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おたから博イベントカレンダー

11月

おたから博とは、内海に伝わる
埋蔵金伝説をヒントに内海・山海の
埋もれた魅力を再発見して頂く
企画です。知多半島先端まで

足をのばしてお宝を
探しに来ませんか。

懐かしい

「もくれん茶屋」
がオープンしました！

日時：11月10日(木)10：00～15：00
場所：大宝寺
内容：座禅 お志、写経 500円

パワーストーンのブレスレット作り 3,500円～
問合：大宝寺 0569-62-0355

南知多町観光協会 0569-62-3100

このパンフレットに関するお問い合わせは南知多町観光協会まで TEL0569-62-3100
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うららカフェ

場所：カフェうらら
時間：11月3日(木・祝)

10：00～14：00
費用：500円
内容：「お宝パフェ」限定15食
予約：一般社団法人oneness

0569-89-8431

梅原邸特別公開
～子どもの頃の梅原 猛～

哲学者梅原猛氏が
青年期まで過ごされた
養家を特別公開します。

公開期間：10月29日(土)～11月6日(日)
公開時間：9：00～16：00

（入館は15：30まで）
場 所：南知多町内海

馬場22・23合併地

※11/3(木)に呈茶(300円)があります。
【10：00～13：00】

観光農園
花ひろば

通常650円のところ

入園料580円に割引

1枚で4名様までご利用可
（他券併用不可）
【有効期限2016年11月19日】

11/17（木）
南医療生活協同組合おかみ会班主催

笑いヨガで免疫力ＵＰ
＆健康チェック（要予約）

場所：料理旅館はしもと
時間：10:30～
費用：【健康チェック】一 1,000円、

組合員200円
予約：料理旅館はしもと

0569-62-0190

11/14（月）

海と風のあとりえ

場所：料理旅館はしもと
時間：10：00～15：00
内容：もみほぐし、数秘、ジュエリー制作

体験・ 売、スイーツの 売ほか
☆ご希望の方はミニしらす を
ご用意します（要予約）。

問合：料理旅館はしもと 0569-62-0190

11/14（月）
美人計画

表情筋トレーニング講座
（要予約）場所：料理旅館はしもと

時間：①10：00～11：00（定員８名）
②13：00～14：00（定員8名）

費用：1,200円
講師：坂部
内容：たるみを改善し、幸せオーラの生き生きした

表情へと導いていきます。
予約：料理旅館はしもと 0569-62-0190

うどん コーヒー 甘酒 おでん もあります。

11/13（日）
クリスマスの
寄せ植え体験（要予約）

場所：梅原
（南知多町内海馬場22・23合 地）

時間：13：30～15：30
費用：2,500円
講師：EL・ガーデン 大岩ゆり （090-4215-5774）
内容：お み相談、 の ち みもできます。
持物：軍手、お持ち帰り用の
予約：南知多町観光協会 0569-62-3100

11/19（土）

名鉄 歩いて巡拝
「知多四国」おもてなし

場所：内田 七家 車場
時間：9：00～11：00
内容：お茶などのお接待。
問合：南知多町観光協会

0569-62-3100

大宝寺
「もくれん茶屋」
もオープン
しています！

11/7(月)～11/11(金)

如意輪寺
円空仏御開帳

場所： 意輪寺
内容：円空作 薬師 来像ご開帳。
問合： 意輪寺 0569-62-0109

店内にて（ペットボトルで
砂時計を作ろう！）体験
できます。

内海海岸物語ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑ



おたから博イベントカレンダー

10月

11月

10/20(木)

絵手紙教室（要予約）

集合：大東旅館
時間：10：00～11：30
費用：500円
講師：松本 子
内容：絵に自信のない方でも味のある

絵手紙を くことができます。
予約：大東旅館 0569-62-3111

イスヨガ（要予約）

集合：大東旅館
時間：9：30～10：00
費用：500円
内容：どんな年代の方でも体がかた

い方でも簡単にできるように、
アレンジされています。

備考：運動できる服装でお し下さい。
予約：大東旅館 0569-62-3111

10/22(土)

きずなの会による
山海地区ゴミ拾い（雨天中止）

集合：山海ふれあい会館（旧山海小学校）
時間：9：00～10：30
内容：岩屋貯水池から国道247号線沿いを中心に

地元住民の方と交流を図りながらゴミ拾い
をしましょう。ゴミ のみご用意します。

問合：きずなの会 境部会 和田 0569-62-1794

10/23(日)

見学・体験プログラム
(放課後デイサービス）

場所：ビアシティ南知多太 道場
時間：10：00～
内容： さんもこの機会に和太 を

たたいてみませんか。
問合：一 社団法人NEWS

山 0569-89-8766

10/19(水)・26(水)
御朱印帳＆袋作り講座
【全2回】（要予約）

集合：岩屋寺
時間：10：00～16：00
費用：5,000円（2回分）
内容：草木染のオリジナルの

印帳と を制作。
備考：昼食はご持参ください。
予約：岩屋寺 0569-62-0387

10/24(月)
開運よもやま話
先生とお話しするだけで

パワーがもらえる講座です。
(要予約）場所：ホテル大新

時間：14：00～
費用：500円
講師：（社）日本易学連合認定 定士

大田 和
内容：講座終 後、17時より先生を交えて

食事会。食事代4,000円（要予約）
予約：ホテル大新 0569-62-2211

10/24(月)
和菓子作り体験と
おたから博特選定食

(要予約）場所：内 屋
時間：11：00～13：00
費用：3,000円
内容：和 子屋「 川屋」による体験

（2個）。体験後に昼食。
予約：内 屋 0569-62-0542

南知多町観光協会
0569-62-3100

10/25(火)
キャラ弁（要予約）

場所：料理旅館はしもと
時間：①10：00～12：00（定員8名）

②13：00～15：00（定員8名）
費用：2,000円
講師：アオカフェ 天木 子
内容：ハロウィンデコおにぎり

プレート講座、
予約：料理旅館はしもと

0569-62-0190

☆女将カフェ
同時開 ！

限定スイーツ
（ドリンク付）

800円

10/21(金)
女性のための防災セミナー
＆防災ポーチを作ろう！

（要予約）集合：カフェうらら2階
時間：11：00～12：00
費用：1,000円
定員：20名
内容：女性が備える防災のワンポイント

アドバイス＆防災ポーチを作ります。
予約：一 社団法人oneness 0569-89-8431

11/6（日）

そば打ち体験（要予約）

場所：岩屋寺お 食処
時間：①10：00～12：00

②11：00～13：00
費用：1,200円（天ぷら・ガレット付）
内容：岩屋で収穫したそばを「挽き・打ち・茹で」

の三たてで体験できます。
予約：南知多町観光協会 0569-62-3100

場所：岩屋寺
時間：①10：00～12：00

②13：00～15：00
費用：5,000円
内容：お好みの天然石で作成した後、

本堂にて精根入れを行い 箱
に入れてお持ち帰り頂きます。

予約：岩屋寺 0569-62-0387

うでわ念珠つくり講座
（要予約）

11/8(火)
大掃除が楽しみになる!?

おそうじ教室（要予約）
場所：料理旅館おがわ
時間：10：30～12：00
費用：1,000円
内容：ガラス、油 れ、カビ取りについてレクチャーし

ます。年末限定「くらしキレイボックス」をお土産。
終 後、特製ランチをご用意いたします。

（食事代1,200円）
予約：ダスキン東 0120-83-0715

10/29(土)
毎月ニクの日
コロッケの販売
場所：知多牛工 牛小屋
時間：11：30～なくなり次第終
内容：コロッケ 100円

牛すじカレー 500円
（限定50食）

精肉特売あり
問合：知多牛工 牛小屋

大岩 090-4117-5610

10/20(木)

写経体験・座禅体験
（要予約）

集合：岩屋寺
時間：写経10：00～12：00、 13：00～15：00
費用：各1,000円
内容：【写経】諸々の心願成就・先祖供養などの

ために 若心経を写経してみませんか。
【 】古来の瞑想法「 字観」を体験。

予約：岩屋寺 0569-62-0387

10/17(月)
岩屋寺大祭
（毎月17日）

場所：岩屋寺
内容：9：00～ 院大護

11：00～本堂
その後、お接待（お ）があります。
マルシェも同時開 ！

問合：岩屋寺 0569-62-0387

10/16(日)
1300年の歴史の寺で
満月ヨガ（要予約）

場所：岩屋寺
時間：17：30～19：00
費用：2,000円
内容：満月の夜のヨガイベント
備考：ヨガマットレンタル（無料）が

必要な方はお知らせください。
予約：茶木 090-8672-4868

毎月曜デイヨガ
毎水曜ナイトヨガ
大東旅館にて

開催しています。

10/30(日)

場所：南国キッチン アジア
時間：10：00～17：00
内容：マシュマロフォンダント体験（要予約）、

ハロウィンスタンプで絵葉書作り体験
、ハンドメイド雑貨・アクセサリーの
売、ネイルチップ・ウッドバーニングの

問合：南国キッチン アジア 0569-62-1141

みなみちた
にじいろマルシェ

11/4(金)
アロマテラピーと

ハーブミニリース作り体験
（要予約）場所：内 屋

時間：10：00～
費用：2,000円
内容：アロマテラピーとリース作り終 後、

ハーブを使った海 料理をご用意しま
す。（食事代2,500円）

予約：ハーブ農園リッコ 090-8555-2307
南知多町観光協会 0569-62-3100


