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12:45JR女川駅前(宮城県牡鹿郡女川町女川浜字大原477-59)

巨大な津波にのみこまれ瓦礫で一面に灰色になってしまった女川
の街。「色を失ってしまった女川の街を明るく彩り、復興の様子を
後世に残したい」という想いから生まれたのが、女川スペインタイ
ルです。講師から震災前後の様子を聞き、復興の街並みを彩って
いるスペインタイルを観て回ります。タイルを２枚色付けし、１枚
は自分用に、もう１枚は『メモリアルタイル』として復興の街に飾る
というプロジェクトにご参加いただきます。これからみんなでつくる
新しい女川に、それぞれの思いと未来への希望をタイルに込めて
みませんか。

女川スペインタイルメモリアル体験と
復興の街並み巡り

～震災で色彩を失ってしまった街をスペインタイルで彩ろう～

定員15名申込締切 4/16（日）NPO法人みなとまちセラミカ工房代表阿部鳴美12:45瑞巌寺拝観者受付所前
(宮城県宮城郡松島町松島字町内91番地)

～日本三景の松島で自分磨きの時間を～
伊達政宗公ゆかりの瑞巌寺で坐禅と写経

瑞巌寺僧侶

13:30東北本線盛岡駅東口
「滝の広場」前

みちのくの小京都とよばれる盛岡市をぐるっと
一巡り！都心循環バス「でんでんむし号」に乗っ
て句作の小さな旅を楽しみます。宮澤賢治や
石川啄木も良く訪れた盛岡城址公園で桜を愛
でながら俳句をつくります。

※お持ち帰り用の作品は
完成後着払いでの発送
又はカルチャーセンター
での受け取りとなります。

～はじめての俳句講座～
盛岡城址公園桜狩り

定員20名申込締切 4/22(土)俳人・文芸評論家川村杳平

11:00JR原宿駅表参道口

明治神宮は、明治天皇と皇后の昭憲皇太后を御祭
神とする、初詣で日本一の参拝者数を誇る神社で
す。境内は人の作った森が自然の森へと生長してお
り、都心では見られない生物が生息している場所で
す。そんな神聖な場所を占い師ならではのお話をお
聞きしながら探訪しましょう。

【占い師・銀谷先生と行く】
春の訪れ「明治神宮」探訪

【占い師・銀谷先生と行く】
春の赤坂散歩～はじめての日枝神社～

フェニックスフォーチュンテリング代表
銀谷唯志

フェニックスフォーチュンテリング代表銀谷唯志

フェニックスフォーチュンテリング代表銀谷唯志

【占い師・銀谷先生と行く】
鹿島神宮で武神と出逢う！

10:00JR中央線大久保駅南口改札口新宿方面側

韓国の町並みが広がっている新大久保。辛党グルメ、
韓流好きの方も大いに楽しめる町です。そんな異国
情緒を味わいながら、台湾の神様を祀った東京媽祖
廟（まそびょう）、平将門の鎧を埋めた場所とされる鎧
神社、そして「皆中」＝「みなあたる」と読めることか
ら、宝くじなどのくじ運が期待できるとされて人気の
皆中稲荷神社など、新春に有名なパワースポットを
めぐります。

定番から穴場まで新しい魅力を発見！
「新大久保」街歩き

フリーライター千本木亨雄
10:00JR鎌倉駅東口・鶴岡八幡宮方面改札出口

関東屈指の観光地として人気を誇る鎌倉。
今回は鶴岡八幡宮はもちろん英勝寺や浄光明寺な
ど周辺の有名寺院・神社仏閣をたくさん訪れます。
意外と知られていない穴場スポットにも足を運びま
す。何度も何度も訪れたくなる街「鎌倉」を味わいつ
くしましょう！

～古の社寺をめぐる～
「古都鎌倉」巡礼

フリーライター千本木亨雄

9:30JR総武線
亀戸駅 アトレ側
北口改札出口

亀戸は、安東広重の絵で有名な梅屋敷に
あった井戸「亀ヶ井」から「亀井戸」と呼ば
れ、現在の地名になったと言われています。
そんな亀戸の名物である、梅で有名な亀戸
天神から香梅園、「スポーツ振興の神」亀戸
香取神社などを散策し、近くにある有名ス
ポットも見学します。そして梅とともに亀戸
の名物といえば大根です。お昼は大根料理
専門店の升本で食事をいただきます。

春の訪れを感じる
梅香る「亀戸」めぐり

フリーライター千本木亨雄 フリーライター千本木亨雄
10:00JR新橋駅 銀座口改札出た所

銀座といえば高級なイメージがありますが、意外に知
られていない商売繁盛を祈願する稲荷神社や地域の
特産品などを扱っているアンテナショップがたくさんあ
ります。商人の町として発展してきた歴史を物語ってお
り銀座の一味違った魅力を味わえます。午後からは、
皇居・丸の内・銀座と魅力をさらに味わいます。 

～銀座の魅力を再発見～
銀座の路地とアンテナショップめぐり

唯一残る都電である荒川線の１日乗車券で、沿線の
名所を訪ねます。今回は三ノ輪橋から王子駅前まで、
ちょうど半分の区間に絞りました。レトロでどこか懐か
しいデザインの都電に乗り、途中下車しながら昭和
気分を満喫しましょう！

～昭和気分を満喫～
都電荒川線 各駅停車の旅

～お江戸見たけりゃ佐原へござれ～
北総の小江戸「佐原」散策

JEUGIAカルチャーセンター多摩センター
（多摩市落合1-46-1ココリア多摩センター6F）

【多摩で学ぶ】邦楽演奏家・杵屋三七郎先生による
歌舞伎・邦楽の楽しみ方

邦楽演奏家塩原紀政（杵屋三七郎）

イオンモール羽生(埼玉県羽生市川崎2丁目281番地3 イオンモール羽生1F)

歌うという事はカラダにとてもいい事です。
簡単な歌指導と共に青春時代を想い出しましょう。

割りあてられた部分の詩と曲を作り、歌ってレコーディング！
みんなのパートが一つになり、どんな曲ができるかな。

さくまひできと一緒に
①歌おう ②曲作り

シンガーソングライター
さくまひでき

モラージュ菖蒲(埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲6005-1 モラージュ菖蒲3F)

埼玉県ご当地カレー
【北本トマトカレーをつくろう】

管理栄養士松本綾子

1959年創業の老舗鋳物メーカーで
工場見学と鋳物作り体験！

桑名市播磨地区にある無肥料・無農薬の
たけのこ生産林。長年しっかり管理された
瑞 し々く明るい竹林からは、ふっくら良質な
たけのこが採れます。たけのこの見つけ方、
掘り方を学び、収穫後は風味豊かな炭火
焼たけのこをご試食。掘ったたけのこは袋
に入れてお持ち帰りできます。

桑名はたけのこの特産地 水の谷農園の竹林で
『春の味覚たけのこ掘り教室』

13：00ＪＲ武豊線武豊駅改札前

創業以来137年、味噌・たまり醤油の醸造一筋の「中定商店」。
昔ながらの木桶を使う老舗の蔵を特別に見学し、愛知県の独特の
文化である豆味噌、たまり醤油についてのお話と、こだわりの味噌で
簡単なインスタントみそ汁の素(みそ玉)をつくります。中定商店特製
「米糀由来のノンアルコールあまざけ」もご賞味いただけます。敷地
内にある1916(大正5)年建築の蔵「大五蔵｣を利用した資料館｢醸造
伝承館」にもご案内します。 国登録有形文化財（建造物）

愛知の醸造文化 明治１２年創業
味噌、たまり醤油醸造「中定商店」の
伝統あるみそ蔵で「みそ玉みそ」づくり

定員15名
申込締切 4/13(木)合名会社中定商店

JEUGIAカルチャーセンターイオンタウン有松
(名古屋市緑区鳴海町字有松裏200番地 イオンタウン有松2F) 

愛知県発祥の「しろしょうゆ」は、黄金色をした醤油です。特徴は、
料理の色をキレイに仕上げ、素材の風味を引き立てること。日東
醸造が原材料の小麦・塩と仕込む水にこだわった「しろたまり」
は、実はしろしょうゆとは呼べないのです！その謎やしろしょうゆを
含めたしょうゆの種類・歴史を知り、実際に「しろたまり」の仕込み
を体験、そしてどんな料理に合うのかを試食しながら学びます。
すぐ使えるしろたまりのお土産つきです！

自分の手で仕込む「しろたまり」講座
愛知の醸造文化  奥三河の山里ではぐくんだ本物の味　

定員16名申込締切 2/18(土)

日東醸造株式会社

JEUGIAカルチャーセンターイオンタウン千種
(名古屋市千種区千種 2-16-13 イオンタウン千種2F )

地産の高級卵を使って、お店で売っているような
「クレームブリュレ」と「アーモンドチュイル」の作り
方を学びます。失敗しないコツやプロのとっておき
のテクニックをご指導します。出来立てのお菓子を
試食しながら至福の一時は如何でしょうか？

名古屋コーチン卵を使ったフランス菓子作り
～美味しいティータイムをご一緒に！～

定員各5名申込締切 各2日前フランス菓子研究家川口敦子
シューズラウンジGotch(名古屋市中村区名駅南1-16-12)

「足元を見ればその人のセンスが分かる」などと言われてい
る靴。普段何気なしにやっている靴磨きにも実はコツがあ
るのです。名古屋人の足元を美しく仕上げるプロの靴磨き
職人から靴の磨き方だけでなく道具の使い方も学びます。
自宅で簡単なメンテナンスが出来るようになります。カウン
タースタイルの靴磨き・修理専門店Gotchでワンランク上の
プロの仕上がりを目指しましょう。

名古屋の足元に輝きを！
プロの靴磨き職人から学ぶ
本格革靴メンテナンス

定員8名申込締切 1週間前Gotch-Shoes Lounge 代表早川和成
12:50犬山城観光案内所前(犬山市大字犬山字北古券12）

木曽川のほとりの小高い山の上に建てられた天守閣
は、現存する日本最古の様式です。歴史ある犬山城の
春を、スマホで撮りましょう。犬山城に隣接する神社も
まわります。スマホカメラでの景色、人物をきれいに
撮る方法をカメラ講師が丁寧に教えます。レッスン後
は自由行動です。城下町など散策してくださいね。
※どの機種のスマホでも参加ＯＫですが、操作の仕
方はiPhone中心となりますので予めご了承ください。

国宝犬山城でカメラ女子会

定員10名

申込締切
3/26（日）

フォトグラファー  カメラ講師ウォレスともみ

11:20うなぎのやっこ（名古屋市中区大須2-30-1）

『芸どころ』の町の面影を残しつつも、新しい文化を生み出して
いる活気ある大須。落語、南京玉すだれ、公演などでご活躍の
大須くるみ先生をお迎えし落語や小ばなしを寄席感覚で身近
に楽しんでいただけます。｢笑う｣ことで免疫力をアップ！脳トレ・
認トレにもなります。お腹の底から笑った後は、大須で歴史ある
うなぎの｢やっこ」さんで舌鼓！お帰りは活気のある大須商店街
で散策も。

～名古屋のソウルタウン大須で楽しむ～
落語で笑福！

定員16名申込締切 3/25(土)

落語家・芸人・パフォーマー三遊亭笑くぼ（大須くるみ）
12:30ＪＲ大垣駅北口 名阪近鉄バスのりばＡ 経大スクール線前

「名水わさび」は全国的にもめずらしい温暖な平地が
広がる大垣市内で栽培されています。豊かな水で育
ち、全国わさび品評会で根茎の部優秀賞を獲得して
いる名品です。無農薬、無肥料で健康や美肌にも良
いとされるわさびの利用法、調理法やここでしか聞け
ない平地で作ろうとした理由、最高級品が出来るまで
など開発者でもある坂野代表から直接伺います。
わさび加工品の試食、高級品種「真妻」わさびのお土
産付き。

～水の都おおがきの豊かな自噴水が育てた逸品～
「名水わさび園」で楽しむわさびのお話

定員15名申込締切 4/7（金）名水わさび 代表坂野　誠

13:00JR大垣駅改札前

江戸時代に中山道と東海道とを結
ぶバイパスであった美濃路。その
宿場の一つであった大垣には、現
代もなお往時を想わせる史跡が多
く残っています。城下町や港町のエ
ッセンスが融合した宿場町大垣の
歴史について、古地図を片手にか
つての美濃路をたどりながら学び
ます。大垣銘菓のお土産付き。

新発見!!
古地図で歩く美濃路の宿場町大垣

定員各10名
申込締切 各3日前 大垣市教育委員会 文化振興課学芸員山﨑和真

12:45樽見鉄道 本巣駅

対象年齢：小学生以上（小学生は保護者同伴、保護者の方も受講料が必要です）
通常は定期運行されている樽見鉄道レールバスに乗車
し、「本巣駅」構内でお一人約300ｍの運転体験！あなた
のお名前入り運転士名札と制服、帽子、白手袋であこが
れの運転士に。名札、白手袋はお持ち帰りいただけま
す。普段入ることが出来ない車庫にもご案内、車両の見
学も出来ます。レールバスの特徴である線路上に架線
がない、列車と空の風景もお楽しみください。

樽見鉄道「列車でＧＯ！」
レールバス運転体験

定員20名
申込締切 5/4（木）

樽見鉄道 指導運転士森下達哉
13:00高岡市民体育館前(高岡市古城1番8号)

加賀前田家二代当主前田
利長が築いた高岡城の城
跡で、さくら香る思い思いの
風景をスケッチに残してみ
ませんか。講師がアドバイ
スする｢ちょっとしたコツ」で
素敵な絵が描けます。

さくらの名所「高岡古城公園」で
スケッチを楽しむ会

定員30名申込締切 4/5(水)

高岡市美術作家連盟会員 富山県洋画連盟会員　モダンアート協会会員高倉隼志
11:00JR湖西線永原駅改札前

近江のかくれ里
～白洲正子の世界を旅する～
歴史の里 菅浦

定員25名申込締切 5/1(月)

近江の文学研究家いかいゆり子 つづらお代表取締役大橋延行

10:00JR草津線手原駅改札前

おいしいだけではなく安全に、食べる人が健
康で「榮」えていけるよう栽培したお米、榮米。
その中でもち米の最高級品種「滋賀羽二重も
ち」を使って大福を作ります。
お作りいただいた後、榮農場こだわりのお米
作りから滋賀羽二重もちにまつわる話などを
交えながら、赤飯や白米の食べ比べなどと共
にお昼をみなさまでいただきます。

近江こだわり栽培「榮米」の
滋賀羽二重で大福つくり

定員8名申込締切 2/14(火)

栗東市指導農業士中井京子

10:30八百与（大津市長等2-9-4 菱屋町商店街）

創業160年の歴史あるお店八百与。今も残るめずらしい
書類等を拝見しながら、現在では発酵食品としても注目
されているお漬物の魅力や移り変わりを6代目店主より
お聞きします。また、家庭でもできるおいしい漬け方を
店主の指導で体験いただいた後、100年前に作られた
輪島塗のお膳と器で「お漬物御膳」をお召し上がりいた
だきます。

宮内省御用達八百与で聞く
「お漬物の魅力」

定員20名申込締切 4/8(土)

八百与6代目店主小倉與七郎

11:20ホテル1階ロビー
（滋賀県近江八幡市鷹飼町1481番地）

JR近江八幡駅北口から徒歩１分、落ち
着いた雰囲気とおもてなしの心を隅々ま
で活かしたホテルニューオウミの最上階
レストラン「伊ぶき」。ホテル最上階から
の眺望と目の前の鉄板で調理される近
江牛や近江野菜、そしてシェフのちょっと
美味しいお話しもご堪能いただけます。

ホテル最上階の眺望と
目の前で調理される近江牛ステーキと
シェフの美味しい話を堪能

定員10名申込締切 1/29（日）ホテルニューオウミ「伊ぶき」シェフ

12:50 あまが池プラザ 『ＷＡＢＡＲＡ Ｃａｆｅ』(滋賀県守山市勝部1-13-1)

「『世界で一番幸せになるばら』を育てる」をコ
ンセプトに活動されている「ローズファームケイ
ジ」代表、ばら作家國枝健一氏より、和ばらの魅
力や誕生秘話をお伺いし、特別ミニブーケレッ
スンを開催いたします。ばらの香に春を感じて
いただきながら楽しく素敵な時間をすごしまし
ょう！直営店『WABARA Cafe』にて、スイーツ＆
ドリンク付きです。

「ローズファームケイジ」代表國枝健一氏の
トークショーとミニブーケレッスン

定員20名申込締切 3/8(水)「ローズファームケイジ」代表國枝健一

10:10 近鉄吉野線壺阪山駅 改札口

日本一の山城「高取城」の城下町として栄えた高取町。当時
の佇まいを残す情緒ある土佐街道に並ぶお雛様を眺めな
がら、自分にとってかけがえのない思い出や願いを今一度
思い起こしてみませんか。主催者である天の川実行委員会
の会長のガイドで一押しのモデルコースを廻り、壷阪漢方
堂でお雛様を愛でながら漢方茶を頂きます。各御家庭に
は、雛人形にまつわる大切な「雛物語」が掲示されており、訪
れる人の心に郷愁と感動を与えてくれます。

城下町高取・土佐街道
「町家の雛めぐり」

定員10名申込締切 3/7(火)
高取町ボランティア団体連絡会会長
NPO法人住民の力理事長　天の川実行委員会会長

※お車の場合、無料駐車場有。但しすぐ満車になるため10時までに駐車場にお入りください。

野村幸治
12:30 近鉄橿原線  田原本駅東改札口

創業260年の歴史を誇る奈良田原本町
の「茜八（あかはち）味噌」。その19代目
当主による無添加・国産材料を使った手
前みそ教室です。麹室を見学後、昔なが
らの「手ごね製法」で赤みそ・白みそ・麦
みその中からお好きな味噌を選んで作り
ます。あなたの食卓に「本物のおいしさ」
をプラスしてみましょう。

～創業260年手造りの味「嶋田味噌」～
手前みそ作り講座

定員30名
申込締切 4/10(月)嶋田味噌麹譲造元 第19代目当主嶋田　稔

【受講料】3,888円(税込/保険料・拝観料他込）

瑞巌寺本堂(国宝）

【受講料】3,888円(税込/保険料・材料費込)

【受講料】2,592円(税込/保険料込)

【受講料】3,672円（税込/保険料込）

【受講料】3,888円(税込/保険料込) 【受講料】3,888円(税込/保険料込)

【受講料】3,888円(税込/保険料込)

【受講料】3,888円(税込/保険料込)

【受講料】3,888円(税込)

【受講料】各3,780円(税込)

【受講料】3,996円(税込/材料費込)

❶歌おう～青春グラフティSong!! ～

❷曲作り～作って歌ってCDプレゼント～

『70年代の歌』…

青春グラフティ
Song!!

作って歌って
CDプレゼント

【受講料】3,996円(税込・材料費込)

【受講料】3,200円（税込・保険料・材料費込）

【受講料】2,700円(税込/材料費込)

【受講料】4,916円(税込/材料費込)

【受講料】2,500円(税込) ※当日別途靴磨き材料費3,240円(税込) ※当日別途入城料550円
【受講料】3,024円(税込/保険料込)

【受講料】4,440円(税込・食事代込)
【受講料】3,500円(税込/保険料込) 【受講料】2,484円(税込/保険料込)

※当日別途大垣城郭図代500円(税込)

【受講料】6,144円(税込/保険料込) 【受講料】2,700円(税込/保険料込)
【受講料】6,216円(税込/保険料・食事代･入館料込)

【受講料】2,688円(税込/保険料・食事代込)
【受講料】2,700円(税込/材料費込) 【受講料】6,996円（税込/食事代込）

【受講料】7,020円(税込/材料費・ドリンク代込)
【受講料】2,808円(税込/漢方茶代･保険料込)

【受講料】4,428円(税込/保険料･材料費込)

3/6㈪ 9:30～16:00

4/3㈪ 10:00～15:00

6/7㈬ 19:00～20:30

2/10㈮13:00～14:30

3/24㈮13:00～15:00

『80年代の歌』…3/10㈮13:00～14:30

6/17㈯・29㈭
10:30～12:30

5/14㈰ 12:45～15:00 4/8㈯ 13:30～17:30

5/8㈪ 11:15～15:30

4/15㈯ 10:30～12:00 2/21㈫ 10:20～13:00 2/5㈰ 11:30～13:30

3/12㈰ 13:00～15:00
3/10㈮ 10:10～12:30

4/15㈯ 13:00～15:00

5/21㈰ 13:00～16:00 4/23㈰ 13:00～16:00

4/24㈪13:30～16:00

3/16㈭ 11:00～15:00

1/16㈪10:00～15:00 2/6㈪ 10:00～16:00

4/20㈭ 13:10～15:40

2/25㈯ 11:00～13:00

9:30桑原鋳工株式会社
(桑名市大字東汰上518)駐車場

定員各4名申込締切 3/21(火)

桑原鋳工株式会社
13:00水の谷農園（桑名市播磨特設駐車場）

定員10名申込締切 4/16(日)

水の谷農園園主水谷崇彦

【受講料】6,048円(税込・保険料・材料費込） 【受講料】2,916円（税込/保険料込）
※持ち帰り袋付き

3/28㈫・29㈬ 9:30～12:00 4/23㈰ 13:00～15:00
※雨天中止

2/19㈰・4/16㈰・19㈬
13:30～16:00 2/18㈯

10:00～11:30
3/26㈰
13:00～14:30

3/29㈬13:00～15:00
※雨天決行（荒天の場合は中止）

3/28㈫ 11:30～14:00
4/11㈫13:10～15:10 3/1㈬・4/5㈬・5/10㈬ 13:00～15:30

ここは、中部のつづきと、滋賀・奈良の特集です。ここは、東北・北越と関東・中部の特集です。

定員10名

申込締切
3/10(金)

定員15名

申込締切
1/13（金）

定員15名

申込締切
2/4(土)

定員15名

申込締切
6/3(土)

定員15名

申込締切
5/31（水）

定員10名

申込締切
4/7（金）

11:00JR鹿島神宮駅改札口

【受講料】3,672円（税込/保険料込）

5/20㈯
11:00～15:00

定員10名
申込締切 5/13（土）

10:00JR成田駅東口

古くから人々の信仰を集める成田山新勝寺。その御
本尊不動明王は、真言宗の開祖、弘法大師空海が自
ら一刀三礼（ひと彫りごとに三度礼拝する）の祈りを
こめて敬刻開眼された御尊像です。開山1080年を
間近に控えた現在も、「成田山のお不動さま」として、
芸能人をはじめ、数多くの人びとが訪れています。そ
んな神聖な場所を占い師ならではのお話をお聞き
しながら拝観しましょう。

【占い師・銀谷先生と行く】
「成田山新勝寺」拝観

フェニックスフォーチュンテリング代表
銀谷唯志

【受講料】3,672円（税込/保険料込）
4/１3㈭10:00～15:00

11:30東京メトロ 地下鉄（南北線・銀座線）溜池山王駅改札でたところ（出口7）

【受講料】3,672円（税込/保険料込）
4/5㈬ 11:30～14:30

定員10名申込締切 3/29（水）

定員15名申込締切 5/14（日）

定員15名申込締切 3/4(土)

フリーライター千本木亨雄

10:00JR成田線 佐原駅
改札外待合室

小江戸佐原の古い街並みを散策します。この街並み
は、関東初の重要伝統的建造物群保存地区に選定さ
れ、老舗の様々な逸品が受け継がれてきました。
古い街並みを散策～食事の後、佐原市立水生植物園
へ向かいます。東洋一の150万本のハナショウブ、その
美しさには目を奪われます。※開花状況により、予定を
変更する場合がございます。

【受講料】3,888円(税込/保険料込)
6/5㈪ 10:15～17:00

フリーライター千本木亨雄
10:00JR常磐線 南千住駅 改札出口

【受講料】3,888円(税込/保険料込)
5/15㈪ 10:00～15:00

定員15名申込締切 5/13(土)定員15名申込締切 4/1（土）

定員
20名

申込締切 3/23(木)

申込締切
各前日

定員
各30名

定員各10名申込締切 各5日前

東北随一の古刹として歴史を刻み、伊達政宗公の
菩提寺として知られる国宝瑞巌寺は、臨済宗妙心
寺派の禅寺です。瑞巌寺にて坐禅と写経を体験し
ます。静寂の中、禅の世界に触れ、心静かに筆をは
こび仏さまの心と向き合うことで、自分と向き合う時
間を過ごしてみませんか。書き終えた写経用紙は願
い事を書き奉納していただきます。奉納した写経は
春彼岸にお焚きあげし、納経供養塔に収めさせていただきます。
ここでしか聞けないご法話を聞き、心洗われるひとときをお過ごし
ください。※瑞巌寺と刻印された筆はお持ち帰りいただけます。

神社のご祭神様やご由来を現地を参拝しながら学び、その後
さらにもう１ヶ所訪れます（徒歩圏内）。その後、講師と一緒に
お茶（ランチ）をしながら語り合いましょう。ご希望の方は今年
後半の運勢も見ます（1名数分程度）。初めての方、リピーター
の方、御朱印を集めている方、春の赤坂周辺を歩いてみたい
方、神社仏閣に興味があるけれど1人
では・・・という方、お待ちしております。

鹿島神宮は関東最古の神社です。建御雷神タケミカヅチを祭
神として、韴霊剣の国宝を保有し、武の神として古くから皇室
や藤原氏の崇敬を受け、武家政権から厚い信仰を得て、現在
に伝えられている場所（歴史）を
占い師ならではのお話をお聞
きしながら探訪しましょう。 

歌舞伎などの日本の伝統文化に興味があるけれど、まだ実際に観に行ったことがない
方、最近観に行き始めた方、何度も観に行ってはいるけれども、細かいところまではよく
わからない、より深く知りたい、そんな方にオススメの講座です。ご自身も歌舞伎公演、演
奏会等でご活躍されている塩原先生がわかりやすく解説し
て下さいます。今回のテーマは「舞台に立つまで」です。さま
ざまな資料を見ながら解説をして頂きます。最後には「新た
な発見があった」「実際の舞台を観に行きたくなった」と思え
るような講座です。

全国規模のご当地カレーグランプリで2度の優勝を飾った北本トマト
カレー！北本市名産トマトをふんだんに使用し、トマトの酸味と旨みで
大人から子どもまで幅広く楽しめる魅力的なカレーです。地元食材に
こだわって、北本トマトカレーの定義に合わせた
トマトライス、トマトカツと共に季節の野菜と雑穀
のサラダも作ります。北本トマトカレー研究会
KABAちゃんず直伝のレシピです！

大型の鋳物が造られる、迫力満点の鋳物工場。1500度の
高温で溶ける金属や砂を用いた型作り、溶けた金属を型
に流し込む工程を見学します。その後、ぐい呑み、マンホー
ル型コースター、ゆめはまちゃん絵柄入り小皿からお選び
いただき鋳物作りを体験。完成
品1点お持ち帰りいただきます。
ご当地スペシャルお土産付き。

今回のかくれ里は奥琵琶湖菅浦。白洲正子が著書『かくれ里』の中で「菅浦
は、その大浦と塩津の中間にある港で、岬の突端を葛籠尾(つづらお)崎と
いう。絵図で見るとおり、竹生島は目と鼻の間で、街道から遠くはずれる為、
湖北の中でも、まったく人の行かない秘境である」と述
べている秘境へ、『近江のかくれ里』（サンライズ出版）の
著者と共に訪ねます。講義・食事・更に菅浦で生まれ育
たれた方の説明付きでご案内します。菅浦は平成26年
10月に国の重要文化的景観に選定されました。

※当日別途1日フリー乗車券代300円

※当日別途食事代

※当日別途食事代

※当日別途食事代

※当日別途食事代

※当日別途食事代 ※当日別途食事代

※当日別途食事代 ※当日別途食事代

※当日別途食事代

※当日別途食事代
※お菓子の写真はイメージです。

※お料理の写真はイメージです。

※お料理の写真はイメージです。

※お料理の写真は
　イメージです。
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