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田 植 えⅣ開 催 ！人 の輪 も広 がってきています
『田植えⅣと人の輪のつどい』と題された花の
香 4 年目の楽章が始まりました。参加者は 73 人。
またも雨模様で、宴は鷲山邸とあいなりました。
以前からの会員さんはもっぱらお酒の購入層
となり、田植え体験は交流の輪の広がりから新
規参加者が目立ちました。
鷲山主宰より「歴史と水、人の輪が重なって
本活動があります。より深めていきましょう」
のあいさつ。参加者は、田のぬかるみと格闘し
つつ「楽しぃ～♡」を連発して作業に取り組んで
いました。
中には「幼少期以来 60 余年ぶりの田植え」とい
う方も。思い出たくさん植えられた？
★友だちの友だちは友だちだ★
今回の宴では、『地域交流自慢』と題した地域づくり活動の呼びかけ
アナウンスを、いくつかのグループや人にしていただきました。
仲間募集のメッセージも『時ノ寿の森クラブ』より寄せられました。
同クラブは、森を守り・楽しみ・暮らし方を通じた「ふるさとの森」の
本来の姿を伝承しよう、と活動しています。興味のある方は、下記まで。
<会の事務所> 『森の駅時ノ寿』内
（掛川市倉真 7,140 番地）☎＆Fax0537-23-0412
http://outdoor.geocities.jp/tokinosunomori
携帯電話のホームページを見よう！
http://www.loco2008.jp/hananoka/

花の香楽会２００９情報は、携帯電
のホームページからご覧いただけます。
ぜひ一度アクセスしてみてください。

ジャズと南米音楽のコラボ
宴といえば会員である中溝ひろみさ
んのジャズライヴですが、今回はグルー
ポ･アンデネスの南米音楽も会場をエキ
サイティングに盛り上げてくれました。
ラストには、司会の「何かコラボでも」
のむちゃ振りにも笑顔で応えてくださ
いました。素敵なひとときに感謝、感謝。

♪記念講演のお知らせ♪
活動３周年を記念しての特別楽章＝鷲山主宰講演会を、７月１２日（日）
午後１時３０分～大須賀中央公民館２階研修室にて開催します。
テーマは、
『酒のうえにも 3 年・花の香楽会活動にみる人の輪交流』
。
楽会が催す講演会だから、お茶会とかインターバル演奏会とか、なんら
かのサプライズを企画中。お楽しみに。

※ 以降の通信は、通信費に充てる年会費を納めていただいた方にのみ、発送させていただきます。
本通信作成時点での会費納入済み者の確認は、裏面『楽会2009名簿』をご覧ください。
お手続きがまだの方は会費振込手続きをよろしくお願いします。
（問い合せ）酒のすぎむら 0537-72-2575
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～ 特 別 楽 章 ～ 祈 念 好 縁 会 となった人 の輪 交 流 会
楽会活動３周年を記念して、７月１２日大須賀中央
公民館にて『酒のうえにも３年・人の輪交流会』を開
催しました。参加は７２人。
楽会が開くのだから、フツーの講演会じゃつまらな
い、とばかりに宴でおなじみのアーティストの演奏は
あるはつきあいの始まった各種団体の展示発表はある
は、さながら金平糖のような１日となりました。
メインの鷲山主宰の講演では、活動を振り返っての
思い出話を主軸にこれまでの活動を「循環型の交流機
会。酒づくりを軸に、過去と現代、そして未来。さらに
自然を循環する新しい場となりました。宴も旬産旬消の
楽しい試み」と総括してくださいました。
７０人余の楽会関係者が、一種の同窓会のような密度
の濃い時間を過ごし、また新たな縁づくりの出発点とし
ても上々の１日だったと思います。

またまた集合お願いしまっす！
恒例稲刈りイベント『第二楽章・稲刈り
フォー･エバーin 高天神』
◆と き：平成２１年９月２０日（日）午前１１時～
◆ところ：高天神入口谷本のたんぼ
◆内 容：自ら植え、稲となった実を刈り取り宴で祝う!(^^)!
◆申込み：会費２，０００円 ９月１１日（金）までに
酒のすぎむらへ申し込んでください。
詳細は別紙にて。

「波瀬正吉杜氏お別れの会」のご案内

【世話人感激～】

『花の香』生みの親、杜氏の波瀬正吉
氏が去る７月１６日永眠されました。
有志による【お別れ会】が以下及び
別紙のように企画されましたのでご
案内いたします。短いおつきあいでし
たが、思い出話で御霊を送りましょう。

『特別楽章』も無事終わり、世
話人がほっとしている時、学芸
大欧米研究会ＯＧ中心のみな
さんより『楽会 3 周年記念タオ
ル』のプレゼントがありまし
た。世話人とは申せ、わざわざ
東京から駆けつけてくださる
彼女らの盛り上げあったれば
こその楽会活動なので、プレゼ
ントされちゃうのは「逆でな
い？」なんてみんなニヤニヤそ
わそわ。お心遣い感謝♡♡
これからもどうぞよろしく。

◆と き：平成２１年９月１３日（日）
午後１時から４時
◆ところ：ヤマハリゾートつま恋
コンベンションホール
詳細は別紙「ご案内」にて。
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活 動 も安 定 期 へ！ 稲 刈 りフォーエバー盛 会 に。
「大渋滞で今、八王子付近」。東京からの参加組からこんな
報告が入ったのは、9月20日（日）開催の『花の香2009第２楽章・
稲刈りフォーエバー』開始10分前。恐るべしシルバーウィーク、
恐るべしＥＴＣ効果。さすがに間に合わないだろうからと「引
き返しもやむなしだね」と返信した。にもかかわらず、稲刈り
体験・宴も佳境の午後１時ころ「今、富士川」の報。え～！？
まだこっちに向ってんじゃん！！恐るべし東京組。てなわけで、
第２楽章は、予定通り組と午後も３時過ぎから参加した東京組
との２部制になってしまった。総参加者数84人。
稲刈りも会場が鷲山邸に移動した以外、目新しさはないにも
かかわらず、大渋滞を乗り越えても参加してくれた東京組の行
動から、「花の香の活動も安定期」だと感じられた。何事も3
年程度でひと区切り感が出るものだが、花の香楽会は自然体で4
年目に突入できた。会員のみなさん、サブタイトルにある『フ
ォーエバー（＝永遠）』に向け、末永く楽会活動への支援をど
うかよろしく!(^^)!

▲地元白松さんが稲刈り用の田を提供・指導くださいました。感謝♡

新会員はまたも歌姫
今回、宴にてミニライヴを披露してくださったＥＲＩＫＯさんは、インタ
ーネットラジオ『ＥＲＩＫＯの以心伝心☆好奇心！（さぁ、ヤフーで検索
だ！）』やＦＭハローなどで活躍中のシンガー。会員登録もしてくれた歌姫
は、楽会に新風を吹き込んでくれた。ほぼ、ぶっつけ本番のアトラクション
を、笑顔と澄んだ歌声でつとめあげてくれたうえ、午後参加東京組のために
も歌ってくださるサービスぶり。論より証拠、ネットラジオにアクセスして
その爽やかさをご確認あれ。
http://eriko0903.spaces.live.com/ のブログ『Ｍusic is Life!』もよろしく。
今回の稲刈りの様子などアップしてくれています^^

▲愛のカケラを熱唱するＥＲＩＫＯ

さようなら波瀬杜氏（お別れの会レポート）
花の香楽会からも運営をサポートした『波瀬正吉杜氏お別
れの会』は、9月13日、つま恋のコンベンションホールにて全
国からおよそ270人を集め盛大に行われました。
『開運花の香』を考える時、波瀬杜氏の力なくしては今日
の楽会活動があったかどうか。改めて杜氏の業績の素晴らし
さに思いを巡らせるのと同時に、その人柄をしのぶ多士済々
なメンバーをみるにつれ、早すぎるお別れに悔やみも混じる
集会となりました。
楽会の活動の継続が、波瀬杜氏の恩に報いるひとつだと思
います。ともに語り継いでいきましょう。

“「ちっちゃな文化展と花の香楽会」”
10月23日（金）～25日（日）の３日間、『第11回遠州横須賀街道ちっちゃな文化展』が、大須賀地区横須賀にて開かれます。
同イベントは、主催するまちづくり集団横須賀倶楽部のメンバーが、花の香世話人とけっこう多くリンクする関係にあります。
街道２キロメートル沿いの町並みを美術館にしてしまう催し。25日（日）には、会場№４０の松井邸にて、東京学芸大ＯＧに
よるコンサートも10:30～と13;30～の２回開かれます。
楽会の第３楽章は来年2月の「仕込み」まで間があるので、こんな兄弟イベントもチェックしてみてくださいな。
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活 動 も安 定 期 へ！ 稲 刈 りフォーエバー盛 会 に。
「大渋滞で今、八王子付近」。東京からの参加組からこんな
報告が入ったのは、9月20日（日）開催の『花の香2009第２楽章・
稲刈りフォーエバー』開始10分前。恐るべしシルバーウィーク、
恐るべしＥＴＣ効果。さすがに間に合わないだろうからと「引
き返しもやむなしだね」と返信した。にもかかわらず、稲刈り
体験・宴も佳境の午後１時ころ「今、富士川」の報。え～！？
まだこっちに向ってんじゃん！！恐るべし東京組。てなわけで、
第２楽章は、予定通り組と午後も３時過ぎから参加した東京組
との２部制になってしまった。総参加者数84人。
稲刈りも会場が鷲山邸に移動した以外、目新しさはないにも
かかわらず、大渋滞を乗り越えても参加してくれた東京組の行
動から、「花の香の活動も安定期」だと感じられた。何事も3
年程度でひと区切り感が出るものだが、花の香楽会は自然体で4
年目に突入できた。会員のみなさん、サブタイトルにある『フ
ォーエバー（＝永遠）』に向け、末永く楽会活動への支援をど
うかよろしく!(^^)!

▲地元白松さんが稲刈り用の田を提供・指導くださいました。感謝♡

新会員はまたも歌姫
今回、宴にてミニライヴを披露してくださったＥＲＩＫＯさんは、インタ
ーネットラジオ『ＥＲＩＫＯの以心伝心☆好奇心！（さぁ、ヤフーで検索
だ！）』やＦＭハローなどで活躍中のシンガー。会員登録もしてくれた歌姫
は、楽会に新風を吹き込んでくれた。ほぼ、ぶっつけ本番のアトラクション
を、笑顔と澄んだ歌声でつとめあげてくれたうえ、午後参加東京組のために
も歌ってくださるサービスぶり。論より証拠、ネットラジオにアクセスして
その爽やかさをご確認あれ。
http://eriko0903.spaces.live.com/ のブログ『Ｍusic is Life!』もよろしく。
今回の稲刈りの様子などアップしてくれています^^

▲愛のカケラを熱唱するＥＲＩＫＯ

さようなら波瀬杜氏（お別れの会レポート）
花の香楽会からも運営をサポートした『波瀬正吉杜氏お別
れの会』は、9月13日、つま恋のコンベンションホールにて全
国からおよそ260人を集め盛大に行われました。
『開運花の香』を考える時、波瀬杜氏の力なくしては今日
の楽会活動があったかどうか。改めて杜氏の業績の素晴らし
さに思いを巡らせるのと同時に、その人柄をしのぶ多士済々
なメンバーをみるにつれ、早すぎるお別れに悔やみも混じる
集会となりました。
楽会の活動の継続が、波瀬杜氏の恩に報いるひとつだと思
います。ともに語り継いでいきましょう。

“「ちっちゃな文化展と花の香楽会」”
10月23日（金）～25日（日）の３日間、『第11回遠州横須賀街道ちっちゃな文化展』が、大須賀地区横須賀にて開かれます。
同イベントは、主催するまちづくり集団横須賀倶楽部のメンバーが、花の香世話人とけっこう多くリンクする関係にあります。
街道２キロメートル沿いの町並みを美術館にしてしまう催し。25日（日）には、会場№４０の松井邸にて、東京学芸大ＯＧに
よるコンサートも10:30～と13;30～の２回開かれます。
楽会の第３楽章は来年2月の「仕込み」まで間があるので、こんな兄弟イベントもチェックしてみてくださいな。
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東 京 学 芸 大 学 ツアーに行 ってきました！
楽会発足時からの念願だった、鷲山主宰の学長室探訪（？）に、このほど世話人 18
人で押しかけ、もとい出かけました。11 月 22 日のこと。おりしも新築となった学芸
大弓道場の祝賀会が催されており、何食わぬ顔で関係者を装ってちゃっかりお昼もご
相伴にあずかりました（何て図々しい、いや社交的なメンバーなのでしょう。しかも
下記記念写真を撮るために学長室ではしゃいでいる間は、弓道部関係者や市のお偉い
さんを待たせっぱなし！！）。
一行はこの後、多摩霊園吉岡彌生氏の墓参をしたり、東京外国語大学の学園祭を見
物したり。さらに夜には楽会東京組とも合流、交歓会を開き、とっても濃密な時間を
過ごしたのでした。こんな特典のある世話人に、あなたもなってみてはいかが？

▲フジテレビ『今日のに
ゃんこ』で紹介された学
芸大のマスコット守衛室
のはなちゃんにも面会し
てきました(^_^)v
愛くるしいでしょ？とっ
ても人懐っこいです。

『かけがわ教育の日』でも楽会が話題に

▲多摩霊園にて。女性医師教育の
祖、吉岡彌生氏の墓。楽会の里、
土方ゆかりの偉人です。人生アニ
メもネット公開中ですよ。

【予告編】
次回の楽会活動は、２月に
行われる「新酒の仕込み」
冬の早朝、凛と空気が張り詰
める中での酒づくり工程
には一種神秘的な感覚が芽生
えます。未体験の方はぜひ、
ご参加ください。
詳細は次回以降の「通信」
でお知らせします(^u^)

11 月 14 日、掛川市文化会館シオーネで開かれた『かけがわ教育の日』イベン
トに、鷲山主宰が登場。
「深めよう広めよう掛川の教育」と題されたシンポジウ
だい
ムのコーディネーターを務めました。主宰は、「マネジメント能力をどう教育で
伸ばすか、が重要。それには多くの人と出会い、実体験を重ねる必要がある。私
は『花の香楽会』という活動に参画しているが、実に様々な人と知りあえた。
学業という縦横の線だけでなく斜め
の関係性（社会参加）にこ
そ生産性を育てる鍵があ
る」との提言でシンポ
を結びました。
楽会活動は今後も
注目の的ですね。

～花の香・歌姫情報～
★小田麻子
2/6 14:30～ オペラ「おでん座」の第８回公演をやなか音楽ホール
2/19 夜 ルーテル市ヶ谷ホールで大学主催のセミナーコンサート
http://odenza2.sakura.ne.jp/（オペラ「おでん座」
）
★ERIKO
12/16 新宿歌舞伎町「PINK BIG PIG」にて 20 時から 30～40 分間
http://www.pinkbigpig.com/2009/12/olday_3.html（ERIKO）
http://www.pinkbigpig.com/access.html（PINK BIG PIG）

がっかい

花の香楽会 2009

花の香楽会通信 vol.20 2010.1月発行

第 ３楽 章

よん

み んな集 まれ！ 「２/ １３・１４」花 の香 仕 込 み だ ４
花の香楽会２００９第３楽章の仕込みは、数えて４年目！
活動も熟成期に突入です４。今回は、２月１４日（日）午前５時、土井
酒造場での仕込みとなります。
よ い よ い

昨年同様、前日１３日に鷲山邸に泊り込んでの『酔い宵談義』を経て、
『花の香仕込み』を体験する企画のお知らせです。
お泊り込み、なので先着２０名様限定となります。以前参加してクセ
になりそうなあなた、まだ未体験なあなた、ふるってご応募ください。
お酒づくりの現場を肌で感じて、よりディープな日本酒ワールドをご堪
能ください。 詳しくは下記のとおり。 待ってま～す(^^♪

昨年の仕込み 2009.2

【ご案内＆参加者募集】 第３楽章

酔い宵談義＋花の香の仕込み体験
と き：平成２２年２月１３日（土）１３：００集合。 １４日（日）早朝５:００、酒蔵にて仕込み見学
ところ：鷲山邸へ集合。夜なべ談義＋鷲山邸泊を経て、車にて土井酒造へ移動。
人 数：申込み先着２０名まで（宿泊スペースの関係上）
参加費：３，０００円（貸し布団・夕朝食・利き酒込み）
申込み：２０１０年１月２５日（月）までに酒のすぎむら宛てに電話か FAX でお申し込みを。先着２０人まで。
内 容：蔵見学＋酔い宵談義＋お泊り→翌朝５時ころ再び蔵へ移動し、仕込み体験＆見学。朝食後解散。
☆ 陶酔の宴そのよん（仮称）は、
【予告編】
３月２１日（日・春分の日）土井酒造にて☆

昨年の新酒蔵出し 2009.3

情熱と勢いで世に送り出した『開運花の香』
。
だい
酒造り体験を軸に、人の輪拡大をはかりつつ、４年目の春
へ向かっています。
その、新酒蔵出しを祝い、さまざまな友との語らいの場
である『陶酔の宴そのよん』へぜひ、ご参加ください。
この記事を目にとめたなら即スケジュール帳の３月２１日
に、盃マークをしっかり書き込んでおいてください。
宴の詳細は次回の通信にてお知らせします。
Cut

花の香楽会２００９【 第３楽章 】酔い宵談義～花の香の仕込み【申込書】
申込日２１年１月２５日（月）まで。先着２０名様限りです。
◆申込み／何でもあり酒屋「酒のすぎむら」ＦＡＸ０５３７－７２－４９９０
氏名

電話

備考

※宿泊付き企画のため、２１番以降申し込みの方はごめんなさい。１４日朝５時に土井酒造に直接
来られる方の仕込み見学は可です。

（問）「酒のすぎむら」ＴＥＬ０５３７－７２－２５７５

がっかい
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～ 第 ３楽 章 ～ 若 さ+ 和 + 輪 の３わ揃 った『花 の香 仕 込 だ４』
2 月 13 日鷲山邸での『酔い宵談義』と 14 日早朝の
『仕込だ４』に 36 人が参加して交流を深めるととも
に、新酒仕込みの作業をほんのちょっぴり手伝った。
前夜の談義では、静大邦楽部の若者らが、若人とし
ては異色の尺八・三味線合奏を披露したり、昭和女子
大生なのに東大生に混じってケーナ演奏のサークル活
動をする女の子がノリノリ民族舞踏（？）付演奏をし
たり、と楽しい一夜になった。料理のおいしさは言わ
ずもがな。メニューが気になる方は、次回参加すべし。
翌朝５時には、普段エア・シューターで搬入する酒
米を、参加者が人力で運ぶなどして仕込みに携わった。
貴重な２日間は、
若さと夕餉支度の
チームワークと
新たな参加者
たちとの交流
とで３つ「わ」
が描かれた。
楽会事業の予告です
4 年目の最終楽章は『新酒の蔵出しと陶酔の宴 For You』！
いろんな人の人生のひと幕になりつつある、
『花の香陶酔の
宴』は、もはや主催者だけのものにあらず、いわんや世話人
だけのものでもない、まさに「あなたのための」人とひとと
の交流拡大機会。ならば続けねばなりますまい。
ときは 3 月 21 日春分の日。ところは土井酒造場。募集要
項と新酒の注文票を同封するのでふるってご参加ください。

～異色シンガーしらいみちよさん来場～
風の盆(富山県八尾町の祭り)に出会って以来、独
自のジャンル「音風流」を確立し、表現する異色シ
ンガー しらいみちよさんが『陶酔の宴 For You』!
に来場予定。人と自然との共生・調和をテーマにコ
ンサート活動と植樹活動を続けている。日中友好砂
漠緑化協会理事を務め、世界自然遺産会議・東アジ
ア国立公園湿地保護会議など環境テーマのイベン
トにも多数参加。

◆新製品お披露目？◆

【姉妹団体情報】

『花の香原酒』。開運ファンに
も人気のアイテムですが、今
回、この原酒の新たなバリエー
ションの新製品開発中、との未
確認情報をキャッチ。
「陶酔の宴 ForYou」来場者だ
けがこの情報の真偽を確かめ
られる？？？

楽会と姉妹団体的な交流の
ある『時ノ寿の森クラブ』
は、3 月 13 日（土）徳育保
健センターにて 14 時～宮脇
昭氏講演会「森づくりはい
のちを守ること」14 日(日)
時ノ寿の森（倉真）にて 10
時～植樹祭を実施します。
こちらへの参加もお薦
め！！詳細は下記まで。
参加費：無

料

申し込＆問い合わせ
時ノ寿の森クラブ
〒436－0051
掛川市中宿 136（松浦）
0537-23-0412（tel・fax 兼）
※花の香楽会も
後援しています。

花の香楽会 2009～2010
がっかい
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◆あなたのために・花の香楽会陶酔の宴◆

近年ゲストも国際的。上海
師範大学の張（チャン）教
授の専門は書道。楽会のた
めに開運としたためてく
ださいました。さぁ～てさ
て、次回の楽会にはどんな
大物が来てくれるのかな？

♡2010 年度会員登録手続きをよろしくお願いします♡
2010 年度会員登録を別紙『登録用紙』にて手続き
してください。会費は情報紙の発行や会員情報管理
のための費用に使われます。

活動４年目の締めくくり『新酒の蔵出しと陶酔の宴
For You!』が 3 月 21 日土井酒造場にて催されました。
荒天予報を跳ね返し、170 人の個性的（笑）なメンバ
ーが集い、おおいに吞み、食べ、語らいました。
新製品『霞か雲か、にごり酒』も発表され即完売。
お楽しみゲストも、歌手しらいみちよさん、テンホ
ールズハーモニカの波木克己さん、ジャズシンガー中
溝ひろみさん、そしておでん座と、なにげに豪華。も
う陶酔の宴なんだか、花の香音楽祭なんだかわからな
い楽しさ。手づくり料理の粋さも健在でした。
この催しは、すでにスタッフのものにあらず、集っ
てくださる皆様のための催しです。今後ますます楽し
く、より人の輪の広がる機会として成長させていきま
しょう。まずは、下記の会員登録更新から（爆）お願
いします(^_^;)
新鮮かつ極上な宴名物うまい
もの三昧。なおかつ、お酒も
最高、とくれば、もうあら
ゆる友だちをこのめくるめ
く花の香ワールドへ引っ張
り込むしかないでしょ？
今回これなかった仲間は次
回の日程しっかりたてて
おいてね。

２０１０田植えは６月１３日（日）、ついに誉富士（酒米）に挑戦です！！
2010 花の香楽会第１楽章は、６月１３日（日）午前１１時からです。例年より１月ばかり遅いのは、
酒米『誉富士』栽培に挑戦するため。鷲山主宰宅北側に田んぼを用意します。
とはいえ、作業的には従来どおりなので、みんなでわいわいやりましょう。あっ、てるてるぼうず作
っておいてね(゜o゜)。タイトルは『田植え V と誉れのつどい』で～す。
鷲山主宰上梓『これからの教員養成と人間教育』
（㈱学文社刊）の出版記念イベントも。

楽会のすてきな仲間たち
・４／１０好天に恵まれた浜松市春野町信濃畑（しなんばた）で開かれた
『ニコ二胡コンサート』
（楽会との姉妹イベントです）に約 100 人が集い、
二胡の演奏と満開桜を堪能しました。秋にはみなさんもぜひ春野へ。
「聴いてみたかったな」という方には朗報。５／２９（土）磐田市豊田
町ハーモニーにて今回のおふたり（劉楊＆有美）によるディナーコンサ
ートの企画が進行中。詳細決定しだいお知らせします。お楽しみに。
・４／１１『時ノ寿の森クラブ』主催の炭焼き体験を、花の香特別楽章
と位置づけ世話人で参加してきました。待っていたのは超大工作業！？
出来は？？次回通信にてご報告？？？
・楽会歌姫・中溝ひろみさんが、５／30（日）ハママツ・ジャズ・ウィー
ク内イベントである浜松駅北口ライブに出演します。正午開始。詳細は
『ジャズウィーク』で検索してね。
▲東京学芸大学長としては最後の
楽会宴となる鷲山主宰。今後の人
の輪の広がりも楽しみ。

０９新酒好評発売中。会員のあなた自身の思い入れのこもった『開運花の香』は
酒のすぎむら（℡0537-72-2575）はじめ、楽会仲間のお酒屋さんでぜひ、お買い求め
ください。ご贈答品にもうんちくオマケにお勧めです♡

はな

か がっかい

ファイブ

花の香楽会2010【 第一楽章 】田植え Ｖ と誉れのつどい
「幻の美酒復活・花の香プロジェクト」による、酒米の田植えシーズンは第５期の節目。
２００９の『花の香』の味わいはいかがだったでしょうか。活動も恒例化してきましたが、
人の輪づくりをさらに広げられるように楽しいものにしていきましょう。
2010「第一楽章」を下記の日程で開催いたしますので、ぜひ参加ください。
記
と

き／6 月 13 日（日）午前 11：00～
※雨天の場合、会場を変更して宴のみを行ないます。

ところ／鷲山主宰宅（かごのはな）北側の田んぼ
内

※駐車場はＪＡ遠州夢咲土方支店製茶工場

容／田植え体験と誉れのつどい（懇親交流会）

参加費／一人 2,000 円（2010 年会員） 非会員は 500 円プラス
服

※小学生以下は無料

装／田植えをするので汚れてもいい服装。帽子、タオルや着替え。
裸足ではケガの恐れがあるので田植え足袋や汚れてもいい運動靴等
※一酒一肴持ち寄り大歓迎

昨年の田植えの様子

申込み／6 月 5 日（土）までにお申し込みください。
※お酒の席がありますので、車で来られる場合は運転できる方の
同行等のご配慮をお願いします。

■FAX の場合…0537-72-4990
■E メールの場合…k-sugi＠mail.wbs.ne.jp
★お問合せ／何でもあり酒屋「酒のすぎむら」TEL 0537-72-2575
Cut

花の香楽会 2010【 第一楽章 】田植えと誉れのつどい【申込書】
申込日 ２２年
月
日
☆連絡先（複数の場合は代表者の連絡先）
氏名
電話

備考

☆参加者名（複数の場合は全員の氏名）
氏名
大人／子供（○で囲んでください）

備考

FAX：0537-72-4990（酒のすぎむら）

大人

子供

大人

子供

大人

子供

※上記個人情報については「花の香楽会」のみの使用といたします。

