
レストラン【五風十雨】

ご昼食 - 松花堂 -

ご夕食 - 会席 -
8,640円（税込） 円（税込）12,960

3,240円（税込） 円（税込）5,400 円（税込）7,560

〒639-1061 奈良県生駒郡安堵町東安堵 1442 番地　URL : https://and-tomimoto.jp/
TEL : 0743-56-3855　FAX : 0743-56-3854

うぶすなの郷 TOMIMOTO

【先　付】　養老寄せ  敷きオクラそーす
              生雲丹  ちらし花穂
【椀　物】　土瓶蒸し（車海老  松茸  鱧  三つ葉）
【造　 り】　縞鯵  いさぎ  剣いか  車海老
【焼八寸】　鱸塩焼  明姜  枝豆  じゅんさい
　　　　   トマト蜜煮  沢蟹  酢立
【進　肴】　まほろば赤牛フィレステーキ
　　　　   十津川しめじ  県産野菜
【冷し鉢】　炊き合せ（翡翠冬瓜  大和丸茄子  小芋  
　　　　　　倭鴨ロース煮  打ち明姜  振り柚子）

【食　事】　松茸御飯  香の物  止め椀
【甘　味】　西瓜シャーベット  メロン
※写真はイメージです　※メニューは季節によって異なります

大切なご会食 ～ゆったりと流れる時間と
                  特別なお料理を是非お楽しみください～

・送　迎　

・席　数
・貸　切
・定休日
・ご予約
・駐車場
・アクセス

夕食は 10 名様以上の場合送迎致します
昼食は 5,400 円（税込）以上で 10 名様以上の場合送迎致します
最大 22 名様（椅子・テーブル席）
貸切可能（時間等はお問合せ下さい）
火曜日
完全ご予約制（3日前のご予約で承っております）
有（無料）/ 普通車 8 台　マイクロバス・中型バス駐車可能
JR 法隆寺駅より車で 8 分 / 近鉄平端駅より車で 10 分

※写真はイメージです　※メニューは季節によって異なります

【先 付】　とうもろこし豆腐  叩きオクラ  色紙海老  生雲丹  美味出汁
【造　り】　縞鯵  鯛  イサギ
【小 鍋】　鱧しゃぶ（新玉  三つ葉  柚子胡椒）
【八 寸】　鱸塩焼  出汁巻玉子  倭鴨ロース煮 蓬麩オランダ煮  
　　　　 枝豆  トマト蜜煮  酢取明姜  芹の白和え  くこの実
【揚 物】　車海老  県産野菜  天婦羅
【煮 物】　茄子オランダ煮  南瓜  小芋  冬瓜
【進 肴】　大和茶麺  山掛け
【食 事】　ちりめんしそ御飯  香の物
【甘 味】　大和茶ぜんざい
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7月～8月のイベント・体験（予約制） 5月～6月のイベント報告

5 月7日（月）ヨガメソット研究家アンシー先生を講師
に迎え「へそヨガ」の体験を行いました。
当日のプログラムは「へそヨガ呼吸法」。ヨガ経験なし
の初心者であるうぶすなの郷スタッフも参加したとこ
ろ、呼吸が楽になることを実感！初心者の方にもすごく
オススメです。
そして大好評のため、次回の開催も早々に決定しまし
た！詳細は後日 Facebook や Web サイトでご案内し
ます。うぶすなの郷の空間を感じていただきながらのヨ
ガで、身体も心もリラックスできます。ぜひ皆さんも次回
はご参加ください。

定休日のご案内

8 月 7日（火）・21日（火）・
28日（火）

7月 3日（火）・10日（火）・
17日（火）・24日（火）・
31日（火）日時 : 7月8日（日）・9日（月）

　　   8月12日（日）・13日（月）
　　   11 : 30～ / 13 : 00～ / 
　　   15 : 00～

※お食事付きのプランもございます

手びねりと絵付けを同時に体験できる
「自分だけの器」づくりをお楽しみいた
だけます。「樹を見るは陶器を見るに似
たり」（富本憲吉）近代陶芸の巨匠で
あり、人間国宝第一号の富本憲吉。彼
の言葉のように四季の移ろいと自然の
美しさを感じる工房です。

「陶芸」体験

価格 : 3,780 円（税込）

日時 : 7月22日（日）・23日（月）
　　   8月26日（日）・27日（月）
　　   11 : 30～ / 13 : 00～ / 
　　   15 : 00～
価格 : 3,780 円（税込）

※お食事付きのプランもございます

季節の植物を用いた苔玉をつくりま
す。「模様より模様を造るべからず」
（富本憲吉）デザインとは何かを追求
した富本氏は、その思想を自然から学
びました。つつましい山野草と土の風
合いが残る鉢を組み合わせて古民家
に馴染む作品をつくります。

「苔玉」体験 「へそヨガ」体験

お箸のお話と陶芸体験 ～日本の食文化をお子様と体験 ～
体験
＋

お食事
予約制

価格 : 10,000 円（税込）  お子様 1 名・保護者 1 名

お箸の持ち方と、お箸のマナー。「自分だけの器」作り。そこから学べる食事の文化や大切さ。食事の際に使う食器にも心がこもってい
る事を考える機会をご提供させて頂きます。お子様と一緒にうぶすなの郷で夏の思い出をお楽しみください。

日時 : 8月13日（月）  第 1 部受付 9 : 00～ / 第 2部受付 9 : 50～ 　　
※人数等でご相談がありましたらご連絡下さい　※体験＋お食事の価格です

厳選した地元の新鮮野菜と体に優
しい調理法にこだわった「松花堂」
です。お子様には「お子様松花堂」
をご用意しております。

【体験】 【お食事】
1. お箸のお話 （40分）
　 第 1部 9 : 30～ / 第 2部 10 : 30～

2. 陶芸体験 （50分）
　 第 1部 10 : 20～ / 第 2部 11 : 20～

体験
＋

お食事
予約制

価格 : 織姫コース 8,640 円（税込）  彦星コース 10,800 円（税込）

今人気のハーバリウム作りとこの日しか食べられない七夕メニューをお楽しみいただける、七夕の夜限定のプランです。

講師：日本ハーバリウム協会認定校
　　　グレース主宰　松井 由美子先生

7月7日限定のお食事を夜のうぶすなの幻想的な空間で
お楽しみください。

ハーバリウム作りと本格七夕会席 ～七夕の夜～
日時  : 7月7日（土）  第 1 部受付 16 : 30～ / 第 2部受付 17 : 30～ 　　

※体験＋お食事の価格です

第 1部 17 : 00～ / 第 2部 18 : 00～
新しいインテリア雑貨としてとても人気のハーバリウム作りをお楽しみいた
だけます。

七夕会席
織姫コース  旬の鱧をメインとした本格会席

彦星コース  まぼろしのお肉と言われる
                まほろば赤牛をメインとした本格会席

【体験】
ハーバリウム作り（60分）

※写真は「彦星コース」のイメージです。

※写真はイメージです。

【お食事】
～天の川をイメージしたハーバリウムを作ろう～


