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越前漆器の産地・かわだを巡り、古くて新しい文化の再発見と食との関わりの深い器に理解を深めてもらい、

日常生活の中で漆器を使用するキッカケづくりをおこなうことで、越前漆器の可能性の機会創出を図ること

を目的に展開。 

旅行会社との連携による漆器のある郷土料理体験ツアーとして開催し、「漆器のある暮らし」を促していく

ために、これからの生活の担い手となる女性層にターゲットを絞り、「食」を切り口に食と器の体験機会を

創出しました。 

開催日程 Aコース 2014年9月13日(土)～14日(日) ※「2014越前漆器山車・漆器まつり」に合わせて展開 

Bコース 2014年9月20日(土)～21日(日) ※「河和田くらし巡り」に合わせて展開 

参加人数 

ターゲット 女性 

募集方法 女性層の購読の多い地域情報誌「Leaf」で、越前漆器のある暮らしについての情報発信・ 

取材記事を交えながら、参加者を募集。（2名1組女性限定） 

募集掲載 「Leaf」８月号 (6月25日発行) 1ページ掲載 

「Web Leaf」 6月25日～ 

行 程 

9/13(土) 

Aコース 

9:00 京都駅八条口 → 9:30 京都東IC → 11:30 鯖江IC →12:45 ラポーゼかわだ(昼食/うるしの里御膳) → 

13:45 かわだ軒下工房(2014越前漆器山車・漆器まつり)・自由散策 → 16:45 ラポーゼかわだ【泊】 
                                    ※夕食は女子会プランを漆器で 

9/14(日) 
9:20 ラポーゼかわだ「かわだキッチン(食と漆器の料理体験教室～昼食)」→ 12:45 ラポーゼかわだ → 

13:50 道の駅・西山公園 → 14:30 鯖江IC → 16:30 京都東IC → 17:00頃 京都駅八条口 

9/20(土) 

Bコース 

9:00 京都駅八条口 → 9:30 京都東IC → 11:30 鯖江IC →12:00 うるしの里会館(昼食/うるしの里御膳) → 

13:15 かわだ軒下工房(河和田くらし巡り)・自由散策 → 16:45 ラポーゼかわだ【泊】 
                                    ※夕食は女子会プランを漆器で 

9/21(日) 
9:30 ラポーゼかわだ「かわだキッチン(食と漆器の料理体験教室～昼食)」→ 12:45 ラポーゼかわだ → 

13:50 道の駅・西山公園 → 14:30 鯖江IC → 16:30 京都東IC → 17:00頃 京都駅八条口 

宿泊 ラポーゼかわだ（福井県鯖江市上河内町19-37-2 Tel:0778-65-0012） 

参加料 お一人様3,000円（税込）（1泊4食付） 

旅行主催 近畿日本ツーリスト京都支店 

応募締切 2014年7月24日(木) 17:00 ※7月31日(木) 当選者に当選メール送信 

Aコース…31名（内1名幼児） 
Bコース…29名 



－ 応募関連 － 
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「Leaf」8月号 告知誌面 

※QRコードで「WEB Leaf」の告知ページへ誘導 
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「WEB Leaf」告知ページ http://www.leafkyoto.net/special/2014/kawada/ 
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「Knt」WEBサイト応募ページ画面 http://entame.knt.co.jp/2014/kawada/ 



－ モニターツアー － 
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1日目・昼食 

【概要】 

◎時間：12:00～13:00 

◎場所：9月13日(土)＝ラポーゼかわだ 雪・月・花 

    9月20日(土)＝うるしの里会館 うるし研修室2・3 

◎メニュー：うるしの里御膳 

【うるしの里御膳おしながき】 

  本 膳 

     ご 飯  紫雲米 

     汁 物  呉汁（薄あげ・里いも・かぶ・人参・ねぎ） 

     煮 物  信田巻・干しいたけ・オクラ 

     天ぷら  海老・さつまいも・しめじ・みょうが・ししとう 

     和え物  ぜんまいの豆和え 

     香の物  キュウリのからし漬け 

 

  二の膳 

     山うにフォンデュー 

          ブロッコリー・豚肉の塩麹漬け・じゃがいも・パン・ミニトマト 

     焼き物  鯖の塩焼き・麩の辛子和え・すこ・コンニャクの山うにのせ・マスカット 

     吉川ナス生姜味噌かけ 

     葉ずし 

     おろしそば 
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Aコース 1日目・昼食「うるしの里御膳」 

Bコース 1日目・昼食「うるしの里御膳」 
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Aコース 1日目・工房めぐり 

【概要】 

◎訪問先 

  ＜漆器工房＞ ・古代匠畠中 

         ・沈金とみた立山工房 

         ・蒔絵工房孝 

         ・手塗り工房杉本 

 

  ＜漆器店＞  ・井上忠右衛門漆器店 

 

  ＜休憩処＞  ・椀 de 縁 

 

◎4班に分かれて、それぞれ散策。（鯖江市様のアテンドあり） 

 1軒あたり、20分程度の滞在時間を予定。 

◎「椀 de 縁」では、2班ずつ、ドリンクサービス。（アイスコーヒー、桑茶、オレンジジュース） 

Bコース 1日目・河和田くらし巡り 
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Aコース 1日目・工房めぐり 

Bコース 1日目・河和田くらし巡り 
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1日目・夕食 

【概要】 

◎時間：18:00～20:00 

◎場所：ラポーゼかわだ 雪・月・花 

◎メニュー：漆器を使った大皿料理の女子会プラン 

 1）シーザーサラダ・・・・・・・・・・・大皿 

 2）枝豆・ポテトフライ・蛸の唐揚げ・・・大皿 

 3）お造り・・・・・・・・・・・・・・・小皿（個別） 

 4）薄揚げの田楽味噌焼き・・・・・・・・小皿（個別） 

 5）串揚げ・・・・・・・・・・・・・・・大皿 

 6）鯖寿司・・・・・・・・・・・・・・・大皿 

 7）鯖へしこ・・・・・・・・・・・・・・小皿（個別） 

 8）そば・・・・・・・・・・・・・・・・小皿（個別） 

 9）デザート（女性限定）・・・・・・・・小皿（個別） 

 10）飲み放題 

 

 ※大皿は漆器を使用 
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Aコース 1日目・夕食 

Bコース 1日目・夕食 
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漆器展示・販売コーナー 
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2日目・調理体験 

【概要】 

◎時間：9:30～13:00 

◎場所：調理体験＝ラポーゼかわだ 1F体験室 

    昼食会場＝ラポーゼかわだ 1F研修室 

＜メニュー＞ 

スパイシー「ふくいポークカレー」 

米粉の手打ちパスタ “きのこ風味” 

吉川ナスと厚揚げの越前煮 

彩りサラダ “山うにソース” 

ごま豆腐 

【講師】 

◎調理講師：天谷調理製菓専門学校 4名 

 

 

 

◎調理補助：うるしの里いきいき協議会 4名 

舟木 景介（ふなき けいすけ） 三上 正人（みかみ まさと） 

吉田 明日香（よしだ あすか） 川畑 翼（かわばた つばさ） 

杉本 頴子（すぎもと えいこ） 田中 敏江（たなか としえ） 

茨田 紀久子（まんだ きくこ） 関 弘子（せき ひろこ） 

●9月14日(日) 

大辻 としゑ（おおつじ としえ） 真保 絹子（しんぼ きぬこ） 

前田 冨美子（まえだ ふみこ） 駒本 朋子（こまもと ともこ） 

●9月14日(日) 
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Aコース 2日目・調理体験 
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Bコース 2日目・調理体験 


