
S A S AG I R I A N

「体験から体感へ。」

S H O D O

金曜・土曜・日曜
① 13:00～14:15（75 分）
② 15:00～16:15（75 分）

講師：師範　竹崎 玉舟
師範　仲宗根 光峰

たけざき   ぎょくしゅう

なか そ   ね    こうほう

日本の伝統文化「三道」“茶道″“華道″“書道″

和の歴史とおもてなし文化を学べる「笹桐庵／ SASAGIRIAN」

訪れて驚く、山と緑、花に囲まれた空間 “希望ヶ丘”。

日本文化を通して、日本人の心に歴史に触れる…

各師範のもとで、侘び寂の静なる「時」を体感できます。

茶道では一緒に頂く「和琉菓子」、華道では「沖縄南国の花々」、

書道では「琉球の心」を感じながら体験できるのも魅力の一つです。

「笹桐庵」でしか体験できない特別な時間をあなたに…。

体験は、日本語＆英語で外国人観光客に対応。

恩納村にひっそりと佇む【本格的茶室】で、

心静かに貴重な時間を過ごすことができます。

経験豊かな講師陣の指導で、
日本の伝統文化の基である「三道」を体感

※税抜き価格 　※簡易着物利用料･写真撮影料込み

大 人　7,500円（13歳以上）
小 人　3,500円（ 4～12歳）

体　験　料 

体験各回 75分/12名まで ※要予約

※貸切プランもございます。要相談

K A D O

木曜
① 13:00～14:15（75 分）
② 15:00～16:15（75 分）

講師：専心池坊 師範　奥浜 秋霜
嵯峨御流 師範　比嘉 康甫

おくはま   しゅうそう

ひ   が    やす ほ

S A D O

土曜・日曜
① 13:00～14:15（75 分）
② 15:00～16:15（75 分）

講師：
裏千家茶道 師範　桐田 宗園ほか

きり た     そう えん

日本文化体験施設

www.sasagirian.com

美ら咲株式会社

〒904-0401 沖縄県国頭郡恩納村名嘉真1765-8「笹桐庵」
TEL&FAX：098-967-8175

【本社･体験施設】

〒900-0015 沖縄県那覇市久茂地2-21-1 渡口万年ビル2F
MAIL： info@sasagirian.com

【 那覇オフィス 】

ザ・プール
リゾート沖縄

ロータリー

集会所

希望が丘入り口

ハレクラニ沖縄

↑
名
護

読
谷
↓

58

笹桐庵



SASAGIRIAN

Feeling through experience.

Calligraphy

Friday / Saturday / Sunday

1st Session  13:00 - 14:15 (75min)
2nd Session 15:00 - 16:15 (75min)

Instructor: Gyokusyu Takezaki
Koho Nakasone

“Sasagirian” is a place to learn Japanese traditional tea ceremony, 
flower arrangement, and calligraphy.  Through experiencing 
Japanese traditional culture, you will also learn cultural history and 
the culture of hospitality called “Omotenashi”.  
“Sasagirian” is located in Kibogaoka, a space surrounded by 
mountains, greenery and flowers, and is a surprise for all who visit.  
With the guidance of each instructor, you will sense tranquil 
moments of “Wabi-Sabi” the Japanese sense of beauty.  
The lessons can be offered to tourists in both Japanese and English.  
At Sasagirian you can spend serene, tranquil moments in a 
traditional Japanese tearoom tucked away in a quiet corner of 
Kibogaoka.

Experience the “Sando”, which is the basis of 
traditional Japanese culture, with the guidance 
of experienced instructors

Simple kimono fee and photography fee included

Adult (Ages 13 and up)

Children (Ages 4~12)

¥7,500
¥3,500

Reservation Prices

There is also a private plan. Necessary consultation

75 Minutes / Up to 12 people per session
※Reservation required

Flower arrangement

Thursday

1st Session  13:00 - 14:15 (75min)
2nd Session 15:00 - 16:15 (75min)

Instructor: Syusou Okuhama
Yasuho Higa

Tea ceremony

Saturday / Sunday

1st Session  13:00 - 14:15 (75min)
2nd Session 15:00 - 16:15 (75min)

Instructor: Souen Kirita

Japanese Traditional Culture Facility

+ without tax

www.sasagirian.com

CHURASAKI Co., Ltd.

1765-8, Nakama Onna-son, Kunigami-gun, Okinawa, Japan 904-0401
TEL&FAX: 098-967-8175

【SASAGIRIAN】

2-21-1 2F, Kumoji Naha-city, Okinawa, Japan 900-0015
MAIL: info@sasagirian.com

【Naha Office】

The Pool
Resort Okinawa

Halekulani
Okinawa

Roundabout

Public
Gathering 
Building

Entrance
to Kibogaoka

To Nago
To Yom

itan
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