

■行程■

●時間

10:00〜14:00

JR亀岡駅
↓
南郷公園
↓
亀山城址
↓
石垣の刻印
↓
「亀岡」を
亀山城内堀
面白おかしく語ります！
↓
薬研堀跡
↓
外堀跡
↓
秋葉神社（惣構土居跡）
↓
亀山城下（旧山陰街道）
↓
安町ホーム和の家
（昼食：京のおばんざい
サロン、交流会）
↓
解散
ガイド：松尾清嗣さん

●集合場所

JR亀岡駅改札口（2F）

●定員

15名
1,500円

廻船業で栄えた宮津城下には、漁師町、新浜、魚屋など、海と共にあった
地名、文化が多くあります。いまも残る教会、町家、武家屋敷を訪れ、町家
の活用・再生・技術・実践事例をコース別に学び、考えてみましょう。

10月5日
（日）

平安京大極殿跡
↓
達磨寺（法輪寺）
↓
Art Cafe ナナイロ
※ナナイロにて、
シルクスクリーン印刷
体験＆ちーとーく

●集合場所

JR胡麻駅

●定員

20名

●参加費

2,000円

地域の歴史ならまかせて
ください！
みなさんとお会いできる
のを楽しみにしています！

ガイド：塩貝勲さん

●開催日

10月12日(日）
11:30〜14:30

●集合場所

平安京大極殿跡

●定員

10名
2,300円（拝観料別途800円）

（ガイド料、オリジナル手ぬぐい制作代、ランチ代込）

主催・お申し込み先
主催・お申し込み先

Art Cafe ナナイロで食欲の
秋と芸術の秋を楽しんでくだ
さい。

●申込締切日 9月30日
（火）

伊根町

伊根町舟屋群
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10月12日
（日）15:00〜16:00

建築のプロと歩こう
～ちりめん街道散策

与謝野町

ちりめん街道

【行程】舟屋群・重要伝統建築物保存地区見学
舟屋群・伝統建築物のお話
ガイド：伊根町観光協会
解説者：宗田好史さん（京都府立大学教授）

催

●定員 40名（伊根・ちりめん街道の合計）
●参加費 2,000円
※小雨決行 ※定員に達し次第締切ります。

●申込締切日 9月10日
（水）

仏牙舎利はお釈迦様の歯のこと。太秦の西に点在する神社仏閣を
辿って秋を楽しむ歴史探訪
無類の歴史好きと一緒に、太秦界隈の歴史を
ゆっくりと楽しみましょう

●時間

10:00〜12:00

●集合場所

嵐電有栖川

●定員

30名

●参加費

2,000円（ガイド料、保険料等）
主催・お申し込み先

ガイド：米澤正尚さん

●申込締切日 10月10日
（金）

●集合場所

キッチンNagomi
京都市下京区七条大宮西入西酢屋町10

●定員

20名

主催・お申し込み先
NPO法人美山里山舍
担当 中園
TEL. 0771-75-0015
FAX. 075-320-2480
Mail: info@satoyama-sha.com

木津川市

NPO法人加茂女（かもめ）

（木津川市南加茂台4-15-6）Pあり
●定員

15名

●参加費

3,500円

（体験、昼食、鯖寿司特大サイズ1本お土産付き、
ガイド、保険代）
※雨天開催（荒天中止）
（持ち物）エプロン、三角巾

主催・お申し込み先
NPO法人加茂女
TEL＆FAX. 0774-66-1895
Mail: info@npo-kamome.com

●申込締切日 10月23日
（木）

主催・お申し込み先
ピアーズンピアーズ
TEL. 075-777-7713
Mail: h.masui@pia2.org

京都ちーびずマルシェin清水焼の郷まつり
京都府内、地域の食材で作ったこだわりの農産物や加工品をお届けします！

10月17日
（金）〜19日
（日） 9:30〜18:00

●時間

11：00〜15：00

KTR野田川駅集合
↓
リフレかやの里にて
説明・交流会
↓
リフレかやの里にて
ランチ
↓
野田川散策
↓
後野区公民館
↓
リフレかやの里解散

ここがオススメ！

■ ネスト
（ジビエのフランクフルト）
■ 酪ママ工房（ジェラート）
■ ふるさと保津（保津川サイダー）
■ 恋茶（和束茶ぷりん）
■ NPO加茂女（筍のおやき） など

●集合場所

KTR野田川駅

●定員

15名

●参加費

2,500円

京野菜ジェラート、保津川サイダー
など、京都府内から約15団体が集結！
1日40個限定の清水焼とのコラボ企
画もあり！

（ランチ、
ガイド料、温泉入場券または
お土産込み）

●開催場所 山科・清水焼団地
●参加費 無料
●主催
京都ちーびずマルシェ in
清水焼の郷まつり実行委員会

※ 4名以下の場合開催しません。
※ 自然観察ですので天候によって異なること
があります。

主催・お申し込み先
ガイド：藤原さゆり さん

リフレかやの里
NPO法人京都女性起業家協議会（共催）
TEL. 0772-43-1730
FAX. 0772-43-1733
Mail: refre@yosanoumi-fukushikai.or.jp

リフレかやの里の指定管理者であり、
地元を愛し、
「障害者のはたらく場、
仕事づくり」を中心に奮闘、活動され
ています。

●申込締切日 10月25日
（土）

1

【婚活女子会】

婚待ち女子の心と体づくり 円町/発酵食品・こうじのお料理

出会い〜交際、結婚〜出産までの女性と
しての心と体づくりをお勉強します♪
イチオシ女子：平松美華さん
（手しごとの学校kinone）
将来家族に食べさせたいおいしいごはん作
りが、自分の体を整えることにもなります♪

手しごとの学校kinone
NPO市民仲人の会
Mail: chiamomokuri＠gmail.com

2

【婚活イベント】共感コン！

分かち合える価値観を探し
一生のパートナーを見つけよう

イチオシ女子：
西山祐子さん
東北の郷土料理作りや意見交換ワークショップを通して、 （一般社団法人みんなの手）
参加者の中から尊敬しあえる価値観の相手を見つけましょう。 本当に自分がパートナーと
分かち合いたい価値観＝
共感を見つけるとパートナ
●参加条件：20代〜アラフォー世代の独身男女
ー探しの近道になります♪
●開催日：10月13日
（月祝）

●時間：10：00〜15：00頃
●開催場所：伏見・みんなのカフェ（京都市伏見区両替町4-319）
●定員：20名 ●参加費：4,500円 ●申込締切日：10月6日
※持ち物：エプロン
※詳細は9月アップ予定の市民仲人の会HPをご覧下さい。

3

4

秋の京都ちーびず女子のイチオシカフェ

婚活

【婚活イベント】

婚活前の親学級
体と心の健康教室

●対象：これから婚活を始めようと思っている女
子や始めたばかりの人、婚活イベントやコンパを
廃校を貸し切り、異性との出会いと、社会貢
繰り返してもなかなか出会いにつながらない女子
献が両方体験できる１日限りの「ぴいちゃん
●開催日：9月26日(金)・10月31日(金)・11月21日（金） 学園」を運営します。
●時間：19：00〜21：30
アレルギーに関する授業を受け、将来「知っ
●開催場所：円町・la Hale（ラ・ハレ）
ておいてよかった！」
と思える健康な家族づ
京都市上京区上ノ下立売通御前通西入大宮町491-1
くりに向けての知識を養います。
●申込締切日：9月26日→9月19日、10月31日
→10月24日、11月21日→11月14日
イチオシ女子：おだにともえさん
（NPO法人ぴいちゃんネット）
●定員：10名 ●参加費：3,500円
知ってると知らないとでは大違い！将来の
※持ち物：エプロン

※詳細は9月アップ予定の市民仲人の会HPをご覧下さい。

10月26日
（日）

●集合場所

※少雨決行、荒雨中止

●申込締切日 11月12日
（水）

10月31日〜11月14日

■行程■

●時間

ガイド：高味孝之さん
木津御輿運営委員会 敬神組理事

●開催日

1300年前の野田川歴史ロマンを体験

●開催日

9:30〜13:30

3,000円

（時代衣装着付け代、殺陣講習料、撮影代含む）

ガイド：高橋智浩さん
（京都剣友会 居合道五段）

与謝野町

野田川に帰るサケに出会う

3,500円※嵐電運賃200円は各自で用意

豪快や！！祭に特大鯖寿司！

加茂女集合
↓
「鯖寿司」手作り体験
↓
（試食）鯖寿司や地元郷
土食を味わって頂きます
↓
古い町家が残る
奈良街道（散策）
↓
岡田国神社到着後
案内ガイドによる
祭りの話
↓
「太鼓祭」宮入（みやいり）
見学
↓
解散

24 10月31日〜11月14日 11：00〜15：00（定休日：水曜日）

●参加費

（昼食代／ガイド代／保険料／お茶・
お茶菓子代）
※雨天決行

15名

●参加費

家族の幸せを、いまつくりましょう♪

●開催日：11月1日(土)
●時間：10:00〜15：00頃
●開催場所：京都府相楽郡南山城村
（旧田山小学校）
●申込締切日：10月24日
（金）
●定員：40名
●参加費：5,000円
※動きやすい服装、靴
※集合場所など、詳細は9月アップ予定の
市民仲人の会HPをご覧ください。
NPO法人ぴいちゃんネット
一般社団法人ソーシャルプロダクショングラビティ
NPO市民仲人の会
Mail: chiamomokuri@gmail.com

6

仕事のシカタ
人とつながるカフェ

丹後一宮・籠神社の奥宮 真名井神社近くの自宅ガレー
ジを改装してカフェをはじめて３年。
カフェ ラ・メールがいかに誕生したか・・・名水で入れた
コーヒーを飲みながらじっくりお話を伺い、地域で起業
したい人との交流を深めます。
イチオシ女子：井上ひろみさん（カフェ ラ・メール店主）

●開催日：9月16日
（火）
●時間：10:00〜14:00
●開催場所：カフェ ラ・メール
宮津市大垣295−1 TEL.0772-27-1224
●申込締切日：9月14日
●定員：8名
●参加費：1,500円（昼食代込）

7

【婚活イベント】

20代〜アラフォーのお料理婚活☆

放置竹林の竹を災害時にも利用
できるエコストーブを作ってみま
せんか

円町／きりたんぽ鍋

昭和を感じる民家で飾らない出会いを演出します♪
友達をつくりに来る気軽さでご参加いただいています。
●参加条件：20代〜アラフォーの独身男女
●開催日：10月26日
（日）
●時間：12:00〜16:00頃
●開催場所：円町・la Hale（ラ・ハレ）
京都市上京区上ノ下立売通御前通西入大宮町491-1
●申込締切日：10月19日
（日）
●定員：10名
●参加費：3,500円
※持ち物：エプロン
手しごとの学校kinone
NPO市民仲人の会
Mail: chiamomokuri＠gmail.com

※集合場所など、詳細は9月アップ予定の市民仲人の会HP
をご覧ください。

イチオシ女子：
福井さなえさん
（NPO法人加茂女）

5

講演：竹も薪になるロケットストーブ（加茂女）
体験：ロケットストーブ製作&ストーブレクチャー（美山里山舎）
交流：ロケットストーブを使ったオーブン料理
たけのこ焙煎茶（竹・流域環境ネット）

【婚活イベント】

加茂の竹林パーティ

「ピザ焼き体験と竹林整備で婚活」 イチオシ女子：曽我千代子さん
（NPO法人加茂女）
癒し効果のある竹林内で作業しながら、 ピザ作り、竹の伐採を通じて本
質を見抜ける！気の合う恋人を
相手の本質を見極める♪
みつけよう♪

●開催日：11月8日(土)
●時間：10:00〜15：00頃
●開催場所：木津川市
●定員：30名
●集合場所：
京都府木津川市役所加茂支所前
JR加茂駅より西に徒歩3分
●申込締切日：11月5日
●参加費：2,000円
●参加条件：
25歳〜50歳くらいまでの独身男女
※飲み物・軍手・山登りのできる服装

主催・申込先
NPO法人加茂女
TEL.&FAX. 0774-66-1895
Mail: info@npo-kamome.com

鯖寿司作ってお祭り三昧

京都の祭りに欠かせない鯖寿司を、
神幸祭と炬火祭の日に作ろう！

石黒商店に集合 鯖寿司作り工程①
→御香宮神社 神幸祭 〜神輿見学 神幸祭のお話
→鯖寿司作り工程② 三栖神社 炬火祭のお話
→炬火祭見学
→解散
イチオシ女子：石黒美江さん
（おばんざい伝承師）
京都に根付くおばんざいの精神と
味を伝承していく活動を行っている。

宮津町家再生ネットワーク
TEL. 090-5978-8315（小山）
Mail: miyazu.machiya@gmail.com

手作りのエコストーブ

一般社団法人みんなの手
一般社団法人ソーシャルプロダクショングラビティ
NPO市民仲人の会
Mail: chiamomokuri@gmail.com
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●開催日：9月25日
（木）
●時間：10:00〜13:00
●開催場所：コミュニティスペースかもめ
京都府木津川市南加茂台４-１５-６
●申込締切日：9月18日 ●定員：12名
●参加費：3,500円（講習費、軽食代、保険代）
※軍手、実習しやすい服装
※必要な方は、ロケットストーブ実費別途追加
NPO法人加茂女・美山里山舎
協力：NPO法人京都発・竹・流域環境ネット
TEL.＆FAX. 0774-66-1895
Mail: info@npo-kamome.com

●開催日：10月12日
（日）
●時間：17：00〜20：30
●開催場所：食育キッチンISHIGURO（京都市伏見区納屋町131）
●申込締切日：10月8日
（水）
●定員：15名
●参加費：3,800円（鯖寿司2本持ち帰り付、講習料含む）
※雨天決行 ※持ち物：エプロン、三角巾

9

ピアーズンピアーズ
TEL. 075-777-7713
Mail: info@piersnpeers.com

高齢化する住宅の活性化について
の研究会

30年を過ぎるニュータウン共通の問題を持ち寄って、
これか
らの町づくりの在り方を話し合います。
講演：事例紹介（南都不動産・山崎明彦氏）
交流：自己紹介・意見交換会
イチオシ女子：鎌田恵理子さん
「衰退してゆくニュータウン空家対策として何ができ
るか？どのような活用法があるのか？ 事例紹介から、
新たな町づくりのアイデアに活かす」

●開催日：10月25日
（土） ●時間：13：00〜15：00
●開催場所：コミュニティスペースかもめ
京都府木津川市南加茂台４-１５-６
●申込締切日：10月18日 ●定員：12名
●参加費：1,000円（講師代、資料代）
※それぞれの地域の課題をお持ちください
申込先
主 催

NPO法人 太秦歴史探訪舎
代表 北岡敏男
〒616−8157
京都市右京区太秦御所ノ内町1番90
TEL. 090-1448-2244
FAX. 075-864-2498
Mail: qq6d9ma9k@voice.ocn.ne.jp

10月18日
（土）

●時間

伏見区南浜町280

●定員

●申込締切日 10月20日
（月）

●開催日

22 10月26日（日）9:30〜13:30

■行程■

※雨天決行

ピアーズンピアーズ

主催・お申し込み先

申込先
共 催

※小雨決行、荒天時中止の場合は当日８時に連絡いたします。
※保険加入のため、参加者全員の氏名（ふりがな）、連絡先、年齢を
添えてお申し込みください。
※当日連絡可能な電話番号（複数でご参加の場合は代表の方のだ
けで結構です）
も添えてください。

10月15日
（火）

2,000円

（ガイド料、昼食代、保険代）

11月15日
（土）

●時間

13:00〜17:00

時代衣装着付け
↓
宇治川派流沿い
・松本酒造前見学
↓
殺陣指導
↓
ミニムービー撮影
↓
交流会
↓
解散

共催・申込先

嵐電有栖川
↓
斎宮神社
↓
車折神社
↓
斉明神社
↓
鹿王院
↓
ちーとーく
（キネマ・キッチン）

●開催日

京都市

●申込締切日 10月15日
（水）

木津地方伝統の秋の豊穣祭「太鼓祭」、地元郷土食をまるごと体験！

●参加費

●開催日

●集合場所

（株）
カスタネット
http://www.castanet.co.jp
FAX. 075-693-4625
Mail: abc@castanet.co.jp

共催・申込先

京都市

仏舎利？いいえ、仏牙舎利。世にも貴重
な鹿王院の仏牙舎利を特別拝観！

10名

ガイド：山下信一さん
（田井宮津ヨットハー
バー管理人）

坂本龍馬の命日に合わせ、時代衣装を纏い撮影舞台巡り！さらに
殺陣の指導を受け、参加者によるミニムービー撮影も！

申込先
主 催

20 10月15日（火）10:00〜12:00

ガイド：神澤典子さん
京町家シェアハウス「モモのう
ち」の主。美山里山舎理事。

●定員

共催・申込先

NPO天橋作事組事務局・宮津町家再生ネットワーク 担当：大村
申込方法はNPO天橋作事組ホームページ参照。http://www.tenkyo-sakuji.jp/
TEL. 050-3649-7655 FAX. 0772-22-6821
Mail: info@tenkyo-sakuji.jp

田井宮津ヨットハーバー

秋の京都ちーびず女子のイチオシカフェ

10:30〜15:30

キッチンNagomi
賃貸業者に聞く町家事情
厳選素材ヘルシーランチ
出発
↓
二人司町の町家
一般的な改修前の町家
を見学、町家選びと
改修のポイントを解説
講師：小関康嗣さん
↓
美山在住の大工で美山里
嵐電で西院へ（各自で移動）
山舎理事長。
↓
自称「真実をさえずる小鳥」。
壬生京町家
大工自ら改修した町家の
魅力と驚きの改修手法を
特別公開します
解散

田井宮津ヨットハーバー
↓
丹後天橋立大江山
国定区園内散策
↓
田井マリンフーズにて
お話
↓
昼食
↓
交流会

京都市

坂本龍馬を映画で体験！
現場めぐり＆ミニムービー撮影！

■行程■

●集合場所

●申込締切日 10月9日
（木）

ザ・京町家再生スタディツアー
with こだわり大工

■行程■

12：30〜15:00

25 11月15日（土）13:00〜17:00

申込先
主 催

●集合場所：与謝野町観光協会（旧加悦町役場庁舎）
京都府与謝郡与謝野町加悦1060

株式会社アートスクリーンヨシオカ
（Art Cafe ナナイロ）
代表 吉岡明彦
京都市中京区西ノ京両町2−1
TEL. 075-823-7770
FAX. 075-823-7771
Mail: aasy@yacht.ocn.ne.jp

21 10月18日（土）10:30〜15:30

京町家が好き！知りたい、欲しい、活用したい！という全ての方へ。
独自の視点で町家を巡るエンターテイメントな京町家利活用講座。

10月26日
（日）

●時間

■行程■

申込先
共 催

主

お申し込み先

●集合場所：伊根浦駐車場（丹海交通バス伊根浦港）
京都府与謝郡伊根町平田

【行程】ちりめん街道・重要伝統建築物保存地区見学
ちりめん街道・伝統建築物のお話
ガイド：ちりめん街道未来塾担当者
解説者：宗田好史さん（京都府立大学教授）

●開催日

宮津の鮮魚をすぐに干物に加工！日本海・丹後宮津の良さを食で
体感する

●時間

●参加費

ガイド：文字卓也さん
地元学校の育友会会
長で歴史に造詣の深
い多趣味な方

ＮＰＯ法人胡麻地域振興会
南丹市日吉町胡麻的場1番地2
TEL. 090-8821-9486
Mail: syuuraku-h@nantan.city.kyoto.jp

■行程■

京都市

宮津市

ヨットハーバーで秋の味覚満喫♪旬のお魚「宮津
一番干し☆」名物鯛めし田井で食べたい人あつまれ！

●申込締切日 9月10日
（水）

（昼食、野菜お土産付）

塩貝城の城主塩貝将監の子孫で
塩貝牧場のオーナーです。

建築のプロと歩こう
～伊根町舟屋群散策

主催・お申し込み先

オリジナルの達磨で諸願成就しませんか！

■行程■

●時間

3,000円

17 10月12日(日）11：30〜14：30

京都の史跡と体験シリーズ
達磨寺を満喫したあとは、本格的なシルクスクリーン印刷を体験！

10:15〜15:15

10月12日
（日）12:45〜14:00

●定員
各コースによって異なります。
※NPO天橋作事組ホームページ参照。

次第締切り
ます。

●申込締切日 10月1日
（水）

■行程■

18

清輝楼ロビー

NPO天橋作事組事務局・宮津町家再生
ネットワーク 担当：大村
申込方法はNPO天橋作事組ホームページ参照。
http://www.tenkyo-sakuji.jp/
TEL. 050-3649-7655
※小雨決行 FAX. 0772-22-6821
※定員に達し Mail: info@tenkyo-sakuji.jp

かめおかまちの元気づくりプロジェクト
〒621-0805 亀岡市安町中畠138番地
松尾清嗣
TEL. 090-3848-8676（松尾）
FAX. 0771-55-9488
Mail: genki@kame-genki.org

23 10月26日（日）12:30〜15:00

12:00〜18:30

ガイド：天橋作事組各担当
宮津を拠点に町家の保全と活用を行っています。
まち歩きのコース別に担当者がご案内します。

主催・お申し込み先

●開催日

●時間

●参加費

（行事保険加入の際に必要なため）

戦国時代、明智光秀に滅ぼされた波多野氏の土豪塩貝将監の出城
塩貝城跡をその子孫の塩貝さんがご案内します。

10月11日
（土）

京都府宮津市魚屋937

※5名以上催行
※申込時に氏名、住所、TELをお願いします。

南丹市

●開催日

●集合場所

■行程■

（ガイド代、昼食代、珈琲代、保険代）

戦国のロマン塩貝城跡探訪と
胡麻高原の牧場でヤギと遊ぼう

宮津市

伝統建築の目利きと歩く宮津町家のイロハ
～作事組全国協議会・宮津大会～

集合〜まち歩き〜意見交換会〜和火2014散策
〜解散
※コースによってまち歩き経路は異なります。

●参加費

15 10月5日（日）10:15〜15:15

JR嵯峨野線 胡麻駅
↓
大戸城（塩貝城）跡
↓
上胡麻会議所
（昼食）交流会
↓
塩貝牧場でヤギとの
ふれあい体験
↓
胡麻屋
↓
ＪＲ胡麻駅

16 10月11日（土）12:00〜18:30

NPO法人加茂女
TEL.＆FAX. 0774-66-1895
Mail: info@npo-kamome.com

