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JEUGIA と言えば、京都。本拠地だからお贈りできる“京都”特別企画をここ見開き全面に敷き詰めました。

17:10 東寺拝観受付前(京都市南区九条町1番地)

花いけバトルとは…制限時間内に同じ条
件で､同じ器､同じ花で観客の眼目を魅了
したバトラーの勝ち。各地から選ばれた
王者決定戦が今年は東寺にて開催。

春の京都 東寺拝観夜桜ライトアップと
花いけバトル王者決定戦2017

定員50名申込締切 3/20(月)真言宗総本山教王護国寺東寺僧侶
9:00 笠原寺(京都市山科区大宅岩屋殿2番地）

『現世を離れ、自己を見つめ直すとき、そこに自と光がみえ
てきます。』笠原寺を開いた尼僧・笠原政江尼が悩める女性
の為に始めた「一日尼僧修行」。尼僧姿に身を包み、瞑想・
読経・法話・写仏等本格的な修行を体験することが出来ま
す。昼食は趣向を凝らした精進料理を召し上がって頂きま
す。今回は通常非公開の涅槃図を拝見し、尼僧との座談会
もございます。厄除弘法大師のお寺で非日常の一日を過ご
してみてください。

～川崎大師京都別院～
心休まる時間を過ごす一日尼僧修行

定員各15名申込締切 各1週間前真言宗僧侶笠原隆裕

13:00ＪＲ京都線山崎駅前

「三川合流」の地として、天王山と男山に挟
まれた山崎の地は、古代から交通の要衝と
して栄えてきました。また本能寺の変の直
後、羽柴秀吉と明智光秀が激突した合戦場
でもあります。今回拝観する宝積寺は秀吉
ゆかりの三重塔が建ちます。またサントリー
山崎蒸溜所が、この地に建った意味も、工
場見学の中で実感頂けることでしょう。

天下分け目の地「山崎」の魅力探訪　
～宝積寺・サントリー山崎蒸溜所を訪ねて～

定員10名申込締切 3/30(木)

京都感動案内社代表 ※サントリー山崎蒸溜所は予約の都合上
　見学できない場合がございます。小嶋一郎

10:15 城陽酒造株式会社前（京都府城陽市奈島久保野34-1）

京の最高級梅「城州白」で
梅酒作り＆梅酒呑みくらべ

山城の老舗酒造でたしなむ”青谷梅林”の梅の魅力

定員30名申込締切 6/20(火)城陽酒造株式会社代表取締役社長島本稔大
有喜蕎心流 そば打ち塾(京都市中京区三条通河原町東入中島町78 明治屋ビル7階)

定員12名申込締切 3/18(土)有喜屋三代目店主三嶋吉晴

12:00京都BAL 南出入り口前（京都市中京区河原町通三条下ル山崎町251）

季節の京野菜 イタリアン仕立て
～たっぷり食べられて楽しく聞ける、野菜の話～

定員20名申込締切 3/2(木)

イタリア食堂910オーナーシェフ工藤 豊 八百屋みどりなす店主田村嘉章

11:45木乃婦
（京都市下京区新町通 仏光寺下ル岩戸山町416）

毎回ご好評をいただいている関谷江里の
「木乃婦」さん講座、松の内は過ぎますが、
初の１月開催、今回も特別に考えていた
だいた「華麗なお正月」料理をお楽しみ下
さい。3代目髙橋拓児さんの楽しいお話も
あります。

関谷江里さんと
木乃婦の料理を楽しむ

定員15名申込締切 1/16(月)

京都専門フリーエディター＆ライター

※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。

※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。

※お料理の写真は
　イメージです。

関谷江里
10:50｢南禅寺順正｣

京都の名物として湯豆腐･懐石料理など様々なお料理でおなじみの
『京豆腐』。創業明治30年、老舗とようけ屋山本三代目(現･有限会社
とようけ屋代表取締役会長)に、その由来や他のお豆腐との違い、
『京豆腐』のはじまりとこれからについてお伺いします。場所は南禅
寺順正。この講座だけの特別企画で順正の豆腐料理をお召し上が
りいただきます。食後には敷地内にある、国の登録有形文化財に指
定されている順正書院の回遊式庭園を散策していただけます。

京都の老舗豆腐店三代目が語る
京豆腐のいままでとこれから

京豆腐の名店

定員30名申込締切 4/9(日)

有限会社とようけ屋 代表取締役 会長山本久仁佳

レストラン「あわさい」(木津川市兜台6-6-4)
無料駐車場有　近鉄高の原駅・山田川駅よりバス有

東洋医学に基づいた予防的食養生である薬膳の
基礎を学びＮＰＯ法人けいはんな薬膳研究所で
開発されたメニューを提供する「あわさい」にて
薬膳ランチをご賞味いただきます。

東洋医学に基づく
食養生「薬膳」を
学び、味わう～春編～

定員30名申込締切 3/18(土)

NPOけいはんな薬膳研究所理事長井原浩二 薬膳レストランあわさい料理長田坂欽也

10:00 パンの耳
（京都市上京区千本通下立売下ル稲場町466-4 千本シンフォニー1Ｆ）

常識をくつがえすパン教室として有名な「パンの耳」主宰の内村
先生に短時間で本格的なパンを作る方法をご指導頂きます。初
心者も経験者もユニークなパン作りを体験しませんか！自宅でプ
ロ級の美味しいパンが作れるようになります。特別メニューとして
1回で２種類のパンを焼いていただきます。4/16(日)は3種のベー
グルとパンで作るロールケーキ、4/21(金)はパンアコーディオンと
キャラメル胡桃パンです。いずれも人気のメニューです。

「パンの耳」で驚きの時短パン作り
パン消費量全国1位の京都で話題のパン教室

～揚げたての茶葉てんぷらを食べよう～

茶源郷和束より

定員各6名申込締切 各3日前

ベーカリーコンサルタント内村浩一

10:30 JR加茂駅西口 「和束茶カフェ」京都府相楽郡和束町白栖大狭間35
※車の方は11:00に「和束茶カフェ」へお越し下さい。駐車場あり。

京都最大の宇治茶の産地・和束で、新茶の香りに包まれなが
らお茶摘み体験をしませんか。お茶摘みの後は”特製お茶尽く
し弁当”で美味しいランチタイム。摘んだ茶葉を使った揚げた
ての茶葉てんぷらもご賞味頂きます。美しい茶畑の景観を楽し
む散策時間や、新茶の飲み比べも。

新茶香る春のお茶摘み体験ツアー

定員30名申込締切 5/9(火)和束町 景観ガイド 他

11:00京都市営地下鉄丸太町駅1番出口前(烏丸丸太町)

ええとこ散歩「京都御苑」公家の世界にふれる・
拾翠亭見学と春のイタリアンランチ

定員10名申込締切 3/24(金)京都・清遊の会主宰中川祐子
13:30JR京都駅烏丸中央口 改札口前集合

新選組が最盛期を迎えた屯所跡をご案内。まずは、幻の屯所・不動
堂村屯所の名前の由来となった明王院不動堂へ。そして西本願寺
屯所跡や太鼓楼をめぐります。新選組と海援隊士らが死闘を繰り
広げた天満屋騒動。新選組から離脱した御陵衛士が粛清された
油小路事件。さらに本光寺では、伊東甲子太郎・藤堂平助の位牌
や本堂を特別参拝。内部抗争勃発！ 激闘の新選組史をたどります。

木村武仁と幕末を歩く第12弾

定員40名申込締切 3/30(木)幕末維新ミュージアム・霊山歴史館 学芸課長木村武仁

12:50ハイアット リージェンシー 京都　1階ロビー
(京阪電車七条駅徒歩5分 市バス博物館・三十三間堂前すぐ)

京の古民家をコンセプトに、アンティークな調度品をあしらえ、スタ
イリッシュかつ温もりに満ちた空間。そんなTouzanバーを貸し切
ってのカクテル講座。基礎知識はもちろん、実際にシェーカー体験
やカクテル作りもしていただきます。ご家庭でも手軽にできるレシ
ピ紹介、おもてなしに差のつく「ノンアルコールカクテル」の楽しみ
方など、ホテルのバーテンダーならではのお話しもお楽しみに。

ハイアット リージェンシー 京都 Touzan Bar

定員各10名
申込締切
各1週間前ハイアット リージェンシー 京都 Touzan Bar バーテンダー

11:00 キンシ正宗堀野記念館
（京都市中京区堺町通二条上ル亀屋町172）

※お酒の試飲がありますので、車やバイクでの来場はお断り致します。※お酒の試飲がありますので、車やバイクでの来場はお断り致します。

美味しいビールを飲みながら味の違い、
また試食しながら料理との相性まで工場
長ビアマイスターの解説で愉しみます。
今回は工場見学とともにキンシ正宗なら
ではの日本酒の試飲体験も交えて京都
の食文化を学びましょう。

　　　　　　京町家で学ぶ
ビールの愉しみ方と日本酒の試飲体験アンティークな隠れ家的バーで

カクテルレッスン

新選組の最盛期 西本願寺と
不動堂村の屯所跡や
油小路の決闘跡を巡る！！

定員20名申込締切 3/21(火)

キンシ正宗(株)製造部長田中 明 京都町家麦酒醸造所工場長 ビアマイスター三好ちづ子
11:00京都市営地下鉄東西線椥辻駅改札前

ハーブは暮らしに役立つ植物として、香りだけでなく、
薬効としても注目されています。特徴や効能を知り、暮
らしへの取り入れ方、育て方などの基礎をお話します。
会場はフラワーショップに併設されたカフェ『オリエンタ
ルガーデン』。ハーブを使ったランチをいただきながら
の講習後は、実際に栽培されているハーブ、薬草を見
学に薬用植物園に伺います。初夏が見頃の植物を楽し
みながら、ハーブが見聞できる1日をお過ごしください。

暮らしにハーブを
～料理から美容、薬用まで～
ランチ講習会＆栽培見学

定員9名申込締切 5/18(木)JAMHA認定ハーバルセラピスト岡本靖子

14:10 一力亭前(京都市東山区祇園町南側 花見小路門)

祇園町甲部お茶屋「大仲」にて､女将さんから花街のしき
たりや､芸舞妓さんの違い､舞妓さんの衣装やお茶屋遊
びのお話を伺い､その後､舞妓さんの歓談やお座敷遊び､
京都老舗和菓子とともに､お抹茶をお楽しみいただきま
す(約２時間)。「一見さんお断り｣の世界を､はんなりとし
た京言葉に癒され､日本伝統芸能の艶やかさをぜひこの
機会にご体験ください｡写真撮影もお気軽に｡

～舞妓さんと楽しむ～
京の花街 いろいろ い･ろ･は

定員13名申込締切 5/20(土)
祇園甲部お茶屋
大仲 女将大仲京子 祇園甲部 舞妓

10:30京福電鉄北野白梅町駅前

菅原道真公の祥月命日では「梅花の御供」等
の神事が行われます。上七軒の芸妓さんが点
て、舞妓さん達がお運びをしてくれるお茶は、
また格別です。北野天満宮や大将軍八神社
の宝物館の特別拝観も文化財ファンにとって
は貴重な機会です。京都らしい町並みを残す
花街「上七軒」の界隈にも御案内します。

とっておきの春企画～芸妓・舞妓のおもてなし～
「北野天満宮 梅花祭 野点席」　　

定員15名申込締切 2/18(土)

京都感動案内社代表小嶋一郎
JEUGIAカルチャーKYOTO(京都市下京区四条河原町西入御旅町39 シカタビル8F)

祇園の舞妓さんをモデルにした人気の
スケッチ会。今回は、襟替え前の正装姿
の佳つ雛さんをお招きするまたとない絶
好の機会です。舞妓から芸妓にかわる、
襟替え前のわずかな期間のみ結う特別
な髷「先笄(さっこう)」。今しかない見るこ
とが出来ない女性の美しさを感じながら
描いていきます。お好きな画材で自由に
スケッチしていただきますのでお気軽に
ご参加ください。

舞妓さんの「スケッチ特別体験」
－襟替え前の先笄を描く－

定員20名申込締切 2/2(木)日展会員辰巳　寛

11:15 京料理 粟田山荘(京都市東山区粟田口三条坊町2-15)

昭和初期に建てられた数寄屋造りの邸宅と広大な庭園が
美しい粟田山荘でお茶会を開きます。楽しみながらのお茶
席ですので初めての方でも気軽に参加していただけます。
今回、京焼・清水焼「京もの認定工芸士」の称号をお持ち
の古川先生と、藤本料理長のお話しをうかがいます。
ミシュランが「最上級の快適さ」と認めた、そんな空間で、
素敵なお二人の共演を垣間見る特別な時間です。

ミシュラン8年連続獲得
京料理 粟田山荘にてお茶会
若手陶芸家古川剛氏の手がける天目の世界

定員20名申込締切 5/21(日)

陶芸家古川  剛 裏千家準教授塚本宗真 10:00JR嵯峨野線花園駅改札前

妙心寺塔頭の中でも屈指の古刹とし
て知られている退蔵院。今回は非公
開、隠れ茶室を特別に拝観させてい
ただきます。他にも、絵師狩野元信が
山水画を庭に見立てた「元信の庭」
や、画僧・如拙の傑作、国宝「瓢鮎図」
のレプリカを解説付で見学。そして昼
食は退蔵院茶室大休庵にて、ミシュ
ラン星『阿じろ』の精進料理をお楽し
みいただきます。退蔵院をゆったり拝
観できる贅沢な1日です。

妙心寺退蔵院の囲いの席(隠れ茶室)特別拝観と
ミシュランが認めた『阿じろ』の精進料理

定員20名
申込締切 4/21(金)

京都再発見ガイド武井道郎
10:00京都市営地下鉄東西線蹴上駅改札前

山縣有朋の別荘、無鄰菴(むりんあん)の庭園は、七代目小川
治兵衛により作庭されました。秘められた庭師の思いを感じ
ながらお庭を歩き、貸切の母屋2階より、階上からの眺めもご
覧いただきます。母屋2階では京料亭のお弁当をいただきな
がら名勝庭園を眺める、贅沢な時間を過ごします。その他に、
全く雰囲気の異なる南禅寺塔頭・金地院(こんちいん)の鶴亀
の庭を鑑賞。特別名勝指定庭園の謎を紐解く、目からウロコ
の解説をお楽しみください。

京の名庭をめぐる 「無鄰菴」2階からの特別見学
～特別名勝金地院「鶴亀の庭」

定員20名申込締切 5/7(日)

京都再発見ガイド武井道郎

10:00平安神宮応天門前(京都市左京区岡崎西天王町)

春爛漫の京都、桜シーズン真っ只中の岡崎
エリアを満喫します。疏水沿いの桜を眺めな
がら乗船する十石舟は、春を感じる特等席で
す。平安神宮では、小説「細雪」「古都」にも登
場する神苑の枝垂れ桜を鑑賞。京を代表す
る何度見ても見ごたえのある桜です。また、
神苑では7代目小川治兵衛が手がけたお庭
も見どころの一つです。

春を感じる特等席桜回廊十石舟と
平安神宮神苑で枝垂れ桜を愛でる

定員26名申込締切 4/1(土)京都再発見 代表亀田正昭
13:00高島屋京都店正面玄関前（京都市下京区四条通河原町西入真町52番地）

いつも、何気なく通っている新京極は限られた
範囲に、多くの社寺が集まっているため、ご朱印
集めデビューには最適なエリアです。京都を知り
つくした講師の愉快な解説も楽しみながら新京
極を歩いてみましょう！新京極巡礼後、ご希望の
方には、コーヒーとドーナッツが美味しい老舗喫
茶店「六曜社」にもご案内。※4社寺を巡礼予定。

　　　　  イイことあるかも？
あなたの知らない「新京極」社寺探訪
～ご朱印帳をもって出かけよう～

大好評第２弾!

定員20名申込締切 5/6(土)京都感動案内社代表小嶋一郎

12:50 京阪 清水五条駅改札前
吉田神社鳥居前
(京大正門前バス停徒歩5分)
堀川今出川交差点南東角
(京都市上京区橋ノ上町)

794年、桓武天皇が都と定めて以降、日本の中心としての位置を占めてきた京都に
は、その成り立ちからして人々の目に見えない世界、畏怖の念を抱かせる世界＝異界
が存在していました。人々の異界への畏怖が信仰へと深まる、そんな空間が、京の町
には点在していたのです。本講座では、現代に残る京都の異界を探訪、史実やその背
景を交えての追体験を通じ、京の町の奥深さを感じ取っていただきます。

京都の異界探訪
～「現世の向こう側」への入り口を歩く～

定員各20名申込締切 各3日前大谷大学非常勤講師杉本　理

10:00勧修寺門前
（京都市山科区勧修寺仁王堂町27-6） 

デジカメで京都山科を撮ろう！ 第6弾
『新緑の勧修寺』

定員10名申込締切 4/21(金)

日本写真家協会会員(JPS) 京都写真家協会会員(KPS)村上文彦

9:45建仁時両足院前
(京都市東山区 大和大路通四条下る4丁目小松町591)

ヨーガ療法による緊張と弛緩は心と
体をしなやかにしてくれます。そして、
今ここに居る自分に気づきと安らぎ
を与えてくれます。その後の座禅で
精神統一（集中）し、心もからだも穏
やかな1日をお過ごし下さい。

春の建仁寺両足院でヨーガ療法と座禅

定員20名
申込締切 4/3(月)

パドマヨーガ主宰、日本ヨーガ療法学会認定ヨーガ療法士辻　了美ヨーガ
建仁寺両足院副住職伊藤東凌座　禅

京都には、人々の想像力をかきたてる通り名や町名があります。たとえば天使突抜、了頓図子町な
ど…。そこからは、居住していた人々の職業や寺社の変遷など、歴史の息吹を読み取ることができ
ます。そうした特色ある通り名・地名を探訪し、観光地ではない日常生活の場に足を踏み入れるこ
とで、通り名・地名に表現される濃密な京都の歴史を追体験してみましょう。

摩訶不思議だけど、面白い！
～通り名・地名から見る京の町

13:00 Pagong(パゴン)本店 （京都市右京区西院西溝崎町17)

伝統の京友禅
工場見学と染め体験

～大正8年から続く染屋、パゴンで若冲に挑戦～

定員10名申込締切 4/8(土)株式会社亀田富染工場 代表取締役社長亀田憲明

4/23㈰…9:00（9:10出発のバスに乗車) 
4/28㈮…9:15(9:30出発のバスに乗車)京都市営地下鉄国際会館前バス停

なだらかな山並みが果てしなく続く北山。
古より親しまれた山々の街道、集落はどこ
か懐かしさを感じます。春のトレッキング
はシャクナゲの花咲き誇る尾根歩きと歴
史深い鞍馬までを歩きます。

【行程】小出石バス停…シャクナゲ尾根登
山口…シャクナゲ尾根…天ヶ岳…三又岳
…薬王坂…鞍馬温泉

新緑のトレッキング
～京都北山巡り第2弾！～

定員各30名申込締切 各3日前

京都府山岳連盟理事長　日本体育協会上級スポーツ指導員(山岳専門)湯浅誠二

10:50 桜鶴苑玄関前
(京都市左京区南禅寺草川町55番地)

平安時代の最も発達した和の香り～お香～その昔「お香」
は天・地・人を結ぶ大切なものでした。平安の地で一つ一つ
の香原料に触れながら、「Myお香」を作ってみませんか。柔
らかな季節の中で「和の香り・お香物語」をどうぞお楽しみく
ださい。お財布や名刺入れ・バッグの中に入れておくと運気
を上げてくれるかも。お食事は、近代造園の先駆者とされる
“植治”こと７代目・小川治兵衛の庭（非公開）を眺め なが
ら、大正名建築で味わう至福のひとときを春の景色と共に。

雅な香り～ときめき「Mｙお香」づくりと
非公開の【植治の庭】で味わうお花見ランチ

定員12名

申込締切
3/24(金)

美創香司きたむらのりこ

JEUGIAファミリーカレッジ（京都市右京区山ノ内池尻町1-1 京都ファミリー3Ｆ)

予め用意されたパーツを必要サイズに切り
出し、組み立てて、京都風の情景ジオラマを
作ります。線路の近くに静かにたたずむ町屋
とその横できれいに花を咲かせる桜を配置
して、どこか懐かしさを感じられる情緒あふ
れる京都風の情景を鉄道ジオラマで再現し
ましょう！

～Ｎゲージ～
鉄道ジオラマを作ろう！【京都編】

定員5名申込締切 3/26(日)

美術デザイナー 模型作家 専門学校講師又木義隆

JEUGIAフォーラム御池
1階プロアルテホール
(京都市中京区御池通河原町東入御池阪急ビル）

「京都時間」や「京言葉」、「地蔵盆」など、京都
に今も伝わる独特の考え方やマナー、生活習
慣など。ビジネスや普段のお付き合いで役立
つお話をご案内。京都検定対策講座としても
受講頂けます。

ビジネスや生活に役立つ
「京都マナー」のお話

定員30名申込締切 4/19(水)京都感動案内社代表小嶋一郎 10:00 京都市岡崎いきいき市民活動センター
(京都市左京区岡崎最勝寺町2番地)

～幕末にタイムスリップ～
時代劇のメッカ 京都でチャンバラ体験

定員20名申込締切 2/20(月)

俳優浅井　誠

ここのんは、ぜんぶ京都特集ですよ。JEUGIA は明治 31年 8月 1日に『十字屋田中商店』として創業し、平成 28年に創業 118 年を迎えました。（平成 2年に「JEUGIA」に商号変更）

【受講料】4,536円(税込/保険料･チケット代･拝観料･抹茶代込) 【受講料】12,000円(税込/食事代込)

【受講料】4,508円
　　　　　(税込/保険料・拝観・見学料込) 【受講料】6,480円(税込/飲食代･材料費込) 【受講料】5,940円(税込/保険料・食事代込)

【受講料】5,940円(税込/食事代込）

【受講料】15,240円(税込)
　　　　　（食事・1ドリンク代込)

【受講料】5,724円(税込/食事代込)

【受講料】3,910円(税込/食事代込)

11:00～12：00 講義
 ①薬膳の基礎(五性・五味)
 ②春の食養生(季節の特徴と食材)
 ③メニュー・レシピの解説
12：00～13：00 薬膳賞味

【受講料】7,020円(税込/材料費込)

パンアコーディオン キャラメル胡桃パン

3種のベーグル ロールケーキ

パンアコーディオン キャラメル胡桃パン

3種のベーグル ロールケーキ

【受講料】5,076円
　　　　　 (税込/保険料食事代込)

※3歳以下は無料

【受講料】5,124円(税込/保険料・参観料・食事代込)

TAVERNA　PINOCCHIOTAVERNA　PINOCCHIO

【受講料】3,664円(税込/保険料・拝観料込)

【特別拝観】伊東甲子太郎や藤堂平助の位牌

【受講料】4,370円(税込/カクテル・軽食代込)
【受講料】3,996円(税込/試飲代込)

【受講料】3,996円(税込/保険料・食事代込)

【受講料】8,964円(税込/抹茶･お菓子代込) 【受講料】8,626円
　　　　　 (税込/保険料・食事・拝観料他込)

【受講料】8,500円(税込)

【受講料】11,500円(税込/お茶席代・食事代込)

【受講料】6,800円(税込/拝観料・食事代込)

【受講料】6,300円(税込/保険料・拝観料・食事代込)

【受講料】2,544円(税込/保険料・入場料込)
※当日別途乗船料1,200円(税込)

【受講料】2,808円(税込/保険料込)
※当日別途ご朱印代。希望の方はご朱印帳代1,620円(税込)

【受講料】各2,268円(税込/保険料込)

あの世の入り口・六道の辻

【受講料】4,762円(税込/保険料･拝観料･食事代･教材費込)
【受講料】3,528円(税込/保険料込)

【受講料】2,808円(税込/保険料込)※当日別途バス代
【受講料】4,968円(税込/材料費込)

【受講料】6,260円（税込／材料費、食事代込）

【受講料】2,160円(税込)
※当日別途材料費4,000円(税込)

【受講料】2,900円(税込)
【受講料】7,912円(税込/保険料・食事代・DVD代込)

3/22㈬
4/16㈰・21㈮ 10:00

 ～13:00
5/14㈰11:00

 ～15:30

3/31㈮11：00～14：00 4/2㈰ 13:30～16:00

13:30京福電車（嵐電）四条大宮駅前

新選組屯所・旧前川邸。池田屋事件の発端とな
った志士・古高俊太郎が新選組副長・土方歳三
に拷問を受けた東の蔵内部を特別に見学。また
幕府浪士組の本部となり、清河八郎が尊王攘夷
の大演説を行った新徳寺の本堂内部も特別拝
観。他に、新選組の山南敬助や松原忠司、大石
造酒蔵（新選組隊士・大石鍬次郎の実弟）の墓
がある光縁寺などを解説付きでご案内します。

木村武仁と幕末を歩く第13弾

定員55名申込締切 5/25(木)幕末維新ミュージアム・霊山歴史館 学芸課長木村武仁

新選組結成の地 壬生を行く

【受講料】3,964円(税込/保険料・拝観料込)

【通常非公開】新選組屯所・旧前川邸の土蔵内部や新徳寺本堂を特別公開

【非公開寺院建仁寺両足院で庭園を眺めながら行う座禅】

5/28㈰ 13:30～16:00

4/15㈯・5/21㈰13:00～14:30
3/26㈰ 11:00～13:00

5/25㈭11:00～15:00

4/26㈬
10:00～15:00

4/10㈪ 10:00
 ～12:30

4/23㈰・28㈮ 9:00
～16:00 4/15㈯13:00

 ～14:30
3/28㈫ 11:00～14:30

4/16㈰ 12:20～13:30

4/20㈭
14:00～15:30

2/26㈰10:00～15:00

3/25㈯
17:30～20:30(花いけバトル開始後は自由解散) 5/12㈮･14㈰ 9:00～17:00

4/6㈭ 13:00～16:30 6/27㈫ 10:15～13:00 3/25㈯ 11:00～14:30

3/5㈰ 12:00～14:00

1/23㈪ 11:45～14:30

4/12㈬11:00～13:30

5/27㈯ 14:30～17:00 2/25㈯10:30～15:00

2/5㈰13:00～16:00

6/11㈰ 11:30～14:45

4/24㈪10:00～14:00

5/10㈬ 10:00～14:00

4/4㈫ 10:00～12:30 5/10㈬ 13:00～16：00

2/23㈭ 13:00～15:10

12:50
葬送地・神楽岡～安倍晴明蘇生伝説の地
3/17㈮ 13:00～15:40

12:50
最恐の怨霊/最強の陰陽師
4/22㈯ 13:00～15:10

※作成した梅酒はお持ち帰り頂
けます。約半年～1年後にご
自宅で飲めるようになります。
※お酒の試飲がありますので、
車やバイクでの来場はお断り
致します。

国の名工 三代目店主
そば職人三嶋氏による

実演と本格そば打ち直伝
手打ちそばの名店有喜屋。その店主であ
り、そば職人として「黄綬褒章」「国の現代
の名工」など数々の名だたる賞を受章され
た三嶋氏の職人技を目の前で体感しなが

ら、そば作りのお話をうかがいます。その後は、ご自身でも本格
的なそば打ちにチャレンジ！打ったそばはお土産としてお持ち帰
り、うれしい特製つゆ付です。最後に、先斗町本店にて、京都産
蕎麦粉を使った十割そばのお食事をご堪能いただきます。

普通の野菜とは一味違う、新鮮なこだわ
り京野菜を数多く取り扱う、八百屋みどり
なすの野菜を使って、野菜ソムリエの資
格を持つイタリアンシェフがその美味し
さを余すことなくお届けします。この日限
りのスペシャルメニューをビュッフェ形式
で、みなさんがびっくりするくらいたくさん
の野菜（だけではないですよ）を召し上がっていただけます。
シェフの料理解説と、八百屋の野菜解説もあり、楽しく美味し
いランチタイムになること間違いナシです。

京都御苑は江戸時代200もの公家屋敷
が建ち並んでいました。拾翠亭は、五摂
家のひとつであった九條家の現存する
唯一の建物です。眼前に広がる九条池
の景色や茶室など、公家の文化に触れ
ていただきます。また御苑の中に祭られ
た神社と京都観光の意外な結びつきなど知られざる京都御所
の一面をご紹介。散策後、御所南にあるタヴェルナ・ピノッキオ
にてイタリアンランチ。前菜からデザートまで、春の特製コース
をご賞味ください。

12:50

定員各20名申込締切 各3日前大谷大学非常勤講師杉本　理
【受講料】各2,268円(税込/保険料込)

廿人講町～天使突抜
3/23㈭ 13:00～15:00

12:50 地下鉄東西線京都市役所前駅 改札前

 佛光寺阿弥陀堂門前
（高倉通側）

東本願寺御影堂門向い
平安法衣店前

一之船入町～法勝寺町
4/18㈫ 13:00～15:10

12:50
佛光寺通～了頓図子町
5/13㈯ 13:00～15:00

京都の隠れた名所、皇室とのゆかりの深い門跡寺院勧修
寺(正式名称：かじゅうじ)での撮影会。四季折々の花が咲く
お寺で今回は新緑の中での撮影です。構図やデジカメの使
い方などをレクチャーします。撮影後は、山科の老舗カフェ
「船越」にてサンドイッチランチ
を召し上がりながら講評会を開
催致します。

時代劇には欠かせない殺陣（チャンバラ）
を現役の俳優が指導します。午前中に殺陣
の稽古、午後から本格的に撮影ロケ(岡崎
公園にて予定)を行います。昼食は幕末の
歌人太田垣蓮月が好んだおとうふ料理を
知恩院門前にある「豆冨料理 蓮月茶や」で
召し上がって頂きます。
撮影風景は後日DVDにて
郵送致します。

長い歴史を誇る京都屈指の梅の名所”城陽・青谷梅林”。
その青谷の老舗酒造「城陽酒造」にて、梅の魅力を心ゆく
まで味わってみませんか。大粒で薫り高い梅の最高級品
種、”城州白”を使った梅酒作りの体験や、梅酒作りの行程
見学、年代ものの梅酒の呑みくらべ、梅酒を知り尽くした
酒造代表の島本氏による梅にまつわる貴重なお話もお楽
しみ頂けます。梅酒の奥深さに、あなた
もきっと驚くはずです。

大正8年から染屋を営み、現在は京友禅のアロハシャツや衣
類を販売するお店、パゴンで京友禅にまつわるお話を伺いな
がら、染工場の見学、友禅染をプチ体験していただきます。友
禅染は、2016年に生誕300年で大ブレイクした伊藤若冲の代
表作「鶏図押絵貼屏風」柄を手ぬぐいに、さらにトートバッグ
に「乱菊」柄の2種類。初心者でもお気軽
にご参加いただけますので、伝統の京友
禅をもっと身近に感じてみませんか。

日本で一番高い木造五重塔(国宝)､咲き誇る不二桜が美しく映り込む池を配
した庭園。幻想的な風景を感じながら、堂本印象画伯の手による小子房･襖
絵(非公開)を東寺職員による解説でご案内します。本坊客殿にてお抹茶をお
召し上がり頂いたあと､特別指定席にて花いけバトルの王者決定戦をご観
覧頂きます｡希少かつ豊満な
お花見の特別コースを､桜の
ライトアップと共にお楽しみ
下さい｡

夢のコラボ企画

※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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