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12:50 仁王門前（南休憩所前）
(大阪府大阪市天王寺区四天王寺1丁目11-18)

四天王寺は奈良の法隆寺と同じく、聖徳太子が建立した
日本最古の本格的な仏教寺院です。今回拝観が限定さ
れている「聖霊院絵堂」や「春季名宝展」をテレビでお馴
染みの加藤上人に解説いただきます。聖徳太子の生涯
の偉業が壁一面描かれている「聖霊院絵堂」にて、四天
王寺の『太子絵伝の絵解きと法話』を体験。どうぞこの機
会に春の四天王寺を訪れてみませんか。

～聖徳太子の生涯をたどる～
四天王寺の絵解きと春季名宝展
『浪花の彩―花ひらく、近代絵画と四天王寺―』

定員30名申込締切 3/19(日)

和宗総本山四天王寺僧侶加藤公啓
10:15 近鉄・南海河内長野駅西出口バスロータリー側

大阪、奥河内にひっそり佇みふかい歴史を醸す西條合資が作り出す金賞
受賞「天野酒」。酒造りに適した高品質米を用いて高度自家精白し、朴訥
な南部杜氏が手間暇を惜しまず醸し上げる一滴一滴は、芳り高く醇らか。
当日はまさに仕込みの最盛期！ダイナミックな迫力ある仕込の見学と普段
は立ち入ることのできない仕込み蔵にもご案内。利き酒のご用意もござ
います。吟醸酒(300ml)お土産付。店先で蒸し上げる酒まんじゅうも絶品！
ご希望の方は当日購入可能。1個130円(税込)

～太閤秀吉も愛した天野酒～
創醸享保三年・老舗酒蔵見学会

平成28年全国新酒鑑評会「金賞受賞」平成28年全国新酒鑑評会「金賞受賞」

定員30名申込締切 3/2(木)西條合資会社蔵主西條陽三

10:45がんこ岸和田五風荘(大阪府岸和田市岸城町18-1）

～美味しく、美しく～ 
お屋敷がんこ岸和田五風荘女将直伝の和食マナー
講座です。知っているようで知らない和食マナー

「？」が「！」に変わります。美味しい和食を召し上がり
ながらエレガントなマナーを身につけましょう。お食
事の後は普段は非公開のお茶室「利庵(残月席）」で
お茶をお楽しみいただきます。
★季節柄の懐紙付き

～お屋敷岸和田五風荘にて～

(プレミアム茶席付）
　　　　女将による
和食マナー講座

定員50名
申込締切 3/6(月)

和食マスターインストラクター (日本ホテル協会認定）金海妙美
10:40南海本線湊駅改札前｢サークルKサンクス南海湊駅前店｣前

堺のうまいもん！
堺あなご専門松井泉のあなごを堪能！
～五感で感じるあなごの神秘～

定員20名申込締切 4/10(月)堺あなご専門 松井泉 代表取締役松井利行
11:40地下鉄千日前線日本橋駅10番出口の地上に出たところ

おおさかへいらっしゃ～い！
大阪浪速の台所
「黒門市場」の歴史講座＆食べ歩き

定員20名申込締切 3/15(水)黒門市場商店街振興組合理事長山本善規

10:30JR鶴橋駅中央改札「KIOSK（売店)｣前

1,600年の歴史ある本場コリアタウンをガイドとともに歴
史散策。お買いもの(韓国コスメ、韓流グッズ等)、お食事、
異文化体験など見どころを満喫。味の深みとうま味がまっ
たく違う秘伝キムチ！鶴橋コリアタウンのキムチ作り名人
が手作りする「本当に旨いキムチ作り」を簡単体験！キム
チお土産付。体験参加者だけの特典としてオムニ秘伝の
ヤンニョム(通常非売品)が購入できます。
体験のあとはオムニの味、韓国料理のご用意もあります。

1,600年の歴史
大阪鶴橋コリアタウン散策＆
オムニの簡単キムチ作り体験！

「となりの人間国宝さん」のオムニが作る絶品キムチ！

定員20名
申込締切
3/2(木)

コリアタウンガイド

10:30 KUSUMI YURIKO
クッキングサロン（岸和田市本町5-8）

泉州食材泉だこを使って講師による調理の実演を見学す
るスタイルの講座です。食材についての説明、調理の手
順やコツ、お客様の質問にも答えていただきながら進み
ます。季節の花が飾られたテーブルコーディネイトも楽し
みながら出来上がった料理をいただきます。メニューは
すべてレシピとしてお渡しいたします。

泉州食材「泉だこ」で
おもてなしクッキング

定員8名申込締切 5/30(火)

KUSUMI  YURIKO  Cooking  Salon  主宰久住有里子

17:50ポアール帝塚山本店前(大阪市阿倍野区帝塚山1-6-16)

雑誌、テレビでスイーツ情報を発信するスイーツコーデ
ィネーターの松本由紀子さんと、著書『隠れ愛されスイ
ーツ珠玉の裏スペシャリテ100』で掲載されたポアール
帝塚山本店で季節のスイーツをお楽しみいただきます。
生チョコやシャンパンショコラなど新たな商品を次々に
生み出すポアールが、｢おすすめ！自慢のスイーツ｣をご
紹介致します。是非ご堪能ください。辻井グランシェフと
松本由紀子さんのトークもお楽しみに！

スイーツコーディネーター松本由紀子さんと行く
大阪老舗 ポアール帝塚山本店の
スイーツなひととき

定員14名
申込締切 4/13(木)

スイーツコーディネーター松本由紀子
株式会社ポアール帝塚山 本社 専務取締役／グランシェフ辻井良樹

10:15 南海高野線堺東駅前バス停⑥番乗り場

千利休が修行をし、沢庵和尚が住職をつ
とめた禅寺。家康の死にまつわる伝承も
残る南宗寺を拝観し歴史のミステリーに
迫ったあとは、長久寺にて精進料理with
クラシックコンサートをお楽しみ下さい。

徳川家康の墓の謎に迫る！名刹「南宗寺」拝観＆
長久寺deクラシックコンサート 精進料理付き

家康にまつわる隠れ パワースポットとは…？

定員20名
申込締切
4/5(水)

堺ボランティアガイド講師
藤本亜津子 9:50 天王寺区民センター (地下鉄谷町線 四天王寺前夕陽ヶ丘駅2番出口から北に100ｍ)

天王寺区の生玉寺町～下寺町界隈は、数多くの寺院が密集した全
国有数の規模を誇る「寺町」で、天王寺七坂と呼ばれる風情あふれ
る坂道とともに、江戸時代の佇まいを今に伝えています。ガイドの
解説を聞きながら散策した後は、七坂のひとつにその名を頂く唯一
のお寺、源聖寺（げんしょうじ）にてお食事をいただき、ご住職よりお
話を伺います。最後は「花の観音様」に「結び花」を手作りしてお供
えし、ご祈願していただきます。

春のてんのうじ七坂と
日本最大級の寺町を散策
～マチナカの開かれたお寺、源聖寺で花の観音様に出会う～

定員30名申込締切 4/10(月)

源聖寺住職
相愛大学音楽学部ピアノ専攻卒

経田耕一郎大阪教育大学教養学科芸術専攻音楽コース卒業 橋本幸典 てんのうじ観光ボランティアガイド協議会ガイド

13:30JR大阪駅前
市バス9番守口車庫前行のりば

※地下鉄谷町線都島駅解散

蕪村公園をスタートに桜の名所である大川（旧淀川）
の散歩道を歩きます。パワースポットは淀川堤防。
他にも毛馬の新旧閘門、与謝蕪村生誕地碑、新淀川
開削工事を指揮した沖野忠雄像等を見学します。

花見と大川の
名所・旧跡巡り

定員15名申込締切 3/29(水)

池田郷土史学会会長室田卓雄

13:20長慶寺三重塔前
(大阪府泉南市信達市場815)

香りを鑑賞して楽しむ日本の伝統芸能、香道。真言宗泉涌寺派の
歴史ある長慶寺で香りを当てる優雅なあそびを楽しみませんか。
庭を眺めながらいただくお抹茶と菓子はお寺からのおもてなし
です。長慶寺には厄除け階段もあり泉州の景色も綺麗です。
お時間があれば自由散策もお楽しみください。

あじさい寺・長慶寺で
貴族のあそび香道を楽しむ

定員24名申込締切 5/20（土）

泉山御流 南大阪支部長神垣裕香
13:00阪急宝塚線池田駅改札口

逸翁美術館では、平成29年に開館
60周年を迎えるにあたり、名品展が
開催されます。開催第1期の今回、
所蔵品の中から「古筆・かな」を中
心とした書の展示を学芸員の解説
のもと見学します。見学の後は、伝
統と現代生活が調和した空間で、
往年の茶会を想像しながらのお茶
席をお楽しみいただけます

『逸翁美術館60周年記念
名品展 書 美に遊ぶ（一）』を巡る

定員20名
申込締切 5/11(木)

公益財団法人阪急文化財団 学芸員 10：00海遊館
入館ゲート前(大阪市港区海岸通1丁目1-10)

大阪天保山にある世界最大級の水族館「海遊館」。
日常を離れた海の世界を楽しみながら、三十一文
字の短歌を詠みましょう。約600種、3万点の海の生
き物たちが繰り広げる生命の躍動や不思議を体感
して、歌を詠んだ後に、昼食と歌の講評があります。

～「塔」編集長松村先生と一緒に～
世界最大級の水族館「海遊館」で
短歌を詠む

定員20名申込締切 5/1(月）

「塔」編集長松村正直

12:45沖縄料理おぼらだれん（大阪市中央区道頓堀2-4-7 2Ｆ）
※当日は車でのご来場はご遠慮ください。

沖縄返還45周年にあたる今年、大阪の
ど真ん中・道頓堀で沖縄色満載のひと
時をお楽しみ下さい。泡盛マイスター
による泡盛講座でその美味しさを知っ
ていただき、本場沖縄料理をつまみな
がら三線ライブ、玉城流光乃会による
琉球舞踊をご覧いただきます。

大阪のど真ん中で① 大阪のど真ん中で②

定員110名申込締切 5/7(日)

沖縄･島の唄涼風会代表涼泡盛マイスター伊藤　薫
17:45マツモトキヨシ心斎橋店前(大阪市中央区心斎橋筋2-1-21)

行ってみたいけど一人では行きづらい…そんなニューハーフ
ショーをみんなで楽しみに行きませんか。たく丸の体験型ア
ミューズメントニューハーフショーでは、他に真似出来ない
舞台装置でお客様の頭上から足もとから所せましとダンサ
ーが飛び出してくるショータイムを目の前で鑑賞できます。
テレビに出演するなど大活躍中のたく丸ママをはじめ美人
揃いのキャストのショーはクチコミNo.1！
店のキャストの美容に関するトークや裏ねたトーク、質問タイ
ムも設けていますので、楽しいひと時をお過ごし下さい。

はじめてのニューハーフショー体験
～女性の表現力を学ぶ～

迫力のあるショーを目の前で！

泡盛、三線、琉球舞踊の沖縄尽くし
～沖縄返還45周年に寄せて～

定員20名申込締切 3/3(金)ニューハーフショーパブたく丸ママたく丸れい
10:45神戸市立博物館（神戸市中央区京町24）

紀元前3000年から高度な文明を紡いできたギリシャはいつの
世も人々を魅了してきました。そんなギリシャの謎に迫る特別展

「古代ギリシャ―時空を超えた旅―」をじっくり観覧します。今回
参加の方々だけに特別に学芸員の解説講演付き！歴史を物語る
展示物をじっくりと楽しみましょう。
そして関西では数少ないギリシャ料理を堪能できるレストラン

「テッサロニキ」へご案内！“Mｒ.ギリシャ ”の異名を持つおもし
ろ店主の楽しいトークとともに、美味しいギリシャを召し上がれ！

神戸で出会うギリシャ悠久の旅
～美味しいギリシャを召し上がれ～

定員20名申込締切 3/9(木)

神戸市立博物館 学芸員川野憲一 ギリシャ料理 テッサロニキ
オーナーシェフMr.ギリシャ

9:45神戸北野ホテル前（神戸市中央区山本通3-3-20）

フレンチの巨匠ベルナール・ロワゾー氏から総支配人・総料理長山口浩に贈られた
「世界一の朝食」。神戸北野ホテルは提供を公式に許された“唯一のホテル”です。
今回イメージはそのままに《ロカボ朝食》として進化した「世界一の朝食」を神戸・北
野という素敵な空間でぜひご堪能ください。※ロカボ・・・緩やかな糖質制限で血糖
上昇を抑え健康や美容等の効果が期待できます。一食あたりの糖質は39.4ｇです。

《今話題のロカボを取り入れた》

定員10名申込締切 3/17(金)神戸北野ホテル
10：45JR元町駅西口改札前

昨年大好評を得た、神戸学マイスターと街歩きシリ
ーズ第2弾！自然と異国情緒溢れる北野にスポットを
当て、日本で唯一現存するブラジル移民館など知る
人ぞ知る観光スポットを訪ねます。風格ある佇まい
の洋館が並ぶ北野異人館周辺には、神戸が舞台と
なり話題の朝ドラのロケ地も点在するので、ドラマフ
ァン必見です！可愛い“てんとう虫”がお出迎えするト
ラットリア「コチネッラ」で彩り豊かな大満足のランチ
付き。今回のみ特別にドリンクサービス付き。

神戸学マイスターと歩く第2弾～北野編～
知る人ぞ知る！ 北野観光と朝ドラロケ地めぐり

定員20名申込締切 3/2(木)

神戸学マイスター藤井さち子 コチネッラ オーナーシェフ金作裕司

17:45神戸北野ホテル前（神戸市中央区山本通3-3-20）

フレンチレストラン「アッシュ」で本日のみのスペシャ
ル料理と、デギュスタシオン（シャンパンと４種類のワ
インの試飲）のマリアージュを、お楽しみいただきま
す。又、ワインの基礎知識をお話しさせて頂きます。
※2010年11月7日、アメリカ・カナダを除く環太平洋エリアで初め
て神戸北野ホテルが《ルレ・エ・シャトー「ホテル&レストラン」》・

《ルレ・エ・シャトー「グランシェフ」》の2つの称号を受称しました。

神戸北野ホテルで味わう
『至福の時間(とき)・ワイン講座を添えて』

神戸北野ホテルで過ごす
～世界一の朝食で特別な日を～

定員10名
申込締切 4/14(金)

神戸北野ホテル料飲支配人 兼 ソムリエ（FISAR協会開設ソムリエ免許取得）フランコ・マルトーネ
10：15JR元町駅東口改札前

神戸学マイスターと歩く第3弾～港編～
海！ 船！ 港！ 神戸港へようこそ
～神戸メリケンパークオリエンタルホテルで贅沢ランチ～

  開港150年！

定員20名申込締切 4/13(木)

神戸学マイスター藤井さち子

11:15JR三ノ宮駅西口改札前

創業100年の歴史を持つ料亭『松迺家(まつのや)』。四代目
女将である鵜殿麻里絵が老舗の味と誇りを今に受け継ぎ、
四季折々の味わいを神戸らしいおもてなしでお迎えいたしま
す。特別昼懐石『ひょうご旬菜』で兵庫県産の素材にこだわっ
た懐石コースを味わいながら、昭和の大スターから歴代総
理来店の写真やエピソードなど神戸の花柳界の歴史に浸り
つつ「ひょうご観光大使」でもある女将から、神戸の時代の移
り変わりを感じる贅沢なひとときをお楽しみいただけます。

神戸の魅力再発見。
老舗料亭女将と味わう
特別昼懐石「ひょうご旬菜」

定員20名申込締切 4/3(月）

 松迺家女将（ひょうご観光大使・ひょうごの野菜伝道師・兵庫県ツーリズムアドバイザー）鵜殿麻里絵

JEUGIAカルチャーセンター高松(高松市常磐町1丁目3番地1 瓦町FLAG10階)

反魂香とは今は亡き愛しい人へもう一度
会いたいという想いから調合された御焼
香です。焚くとその煙が亡き人の姿に変
わり、再び会えたと云われています。また
玄宗皇帝が亡き楊貴妃の魂を呼び戻そ
うと焚いた等の伝説も残っています。そん
な謂れのある反魂香で思い出の人を偲
んでみませんか。

香る国、香川にて～
反魂香（はんごんこう）講習

定員20名申込締切 3/8（水）（株）岩佐仏喜堂５代目岩佐一史

オールランゲージスクール
（広島県福山市御門町1丁目11-10）

農家から直送の福山産の野菜を使って春
薬膳を作ります。具材たっぷりの台湾大根
もち、美味しい野菜の薬膳スープ、自分の
体質に合う八宝茶（体質をチェックしてか
ら作ります）。大根もち、八宝茶は試食だけ
でなく、お土産としてお持ち帰りできます。

ふくやま産野菜で作る春薬膳

定員6名申込締切 4/16（日）

オールランゲージスクール代表・全日本薬膳食医情報協会認定薬膳インストラクター張ケイイエン

JEUGIAカルチャーサロン天神
(福岡県福岡市中央区天神1丁目12番5号　大和証券福岡ビル5階)

400本以上の映画出演を誇るインドムービーダンスマスターであ
り、日本在住16年、某有名歌手のDVD出演や、地元福岡でのCM・テ
レビ出演、ダンスイベントなど多方面で活躍中のNeela先生と一緒
につくるカレー教室。南インドの家庭で作る、ママのカレーの味を
皆で作って美味しく味わいましょう。その後は、インドCDDA公認の
ダンスマスター、Neela先生のダンスをじっくり鑑賞します。

CMやテレビ出演など地元福岡で大活躍のNeela先生と作る！

定員10名
申込締切 5/18(木)インドCDDA公認 インドムービーダンスマスターNeela

JEUGIAカルチャーセンターイオンモール筑紫野
(福岡県筑紫野市立明寺434-1 イオンモール筑紫野1F) 

～福岡で一番古い酒蔵大賀酒造～
大人の日本酒講座

定員16名申込締切 各1週間前大賀酒造代表取締役大賀信一郎
12:50西鉄太宰府駅正面改札

太宰府には昔、九州を治める「大宰府」という大きな役所が置
かれていました。太宰府に流され、亡くなった菅原道真が祀ら
れている学問の神様で有名な太宰府天満宮を参拝します。
九州国立博物館は、東京・京都・奈良についで全国で4番目に
誕生しました。常設展示会場を解説員と一緒に見学します。
光明禅寺は、苔寺として有名です。陸を青苔、大海を白砂で表
現した「一滴海庭」は癒しの庭園です。最後は名物「梅ヶ枝餅」
焼き体験で、あつあつのお餅をお召し上がり下さい。

万葉のふるさと太宰府散策と
梅ヶ枝餅焼き体験

定員6名申込締切 4/12（水）

大宰府史跡解説員藤田百合子
13:50 信行寺(福岡県糟屋郡宇美町宇美1丁目2-1)

400年以上の歴史を持つ、教證山・信行寺
（浄土真宗本願寺派）の本堂にて、仏様を
前にお花を生けます。また、「いけ花のはじ
まり」と言われる池坊いけ花の歴史や、現
在に至るまでの歩みを紐解き、師範による
デモンストレーションをご覧頂きます。
日常では味わうことのできない風情あふ
れる空間で、ほっと一息、日本の文化に触
れてみましょう。

仏様を前にいける「池坊いけ花」
風情あふれる空間で触れる日本の文化

南インドのカレーと
インドボリウッドダンスの鑑賞

定員24名
申込締切 5/29(月)池坊福岡支部中央委員武末翠美

12:45荘厳寺正面入口階段下（福岡県福岡市東区志賀島813-1）

志賀島にある荘厳寺（しょうごんじ）は、海のす
ぐそばにあり、海風を感じながらお参りができ
る素晴らしい場所です。自然豊かなお寺の中
で、ヨガをしてみませんか？本堂の厳かな空
気感の中、自分の心と体に向き合いながら行
うヨガは、慌しい毎日の中で無になり、心を癒
す特別な時間になるはずです。老若男女問い
ません。お一人でのご参加、ヨガ初心者の方
もお気軽にご参加下さい。

～心と体のデトックス～

定員15名
申込締切 4/13(木)ヨガ講師池田侑加 荘厳寺住職山﨑公明

10:20大濠公園内スターバックス入り口横広場（福岡県福岡市中央区大濠公園1-2）

ノルディックウォーキングは通常のウォーキングに比
べ足腰の負担は軽く、エネルギー消費量は上がりま
す。全国有数の水景公園である大濠公園で春の景色
を楽しみながら颯爽と歩いてみませんか？講座の最
初と最後に歩くフォームの動画を撮影しますので、講
師と一緒に基本の姿勢を確認していきましょう！その
後マクロビ弁当を食べ、更にヘルシー !!ノルディック
ウォーキングとビューティーランチBOXで、からだの
内から外から健康にキレイになりましょう！

ノルディックウォーキングでキレイな姿勢づくり！
春の大濠公園ビューティーランチBOX付き

定員20名申込締切 4/13(木)JNFA公認アドバンスインストラクターatsuko
9:20小倉城庭園正面入口（福岡県北九州市小倉北区城内1-2）

小倉城庭園での『はじめての瞑想』＆緑の中で『パークヨガ』
～ココロとカラダを解放し自分を見つめる時間～

定員50名申込締切 5/11(木)

arugamama YOGA + PILATES STUDIO代表平木さおり

9:00 JEUGIAカルチャーセンターイオンモール八幡東
（福岡県北九州市八幡東区東田3-2-102 イオンモール八幡東1F)

地図とコンパスを頼りに、歩いたり走ったりしながら観光で
きる新しいスポーツ【街ロゲ】を楽しみませんか?あなたの
住んでる街にも知らなかった史跡やグルメスポットなどが
発見できるかも?2人～ 5人のチームで楽しめます。
ご家族、ご友人と街をロゲイニングしましょう!

～地図とカメラを片手に新しい街を発見～
街ロゲを楽しもう！

定員50名申込締切 3/28(火)

ジョギングインストラクター下岡隆治
10:50関門トンネル人道入り口(福岡県北九州市門司区大字門司)

海峡を歩いて渡ることができるってご存知
ですか？海底トンネルを歩いて九州から本
州へ。世界でも珍しい体験ができます。
講師の愉快な話も道連れに、門司港レトロ
地区もちょっと立ち寄ってみる予定です。
昼食は唐戸市場で海鮮を堪能しましょう。

九州↔本州
海峡越えウォーキングと
海鮮を楽しむ会

春の荘厳寺で癒しのヨガ体験

定員25名申込締切 4/18(火)元NHKアナウンサー生熊雅夫

JEUGIAカルチャーセンターイオンモール八幡東
(福岡県北九州市八幡東区東田3丁目2-102 イオンモール八幡東1F)

本格的なソーセージの製造法が日本に伝えられたのは、第
一次世界大戦が契機でした。捕虜となったドイツ兵のうち、
ソーセージ職人さん達が戦後も日本に残り、ソーセージを
広めていきます。今回は、当時のソーセージから最もシンプ
ルな一種を体験製造します。北九州市のソーセージ工房の
職人が分かりやすく解説します。出来上がった後はボイル
＆焼いてノンアルコールワインで声楽家の奥様の乾杯の歌
を聴きながら試食タイム♪お持ち帰りソーセージ付。

ソーセージ工房の職人による、
19世紀のソーセージ製造教室

定員16名申込締切 2/6(月)ハムソーセージ職人河原一貴

ここは、兵庫と、中四国と、九州の特集です。

【受講料】3,000円(税込/保険料･拝観料込) 【受講料】2,052円（税込/保険料込）

【受講料】7,560円（税込/食事代・お茶席代込） 【受講料】5,508円(税込/保険料･食事代込) 【受講料】1,620円（税込/保険料込） ※当日別途現地での食事代

【受講料】2,808円（税込/保険料込）
※当日別途昼食代1,000円程度

【受講料】5,500円(税込/材料費込)

【受講料】5,184円(税込/保険料・食事代込) ※当日別途ドリンク代

【受講料】3,132円(税込・保険料込) ※当日別途拝観料400円
　移動交通費220円 【受講料】3,872円(税込/保険料･食事代・材料費込)

※希望者のみ「天王寺七坂スタンプラリー」台紙(100円)

※当日別途バス代
【受講料】2,268円(税込・保険料込)

【受講料】4,320円(税込)
※当日別途お香代500円(税込)

【受講料】2,604円(税込/保険料･入館料・お茶席代込)

【受講料】4,768円(税込/保険料・食事代込)
※当日別途入館料2,300円
　60歳以上は2,000円(税込)

【受講料】4,500円(税込/軽食・１ドリンク付)
【受講料】10,800円（税込/ワンドリンク付）

【受講料】5,500円(税込/保険料･入館料・食事代込)

【受講料】10,000円（税込/食事代・サービス料込） 【受講料】3,608円(税込/保険料･食事代込)

【受講料】19,800円（税込/食事代・サービス料込）※当日別途ドリンク代 【受講料】5,000円(税込/保険料・食事代・入館料込)
【受講料】6,000円(税込/食事代込)

※当日別途ドリンク代

※当日別途材料費、資料代2,000円(税込)
※当日別途材料費800円【受講料】1,620円(税込)

※当日別途材料費3,000円(税込)

【受講料】1,836円(税込・保険料込)
【受講料】2,160円(税込)

【受講料】4,416円（税込/材料費込） 【受講料】3,030円（税込/保険料、入館料、餅代、拝観料込）
【受講料】3,584円(税込/保険料・お花代込)

【受講料】3,308円(税込/保険料・お弁当代込)

提供・福岡市提供・福岡市

提供・福岡市提供・福岡市

※当日別途レンタルポール代540円(税込)

※当日別途昼食代

【受講料】3,240円(税込・保険料込)
動きやすい服装でご参加下さい

【受講料】2,484円(税込・保険料込)

【受講料】1,944円(税込・保険料込)

【受講料】1,620円(税込・保険料込) 【受講料】3,268円(税込/保険料･材料費込）

4/9㈰ 10:30～14:00 4/13㈭10:00～14:30

4/5㈬ 13:30～15:30

5/28㈰ 13：30～15：30

5/14㈰ 13:00～16:00

5/11㈭ 10:00 ～ 15:00

5/14㈰ 13:00～16:30
3/10㈮18:00～19:30

3/16㈭ 11:00～14:30

3/25㈯・4/22㈯ 19:00～21:00 4/20㈭13:00～16:00
6/4㈰ 14:00～16:00

4/16㈰ 10:30～13:00

雨天の場合、4/23（日）に順延します。

4/16㈰ 13:00～15:00 5/14㈰9:30～12:00

4/2㈰ 9:10～15:00※小雨決行

4/21㈮11:00～14:30 2/13㈪ 11:00～13:30

3/26㈰ 13:00～16:00 3/4㈯ 10:30～12:30

3/13㈪ 11:00～14:00 4/15㈯ 11:00～13:00 3/17㈮ 12:00～14:00

3/5㈰10:30～14:00

6/3㈯ 10:30～13:30

4/18㈫18:00 ～19:30

3/24㈮ 10:00 ～ 13:00 3/9㈭ 11：00～15：00

4/21㈮ 18:00～20:30 4/20㈭ 10:30～14:30
4/10㈪ 11:30 ～ 13:00

3/12㈰ 13:00～14:30
4/23㈰ 10:00～12:30

5/21㈰ 10:30～13:00

ここは、大阪の特集から兵庫へとつづく…

※利き酒をされる方は公共交通機関をご利用下さい。
※20歳未満の方は利き酒にご参加できません。

堺といえばあなご！かつてあなごのはえなわ漁が盛んだった堺の
出島港には｢穴子屋筋｣と呼ばれる軒が連なっていました。それを
受け継ぐ形で昭和43年創業した松井泉。こだわりは｢目利き｣｢技
術｣の二刀流。産地にこだわらず本当においしいと思える脂ののっ
たあなごを提供しています。今回は松井泉加工工
場の見学や堺とあなごのお話など盛りだくさん。
講座後半には、極上あなごづくしの品をご用意して
おります。嬉しいお土産付の講座です。

こてこての大阪のおっちゃんが情熱を込めて、
黒門市場の歴史や見どころをご紹介します。
大阪浪速の台所、一度はい
らっしゃ～い！世界のトリッ
プアドバイザーでも人気急
上昇中！日本人が行かにゃ
誰が行く！？

※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。

※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。

※飲酒を伴うため20歳未満の方やお車でのご参加はお断りしております。

客室へのご案内とお土産付き

デギュスタシオン付き（シャンパンと４種類のワインの試飲）

※飲酒を含みますので20歳未満
の方、及びお車・バイクでのご
来場は固くお断りします。

福岡県は全国で有数の酒どころです。筑紫野市
には、福岡県最古の酒蔵「大賀酒造」がありま
す。機械造りで大量生産するのではなく、手造り
に徹した品質本位の清酒「玉出泉」は地元の方
に親しまれています。日本酒製造過程、種類や
産地、ラベルの見方などを蔵元に学びます。日本酒にあうお
つまみや美味しい飲み方のお話しを聴きながら、数種類の
飲み比べもお楽しみいただきます。

小倉城庭園は都心にありながらそれを思わず忘れてしまうよう
な、雰囲気を感じることのできる場所。そんな空間で静かに自
分と向き合い心を穏やかに瞑想体験。その後、近くの大公園で
空と大地と新鮮な空気を感じながらのパークヨガを。毎日飛ぶ
ように時間が過ぎていく日々、ふと立ち止まって今この瞬間に意
識を向ける・・・。ご自身にご褒美の時間
です。ヨガ経験のある方も初めての方も、
皆でご一緒に楽しみましょう！

※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
。

2017年は神戸港が開港して150年！リニューアルしたメリケンパーク
を中心に、ハーバーランドを目指して神戸学マイスターがご案内し
ます。神戸海洋博物館で船舶と神戸の海について学び神戸港の魅
力に迫ります。神戸ポートタワーから眺める景色はまさに絶景！
夜景に欠かせない神戸メリケンパークオリエンタル
ホテルで輝く海を眺めながら優雅なランチタイムを
どうぞ。
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