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電　話／ 瀬戸（０９０-１２８６-９３８３）　吉田（０９０-３９４６-３９５２）　天竜区観光協会春野支部事務局（春野協働センター内）（０５３-983-0001／電話受付平日8：3０～１７：15）
メール／info@gekkaen.jpお問い合わせ

オープンハウス in はるの 2022
主催：天竜区観光協会春野支部・春野倶楽部
後援：浜松市

第　　回

12月

10時～16時
11

19

土 日

オープンハウス
㏌ はるの

※詳細は中面をご覧ください。

http://harunobito.hamazo.tv/

検索 春野人めぐり公式ブログ 春野人一覧は
中面へ。

春野に暮らす人たちと　春野を愛する人たちが　
家　工房　庭を開放して皆さんをお迎えします。
自由に組み合わせて「春野人」をお訪ね下さい。
初めての出会い　久しぶりの再会を楽しみに　お待ちしてます。　

時 時

オープンハウス
春野に暮らす人たちと暮らす人たちと
家 工房 庭を開放し

春野はすべてがギャラリー
　初冬の里山　冬じたく
　　ぬくもり求めて　ゆるり旅

10

浜松市天竜区春野町広域地図

開催当日、蔓延防止措置等発令されていた場合は中止となります。

Facebook Twitter 公式ブログ

現在土砂崩れのため、通行止めになっています。
開催当日、解除されていない場合は和泉平方
面よりお越しください。

体験場所 体験内容 開催日 開催時間 所要時間 料　金

① 家具工房
　 「StudioMaestro」 石窯でピザ焼き体験　

10（土）・1１（日）
（晴天で、同時に強風で
ないことが開催の条件）

12時から14時くらい
（事前にメールで連絡
ください。先着5名様）
[maestroseiji3@gmail.com]

２０分くらい
（焼けたら持ち帰り、屋

内で試食どちらも可）
  無料

⑥ おみやげ処「くまの親子」 編物で♪あなただけの「顔ブローチ」づくり
（初心者大歓迎） 10日（土） １３時から１６時ごろ

まで編んでます。
20分〜お好きな
だけどうぞ

500円
（ブローチ代込み）

⑨ 未来森 炭焼き抹茶体験 10（土）・1１（日） 午後1時
新宮池集合 2時間

一人5百円 各日10名
予約制

090-3946-3952（吉田）

⑩ apaiser （アペゼ） 簡単！手作りアロマハンドソープ、アルコール
スプレー 10（土）・1１（日） 10：00〜16：00 30分 各５５０円

⑫ 民泊ログとヤギとコケコッコー
ログハウス民泊（一組限定6名様まで）要予約、
庭先キャンプ泊（4組まで・テント等キャンプ
道具持参）予約不要

10（土）・1１（日） 一晩 一晩
民泊7,000円/一組、
キャンプ泊1,000円

/一張

⑫ 民泊ログとヤギとコケコッコー 薪ストーブで焼くピザ作り体験 11（日）
10時〜16時

（材料がなくなり
次第終了）

30分〜
1時間程度 500円／1枚

里山体験 ※詳細は中面の電話にお問い合わせください。



こ ん な 素 敵 な 春 野 暮 ら し ! ご来場の際は新型コロナウイルス感染症における感染拡大の防止にご協力をお願いします。

①
体験

家具工房　「StudioMaestro」
［山口 誠二］
天竜区横川3039
☎090-9269-4373

オーダー家具工房です。主としてケヤキ、オークなどの広葉樹を使う手造り家具
工房回顧客の要望を伺ったうえでMaestroテイストを盛り込んだデザインを提
案する。
直線と曲線を組み合わせ、又どことなく粗削りな雰囲気も漂わせた家具が多い。
家具だけでなく譜面台、木馬などの木工品を作ることもある。週末はカフェを
オープンし天気が良ければ石窯でピザを焼いたりしている。両日共に雑談、木
工談義などいかがでしょうか。気軽にお立ち寄りください

②
土曜日のみ
要予約

〜まろやスタイル〜
［（株）ふもとの工務社］
春野町領家907
☎０８０–３７０３–８５２２

テレビコマーシャルのロケ地にもなりました。大正時代に伝統構法で建てられた、
杢目の美しい家です。
リノベーション事例や活用例、見どころなど、一級建築士がご案内いたします。
10時〜14時〜　約1時間30分　飲み物とおやつ付き1000円
各回先着5組様　電話にてご予約お願いいたします。

③
和菓子の『月花園』 

［瀬戸 統祥］
春野町堀之内９７３–４
☎０９０-１２８６-９３８３

９０年続く和菓子屋の三代目です。当店は火伏せの神で全国的に有名な秋葉
神社との関わりも深く、紋菓・お供え餅などのお供物を納めています。
地元でしか買えない春野銘菓「青ねり」、ぜひ味わってみてください。
春野の観光案内所になっていますので、春野のことなら何でも聞いてください。

④
平尾の里山資本主義

［山路 淳］
春野町堀之内９５７–１–３
☎０９０-２２２５-８９２６

放置された森、竹林を整備して、自然災害に強いまち作り
野生動物が田畑を荒らさなくて良い森づくりを目指しています。
今回は、広葉樹の葉を食べる、ヤママユガの山繭を紹介します。

⑤
太陽ドライブ

［鈴木 寛道］
春野町堀之内1462–6
☎090-8955-9886

愛知から移住して　3軒隣に住んでいた妻と出会い結婚　そして第一子誕生!
そんなことが起きちゃう　春野町!山に住み　鳥、花、月星を見て暮らし好きな
サーフィンをしながら製作活動をしています。
もともと　25年程クルマの鈑金塗装職人やっていますが創作が好きなのでステン
ドグラス、アイアンワーク、ペイント、溶接等を駆使して作品製作を行なっています。
今回は、製作した作品の展示　販売を行います。
移住の相談話しも出来るかも？　是非　遊びに来て下さい。

⑥
体験

おみやげ処「くまの親子」
［杉山 大悟］
春野町堀之内1441
☎０５３-９８５-０８５０

くまの親子では、人気の緑茶入り生クリームどら焼きなど、春野のお土産をとりそ
ろえております。
１０日（土）はあみぐるみ作家のシェルキーによる編物の会を、１１日（日）には焚火
をたいて体があたたまるいのしし汁をご用意しております。
お土産やお食事、おトイレのご利用にもお気軽にお立ち寄りください!

⑦
里山新店　縁側茶屋

［代表 増澤 貴子］
春野町堀之内平松1977 
(新不動橋近く）
☎090-7039-6538

もう少し豪雨が続いたら、孤立しかねなかった春野ですが、それに勝る良さをアピー
ルしたい。今回は、そんな想いをイベントに込めることができたらと思いました。
茶畑迷路は如何ですか？放棄茶畑を迷路に変身。楽しい迷路になったらいい
なと整備に励んでいますので、遊びにいらして下さい。ウクライナの子ども達にも
笑顔と楽しい遊びが共有出来ますように、参加の場合は百円の募金をお願いし
ます。
95歳のばぁばと温かいお茶が待ってます。
(迷路は、両日共13時から 14時です。)

⑧
うの茶園

［宇野大介/まどか］
春野町砂川２４２–２
☎090-9216-1936

春野に移住して１３年になりました。お茶農家です。ウーノン茶（うの茶園の烏
龍茶）を主力商品として、煎茶、紅茶、ほうじ茶などを、農薬不使用・有機質肥料
１００％で作っています。
３６５日烏龍茶のことを考えている夫と、３６５日ミュージカルのことを考えている妻、
自転車で世界一周を夢見る長男（小６）、体操と箏を頑張る次男（小１）、父親の
スキンシップを全力で嫌がる長女（年中）の５人でにぎやかに暮らしています。
花のような香りのウーノン茶をぜひ一度飲みに来てください。

新
参
加



こ ん な 素 敵 な 春 野 暮 ら し ! ご来場の際は新型コロナウイルス感染症における感染拡大の防止にご協力をお願いします。

⑨
体験

未来森
［吉田 克秀］
春野町和泉平847–3
☎090-3946-3952

針葉樹の森をドングリが実る豊かな広葉樹の森へ変えながら、土壌改良のため
に炭を焼いています。
今回は新宮池から天竜美林の東海自然歩道を1５分ほど歩き、未来森炭窯広
場へ行きます。
10日の朝、点火した炭窯からもくもくと出る白い煙を眺めながら、抹茶を一服味
わってください。
ここで焼いた炭と春野の銘水でおもてなしします。美味しいお菓子もご期待ください。
炭焼きの話、広葉樹の話などお話ができたらいいですね。
新宮池に午後1時集合、午後3時頃解散予定。参加費一人五百円。（予約制）

⑩
体験

apaiser（アペゼ） 
［髙木 麻記］
春野町長蔵寺２７８–１
☎080-3439-0750

西区呉松町でラベンダーやハーブを栽培を行っており、また収穫したハーブは精
油（エッセンシャルオイル）を抽出し販売を行っております。
私たちアペゼの100%天然の精油、植物本来の持つエネルギーの香りを体感で
きます。
今回は、春野産ひのきの精油を実際に抽出しますので、興味がある方は是非!
また、お好みの精油を混ぜて作るアロマハンドソープやアルコールスプレー作り体
験もできます。
天然の香りを体感しながらの休憩、おしゃべりの場としてお使いください!
温かいお飲み物と炉端での軽食をご用意してお待ちしております♪

⑪
A HOPE

［川合 のぞみ］
春野町長蔵時278-1
☎090-2004-4592

わたしたちの身体、心、そして他の命や地球に優しいクリーム屋さんです。
材料は全てオーガニックでフェアトレード。
春野町で採れたひのきの蒸留水やエッセンシャルオイルを使った香り高いハンド
メイドスキンケアプロダクトを用意しています。
100%自然の力でお肌の潜在能力を引き出して健やかで強いお肌に導いてくれます。
環境に負担がかからないようにできるだけプラスチックは避けて、最低限の包装
でお渡ししています。
幸せエネルギーが詰まったプロダクトたちを五感で感じながら健やかな心とお肌
へ

⑫
体験

民泊ログとヤギとコケコッコー
［小橋　能・志穂］
春野町宮川１７５２–１
☎０９０–３５５４–５８０７

鶏とヤギと共に生活しています。4歳の息子、1歳の娘と共に皆様をお迎えします。
1年前から自宅のログハウスにて民泊をしています。自宅に空いている部屋や離
れなどがあり、民泊を始めてみたいと考えている方、興味ある方に私達の体験や
始め方をお話いたします。
当日も民泊と庭先をプライベートキャンプ場として開放します。泊まりで春野人めぐ
りを楽しんでください！ぜひみんなで焚火を囲んで歓談しましょう。
日曜日はログハウスの中の薪ストーブでピザ焼き体験（1枚500円）もやりますので、
お気軽に遊びに来てください。

⑬
フォーク喫茶　「仇山の風」

［藤原 和裕］
春野町気田２４８–２４
☎０７０–２２２９–２２２５

週末春野暮らしも7年目になりました。
今年も２日間限りのフォーク喫茶を開きます。北遠の晩秋を訪ねて『仇山の風』に
お立ち寄りください。
午前中は７０年代のフォークソングやロックのレコードタイム。午後は、高校同級生
で組んだバンド「な・ま・す・て」と大学仲間「WTB」をホストに、素敵なゲストを迎え
たライブ演奏をお贈りします。(午後13:00から15:30）
おいしいコーヒー・お茶と一緒にお楽しみください。

【道順】久保田の信号を左に１km、正源寺の急坂を登り右に、最初の三叉路を
右奥まで200ｍ

⑭
日曜日は正午終了

山里いきいき応援隊
［前田　萌（料理） 博史（ピアノ）］
春野町気田７１５–１
☎０８０–４８４０–０３０８

２年前に春野へ移住し、山里いきいき応援隊として地域のPR活動をしています。
今回は春野町の特産物であるお茶や原木椎茸などを使った料理を提供させて
いただきます。
春野の方が考案された「山彩ずし」というお寿司と春野茶の小さなお食事です。
間食していただけるような軽食になっていますので、お茶時間としてゆっくり過ご
しにいらしてください。
※日曜のみ11時よりピアノ演奏があり、正午にて終了いたします。
またインターネットで住所を検索すると裏側の家が出るようですのでご注意ください。

次回春野人めぐりは６月10日・11日に予定しております。

新
参
加

新
参
加
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