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うぶすなの郷 TOMIMOTO

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～

【先　付】　柿釜にて（松茸と菊菜のお浸し  菊花）  焼茄子豆腐  生雲丹  蟹身  山葵  美味出汁 
【椀　物】　丸仕立（すっぽん玉〆  松茸  芽葱  露生姜）
【造　り】　季節の盛り合せ
【八　寸】　～秋の吹き寄せ～　鯖小柚寿司  秋刀魚松茸巻き  倭鴨ロース煮  う玉柿見立
　　　　　海老東寺揚  千枚蕪  枝豆  栗渋皮煮
【進　肴】　まほろば赤牛フィレステーキ  たっぷりの県産野菜
【蓋　物】　甘鯛蕪蒸し  ずわい蟹  菊花あん
【食　事】　松茸御飯  香の物
【甘　味】　栗のムース  梨  ぶどう
※写真は 12,960円のお食事です。　※メニューは季節によって異なります。詳細はお問い合わせください。

ご夕食 - 秋の会席 - 8,640円（税込） 円（税込）12,960

※写真は 5,400円のお食事です。　※メニューは季節によって異なります。詳細はお問い合わせください。

ご昼食 - 秋の松花堂 - 3,240円（税込） 円（税込）5,400 円（税込）7,560
【先　付】　焼茄子豆腐  蟹身  山葵  美味出汁  菊花
【造　り】　季節の三種盛り
【小　鍋】　まほろば赤牛  すき焼き風  県産野菜
【八　寸】　菊菜と茸おひたし  秋刀魚味噌柚庵焼き  出し巻玉子  鴨ロース
【揚　物】　名残り鱧鳴門揚げ  海老天婦羅  青唐
【煮　物】　茸の飛龍頭  秋茄子オランダ煮  里芋  南瓜  隠元豆  紅葉麩
【進　肴】　菊花蕪  菊花あん  蟹身
【食　事】　ちりめんしそ御飯  香の物
【甘　味】　かぼちゃぷりん

■ 送　　迎 ：

■ 席　　数 ：
■ 貸　　切 ：
■ 定 休 日：
■ 予　　約 ：
■ 駐 車 場 ：
■ アクセス ：

夕食は10名様以上でのご利用の場合 / 昼食は10名様以上、お１人様
 5,400円（税込）以上でのご利用の場合
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（当日の3日前まで）
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
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観光名所観光名所詳細地図詳細地図
■ 法隆寺■ 法隆寺
法隆寺は、現存する世
界最古の木造建築とし
て今なお飛鳥の時代を
伝えています。1400 年
もの伝統を誇り、仏教
文化の研究の宝庫とし
て人々の注目を集めて
います。

■ 法起寺■ 法起寺
法起寺は、太子の岡本
宮を太子の遺言により、
その子山背大兄皇子が
寺に変えたもので、地
名から岡本宮、池のそ
ばにあったので池尻寺
ともいわれています。
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9月～11月のイベント・体験（予約制） 7月～8月のイベント報告
“ハーバリウム作りと七夕会席”の会。今回は初めてと
いうことで、比較的簡単にお作り頂けるものをご用意
しました。それでも出来上がった作品のクオリティが高
く、皆様に大変ご好評でした。ハーバリウム作り体験
は、季節やイメージを変えて今後も行っていきますの
で、次の機会に是非お越しください。

定休日のご案内

10月 2日（火）    9日（火）・
16日（火）  23日（火）・
30日（火）

11月 6日（火）   13日（火）
20日（火）  27日（火）

9月 4日（火）　 11日（火）
18日（火）  25日（火）日時 : 9月9日（日）・10日（月）

　　  10月14日（日）・15日（月）
　　  11月4日（日）・5日（月）

※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 : 10月27日（土）・28日（日）
　　  10月29日（月）
　　  11月18日（日）・19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 ハーバリウム作りと七夕会席

体験
＋

お食事
予約制

呈茶会
＋

お食事
予約制

価格：6,980 円（税込）

講師：ヨガメソッド研究家　アンシー 先生
ヨガ、気功、中医学を学び、「体質別 ツボ押しストレッチ」「へそヨガ」
などを考案。からだでわかる東洋医学として人気をよぶ。

講師：田村 美恵子 先生
自宅教室を中心に大阪北堀江 chances 教室や公立幼稚園でフラワー
ボランティア。大和路フラワーデザインコンテストH28 年度奈良市長賞、
H29 年度橿原神宮宮司賞 受賞。

へそヨガ 姿勢ダイエット体験
日時：9月17日（月・祝） 受付 10：30～

【体験】
へそヨガ 姿勢ダイエット（90分間） 時間： 11：00～

心地よい季節に心と身体をととのえる「へそヨガ」と身体が喜ぶお
料理をお楽しみ頂けるプランです。ヨガメソット研究家のアンシー先
生を講師に迎え、身体の中心となる「おへそ」に意識を集中させて
ポーズを行う「へそヨガ」を体験していただけます。

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。

【お食事】

※写真はイメージです。

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。

【お食事】

※写真はイメージです。

価格：7,560 円（税込）

うぶすなのお月見
日時：10月21日（日） 受付 16：00～（最終受付18：30）

【呈茶会】（ 20～ 30分間）

うぶすなの郷 TOMIMOTOでお月見を行います。
鈴虫の音を聴きながら、富本憲吉の茶室でお呈茶のおもてなし。
お月見仕立ての特別メニューもご用意しております。是非お楽しみ
ください。

お月見にちなんだお菓子と、お月見ならではの
「設え」を富本憲吉の茶室でお楽しみいただ
けます。

【お食事】

※写真はイメージです。 松花堂 ランチ

お食事
予約制

体験
＋

お食事
予約制

価格：15,000 円（税込）

七五三プラン
日時：11月9日（金）～ 18日（日） 

大人 2 名とお子様 1 名のお食事におもたせが付いた七五三の期
間限定プランです。お子様の健やかな成長を祝うご会食をうぶすな
の郷 TOMIMOTOで是非お楽しみください。お祖父様、お祖母様
もご一緒にお越しいただけるよう、人数・料金のご相談も承ります。

お子様にお楽しみいただけるお料理をご用意いたします。

※大人 2名 +お子様 1 名 +おもたせ

お子様松花堂
おにぎり/ハンバーグ/海老フライ/
ミートボール/おうどん/プリン など

月見会席
お月見仕立ての 「月見会席」をぜ
ひお楽しみください。夏の暑さをのり
こえて熟成されたひやおろしも取り
揃えております。

【お食事】

お子様ランチ
オムライス/ハンバーグ/海老フライ
/ウインナー/プリン など

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

価格：8,640 円（税込）

フラワーアレジメント体験
日時：11月29日（木） 受付 11：00～ ※2 部制

【体験】
フラワーアレジメント（ 90分）

卓上に置いてクリスマスまで飾っていただけるように、お皿の上にクラ
ンツをアレンジしたフラワーアレジメントをお楽しみいただけます。クラン
ツにはフレッシュな針葉樹とお花をアレンジしていただく予定です。

1 部 11：00～ ※お食事 13：00～
※お食事 11：00～2 部 13：00～

　　  11 : 30～/13 : 00～/ 
　　  15  : 00～ ※11月4日のみ14：00～


