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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。 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 30年で創業 120 年を迎えます。（平成 2年に「JEUGIA」に商号変更）

亀屋良長本店（京都市下京区四条通油小路西入柏屋町17-19）

享和3年(1803年)創業、京菓子の老舗『亀屋良長』の八代目・
吉村良和さんと女将・吉村由依子さんに、代々伝わる和菓子の
伝統、そして現在も支持されるお店であるためにおこなわれた
改革について、お話いただきます。また2016年に“からだにも
こころにもやさしい京菓子”として、新ブランド『吉村和菓子店』
がたちあがりました。プロデュースを手がけておられる女将が、
そのコンセプトやこだわりについてもお聞かせくださいます。
試食も交えながら甘く楽しいひとときを過ごしましょう。

亀屋良長 八代目と女将が語る 和菓子の伝統と歴史、
そして“からだにも こころにも やさしい京菓子”のできるまで

定員25名
申込締切 4/18㈬亀屋良長 八代目 代表取締役吉村良和

亀屋良長 取締役吉村由依子

【受講料】1,620円(税込/お菓子代込)
4/21㈯ 10:30～12:00

京山城屋(京都市東山区八坂塔上田町81-2)

京都・八坂にある乾物専門店京山城屋に
て日本の伝統食である乾物を使ったお料
理教室です。健康食材である乾物のお話
を交えお料理実習後は完成したお料理を
召し上がっていただきます。
《メニュー》
ゆばと筍の鞍馬風ごはん、高野豆腐のう
ま煮、千切大根のサラダ、小花麩とゆば
の白みそ仕立て、ミルクわらび餅。

～京都からこの味を届けたい～
乾物専門店 京山城屋の乾物料理教室

定員12名申込締切 4/8㈰日本かんぶつ協会認定かんぶつマエストロ真田千奈美

【受講料】3,240円(税込/材料費込)
4/15㈰ 11:00～14:00

12:40平安神宮応天門前(京都市左京区岡崎西天王町)

平安神宮は､明治28（1895）年に平安遷都1100年を記念し
て創建され､朱塗りの社殿や応天門はとても有名です。国指
定名勝平安神宮神苑は、谷崎潤一郎の「細雪」､川端康成
の「古都」の舞台にもなり､栖鳳池(せいほういけ)に映える
八重紅しだれ桜は感動ものの美しさです。特別に平安神宮
神職によるご案内でたっぷりと神苑をご覧いただき､本殿
で正式参拝をして頂く、贅沢なプランです｡

～桜咲き誇る～
平安神宮正式参拝と
神職による神苑のご案内

定員30名申込締切 4/8㈰

定員20名申込締切 5/15㈫

定員20名申込締切 4/16㈪

平安神宮 権禰宜 髙橋秀行

13:00　京都市営地下鉄烏丸線
丸太町駅北改札前（地下）

12:30京都市営地下鉄烏丸線鞍馬口駅改札前（地下）

【受講料】2,592円(税込/保険料・拝観料・正式参拝料込）
4/10㈫ 13:00～14:30

16:10東寺拝観受付前
(京都市南区九条町1番地)

一般の夜間拝観に先駆けて入場して頂き､
ご本尊薬師如来を祀る金堂（国宝）･密教
美術の宝庫といわれる講堂（重文）・堂本印
象画伯の手による小子房､襖絵(非公開)を
東寺職員によるご案内とともに特別に拝観
していただきます。本坊客殿にてお抹茶を
お召し上がりいただいた後は、ライトアップ
された日本で一番高い木造五重塔(国宝）
が美しく映りこむ池を配した庭園と不二桜
をあわせてご覧いただきます。春の東寺を
堪能する特別コースです。

春の京都 世界遺産真言宗総本山
東寺特別拝観と夜桜ライトアップ

定員30名申込締切 3/30㈮
真言宗総本山
教王護国寺東寺僧侶

【受講料】3,132円(税込/保険料・拝観料・抹茶代込)
3/31㈯16:30～18:00

(ライトアップ後は自由解散）

13:00京阪本線清水五条駅 改札前

京の都には、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、京の町には今も点在しているのです。そんな、「現代に残る京都の異界」を
歩き、史実やその背景を交えて解説。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
～あの世とこの世のはざまを往く

定員20名
申込締切
3/22㈭

定員20名
申込締切
4/11㈬

定員20名
申込締切
6/7㈭

定員20名
申込締切
5/10㈭

大谷大学非常勤講師杉本　理 【受講料】2,268円(税込/保険料込) 【受講料】2,268円(税込/保険料込)

3/25㈰ 13:00～15:00

想像力をかきたてられるユニークな通り名や町名が多数残る京都。そうした特色あ
る通り名・地名は、かつてそこに住んでいた人々の職業や寺社の変遷などに由来す
る、長い歴史のあるものです。そうした歴史を体現する街並を、講師のガイドで実際
に歩き、観光地では味わえない、濃密な「街の歴史の息吹」を追体験してみましょう。

通り名・町名から、
京の町が見える！ わかる！

大谷大学非常勤講師杉本　理

11:10 一力亭前(京都市東山区祇園町南側 花見小路門)

～舞妓さんと楽しむ～
京の花街 いろいろ い･ろ･は

老舗京料理
仕出し折詰
弁当付

定員13名
申込締切 5/15㈫祇園甲部お茶屋大仲 女将大仲京子 祇園甲部 舞妓

【受講料】12,000円(税込/食事代込)
5/19㈯ 11:30～14:00

炭屋旅館(京都市中京区麩屋町三条下る)

～ほんまもんのおもてなし～
炭屋旅館へおこしやす
炭屋旅館で味わう京料理・お茶体験

定員15名申込締切 3/1㈭

炭屋旅館三代目女将堀部寛子

【受講料】22,896円(税込/食事代・お茶体験料込)
3/8㈭ 11:50～15:00

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。普段の「木乃婦」さんで
は味わえないスペシャルなお料理をお楽し
み下さい。さて今回はどんなお料理になるで
しょう？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
2/12㈪

京都専門フリーエディター＆ライター
関谷江里

【受講料】15,240円(税込）
（食事・1ドリンク代込)

2/15㈭11:45～14:30

13:30 西本願寺御影堂門前
(京都市下京区堀川通正面)

江戸・天明年間に西本願寺の門前で表具屋として創業し
た宇佐美松鶴堂は、戦後西本願寺だけでなく全国各地の
国宝や重要文化財の修理修復を手がけてきました。同社
の修理した襖絵や障壁画などが多数ある、通常非公開の
西本願寺「書院」内にてその仕事にふれたあとは、本社工
房にて実際の修復作業もご見学いただき、また、文化財
修理やその意義などのお話をうかがいます。伝統に固執
せず先端技術をも採り入れた、未来を見据えた文化財修
理とは？その真髄にふれる、貴重なひとときです。　

未来に伝える文化財修理の世界
～西本願寺御用達・宇佐美松鶴堂で学ぶ～ 

定員15名
申込締切
4/14㈯

宇佐美松鶴堂代表取締役宇佐美直八

【受講料】4,212円(税込/保険料込)
4/17㈫ 13:30～16:00

唐丸(京都市下京区高辻通柳馬場西入泉正寺町460)

古くは1200年前より受継がれる「京からかみ」は、和紙や
鳥の子紙に版木で伝統文様を手で摺った版画のような
もの。主に襖紙として使用され、最近ではアートパネルや
壁紙として有名ホテルなどでも使用されています。そんな
唐紙の製作工房で職人の技を見学し、ギャラリーでは伝
統美をご覧いただきます。そして9柄のミニ版木と10色の
カードを組合わせて唐紙ポストカード作り。実際の唐紙と
同じ原料・工程で木版手摺りの風合いが体感できます。

京からかみ 丸二
伝統の文様を今に受け継ぐ
唐紙工房見学と手摺り体験

定員12名申込締切 5/11㈮株式会社丸二　代表取締役西村和紀

【受講料】4,266円(税込/材料費込)
5/18㈮ 13:15～15:00

安藤染工
(京都市右京区西院西寿町21-3 阪急西院駅徒歩7分)

消えつつある染色文化を身近にと京友禅メーカー４社が合同で立ち上げ
た、話題の新ブランド「SOO」。その中の1社、安藤染工さんで着物を染める
技法の一つ型友禅の作業現場を見学。何工程もの緻密な手作業を重ね仕
上げていく、そんな伝統の職人技についてのお話も伺います。そして、SOO
の第一弾商品、2017年グッドデザイン賞受賞の絹製眼鏡ふき”おふき”を摺
り友禅の技法を使い染色体験していただきます。今回は下染めしたベース
生地にご自身で柄付けしていただきます。

本物の京友禅を身近に
SOO(ソマル)の友禅工房見学と
「おふき」染色体験

定員8名申込締切 3/19㈪

安藤染工 SOO デザイナー安藤充泰

【受講料】3,996円(税込/材料費込)
3/24㈯10:00～12:00

Pagong(パゴン)本店
（京都市右京区西院西溝崎町17)

大正8年から染屋を営み、現在では京友禅アロハでお馴染みの「Pagong」。
京友禅にまつわるお話を伺いながら、染め工場の見学、友禅染を体験しま
す。2018年の干支でもあり、安産の象徴ともされる「犬と手鞠」柄を手ぬぐ
いに染め上げます。この柄の犬は昔から琳派や円山派などに描かれてきた
愛らしい仔犬です。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。

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、Pagongで友禅染に挑戦～

定員10名申込締切 3/17㈯

株式会社亀田富染工場
代表取締役社長亀田憲明

【受講料】4,968円(税込/材料費込)
3/24㈯ 13:00～14:30

①10:15 京福電車嵐山駅改札口
②10:30 現地集合「等観院」
　京都市右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町61

今、大人気の手作りの和紙あかりを、世界遺産天龍寺
内の塔頭寺院等観院で体験します。自分だけのオリ
ジナルあかりを作り、楽しめるだけでなく普段未公開
の等観院の雰囲気も十分楽しんでいただけます。出
来上がった灯りで点灯式も実施！インスタ映えするこ
と間違いなし！ご自分だけの優しい灯りをこの機会に
手に入れましょう。

～世界遺産天龍寺塔頭寺院等観院で作る～
私だけの手作りあかり

定員30名
申込締切
4/6㈮

あかりデザイン工房田畑教次

【受講料】5,400円(税込/材料費込)
4/13㈮ 10:30～13:00

13:00 JEUGIAカルチャー京都 de Basic.
(京都市下京区四条通烏丸東入ル 京都フコク生命四条烏丸ビルBF)

ご自宅にお持ちのお気に入りの布で世界にひとつだけの御朱印帳を作っ
てみませんか。完成後は近くの寺社へ御朱印をいただきに参りましょう♪ 
『かわいい京都御朱印ブック』など御朱印書籍の著者が、御朱印について
ご説明しますので、この機会に御朱印収集を始めてみたい方にピッタリ！ 
行ったことがある寺社でも御朱印収集という目線で参拝すると違うものが
見えてきますので、寺社めぐり好きな人も大歓迎です。

『かわいい京都御朱印ブック』著者 西村由美子さんに学ぶ

★四条烏丸から徒歩で行ける おすすめ御朱印スポットマップ付き★

定員15名申込締切 4/12㈭

フリーライター西村由美子

【受講料】4,428円(税込/保険料・材料費込)※御朱印代は実費
4/15㈰13:00～16:30

喫茶葦島
(京都市中京区三条通河原町東入文明堂ビル5階) （京都市中京区木屋町通御池上る上樵木町502）

毎日の一杯をよりおいしく、
喫茶葦島(あしじま)店主に聞く
珈琲の淹れ方

定員15名申込締切 5/16㈬

株式会社芦島代表取締役佐々木晨人

【受講料】5,400円(税込/珈琲・ケーキ代込)
5/21㈪ 13:00～14:30

サロンドロワイヤル京都

ＪＲ比叡山坂本駅→坂本ケーブル駅（ケーブル乗車）
→延暦寺駅→東塔→西塔→横川→玉体杉→仰木峠
→大原→三千院→大原バス停
（歩行距離 約12キロ 歩行時間約5時間）

チョコレート専門店が集結する京都で、木屋町通り沿いの細い
路地奥にお店を構え“和と洋を融合させた本物のショコラ”を
味わえる「サロンドロワイヤル京都」。創業83年、パリでおこな
われた「サロン・デュ・ショコラ2017」にも出店しCCCにてゴール
ドタブレットを受賞した、今なお進化を続ける老舗ショコラティ
エです。気品あふれる店内で、ショコラにまつわるお話をお聞き
いただき、その後パティシエの直接指導のもとフォンダンショコ
ラを作り、試食します。

京都で愛されるショコラティエ サロンドロワイヤル京都

定員各12名申込締切 各10日前

サロンドロワイヤル パティシエ

【受講料】3,564円(税込/材料費込)
3/30㈮・4/4㈬・4/9㈪ 10:00

 ～11:30 10:45京菓子 総本家よし廣
(京都市中京区西ノ京東月光町22)

数少ない女性京菓子職人で、京都府知事賞
を受賞された水内菜奈美さんに、普段は聞
けない京菓子にまつわる貴重なお話しと、目
の前で伝統の職人技をご披露いただきま
す。そして、季節の上生菓子（練切）2種を作
る京菓子作りを体験いただきます（宇治産
抹茶と茶菓子付き）。また、体験でお作り頂
いた京菓子は見本と合わせて計４個お持ち
帰り頂けます。親子での参加も可能です。

総本家よし廣 女性職人が語る
四季折々の華やかな京菓子の世界と
手作り体験

「世界にひとつだけ」の
御朱印帳作りと御朱印めぐり

定員30名
申込締切 3/24㈯和菓子製造一級技能士 京都府知事賞受賞水内菜奈美

【受講料】大人2,950円 高校生以下2,620円(税込/材料費込)
3/31㈯11:00～12:30

おづKyoto -maison du sake-
(京都市上京区近衛町25番地)

灘・西宮のお酒「白鹿」でおなじみの辰馬本家酒造が2014
年に京都御所の西側に出店した日本酒文化発信ショップ
「おづKyoto -maison du sake-」。京町家をリノベーション
した店内で、美容と健康に良い酒粕の、食生活への取り入
れ方を学びます。ランチには人気の粕汁セットを、デザート
には関西ではここでしか食べられない酒粕を使った名物
かき氷（ミニサイズ）をお召し上がりいただきます。

京町家で味わう“酒粕と食”
おづKyoto -maison du sake-

定員10名申込締切 3/1㈭

おづKyoto -maison du sake- 店長
臼井ゆかり

【受講料】3,456円(税込/食事代込)
3/8㈭11:00～13:00

パンの耳（京都市上京区千本通下立売下ル稲葉町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。

パン消費量全国1位の京都で話題のパン教室
「パンの耳」で驚きの時短パン作り

パティシエ直伝の
フォンダンショコラ作り

定員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

【受講料】7,020円(税込/材料費込)

チーズフォンデュパンと紅茶と
ゴールデンレーズン食パン

4/22㈰

メルヘンととろけるカレーパン
4/26㈭

10:00
 ～13:00

22㈰ 22㈰ 26㈭ 26㈭

10:00
 ～13:00

8:00JR湖西線比叡山坂本駅改札前

日本一長いケーブルカーに乗って、霊峰・
比叡山を訪れましょう。風薫る新緑の中、
歴史に彩られた世界遺産を歩きます。

新緑のトレッキング第3弾
霊峰・比叡山から大原三千院を歩く

定員30名
申込締切
5/7㈪

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

【受講料】2,808円(税込/保険料込)
※当日別途拝観料・バス・ケーブル代

5/12㈯8:00～16:00
※雨天中止

13:00 京阪本線＆
ＪＲ奈良線東福寺駅
東改札前（本町通コンビニ横）

泉涌寺では約16m、東福寺では約12mの高さを誇る
巨大涅槃図が期間限定で拝観できます。東福寺では、
涅槃会の３日間のみ堂内に並ぶ「花供御（はなくそ）」
あられをお参りのお土産にどうぞ。

今しかない京の特別な一日
～より深く古都をめぐろう～

定員20名
申込締切
3/13㈫

【受講料】2,916円(税込/保険料込)

【受講料】2,916円(税込/保険料込)

【受講料】2,916円(税込/保険料込)

涅槃会 東福寺・泉涌寺編

遅咲きの桜として知られる「御室
桜」。里桜が群生する京都御苑内
出水（でみず）の桜をめぐります。
タイミングが良ければ、「御衣黄
（ぎょいこう）」が黄緑色の花を咲
かせてくれます。

葵祭と同じ千年以上の歴史があるとされる京都の伝統的な祭礼。無病息
災・災害厄除を祈願する祭礼行列を見物しましょう。上御霊神社を正午過
ぎに出発した神輿や牛車（御所車）、時代行列は上京の氏子区域を練り歩
き、夕刻前に御所参内を経て、夜神社に戻ります。

遅咲きの名桜を訪ねて「御室桜」と「御衣黄」
仁和寺・京都御苑（または平野神社)編

3/16㈮13:00～16:00

4/19㈭ 13:00～16:00

5/18㈮ 12:30～17:00 10:30烏丸今出川北東角
(京都市営地下鉄烏丸線今出川駅３番出口前)

「京の七口」のひとつ、鞍馬口・寺町界隈を散策します。レンガ
造りの重要文化財が並ぶ同志社今出川キャンパス、京都臨済
宗相国寺派の大本山・相国寺、そして天下人秀吉によって集め
られた寺町通の寺々へ。さまざまな時代が凝縮された京の散
歩道はまさに歴史の宝庫。黄檗宗の閑臥庵では、開祖隠元禅
師が伝え300年以上の伝統を持つ精進料理を。禅寺の静寂な
たたずまいの中で、美しく華やかながら、高タンパク低カロリー
な普茶（ふちゃ）弁当をご賞味ください。

ええとこ散歩「鞍馬口・寺町界隈」京の歴史散策
閑臥庵(かんがあん)でいただく普茶弁当

定員15名
申込締切
4/17㈫

京都・清遊の会主宰中川祐子

京都感動案内社代表小嶋一郎

【受講料】7,992円
(税込/保険料・食事代込）

4/24㈫ 10:30
 ～14:00

13:00京都市営地下鉄東西線 京都市役所前駅改札前

京都には、図子(ずし)、路地(ろぉじ)と呼ばれる、江戸時代
以前からの生活の道があります。そこは単なる道ではな
く、子どもの遊び場や人々の結びつきの場として機能して
きました。観光地の裏に今も暮らしの道として残る図子
や路地をめぐり、観光都市・京都とは違う「素の京都」を
体感し、また京都の街の成り立ちについても想いを馳せ
てみましょう。講座では下御霊神社・寺町界隈から先斗
町まで、洛中の路地、図子を歩きます。

「素の京都」に出会う、
路地(ろぉじ)、図子(ずし)散策
～ひとあじ違う京都～

定員20名
申込締切 3/12㈪

大谷大学非常勤講師杉本　理

【受講料】2,268円(税込/保険料込)
3/15㈭13:00～15:50

13:00京阪本線中書島駅北改札前
（※解散…京阪本線伏見桃山駅）

2018年は、明治維新から150年目にあたる記念の年で、西郷隆盛や
坂本龍馬に注目が集まっています。寺田屋襲撃事件龍馬の逃走ルー
トを再現しながら、西郷も出入りしていた薩摩藩伏見藩邸、寺田屋（中
庭のみ）、龍馬が隠れた材木小屋跡碑、大黒寺などを木村武仁先生の
解説付きでご案内します。

木村武仁と幕末を歩く第15弾

2017年11月15日 TBSテレビ「林修の歴史ミステリー」で
木村先生が林先生を案内したコース！

梅の名所・青谷の老舗酒造で楽しむ ～揚げたての茶葉てんぷらを食べよう～

『PIE ＆ SANDWICH OHSHIMA』の梅ジェラート試食付き

～新選組発祥の地～ デジカメで京都山科を撮ろう！ 第8弾

定員30名
申込締切
4/19㈭幕末維新ミュージアム・霊山歴史館学芸課長

※当講座では林修先生の
　お越しはありません。

木村武仁

【受講料】3,564円(税込/保険料込)
4/22㈰13:00～15:10

9:50金戒光明寺山門前(京都市左京区黒谷町121)

金戒光明寺で京都守護職と
新選組の足跡をたどる

定員40名
申込締切 4/17㈫浄土宗大本山 くろ谷 金戒光明寺 筆頭執事橋本周現

【受講料】5,940円(税込/保険料･拝観料･食事代込)
4/27㈮ 10:00～13:00

10:00小野随心院
（京都市山科区小野御霊町35） 

小野小町ゆかりの門跡寺院「随心院」は梅の花で有名
な寺院です。春になると境内にある梅園には様々な種
類の梅が咲き誇ります。その梅園で梅の撮影会を開催。
撮影の構図やデジカメの使い方などもレクチャー致し
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。

『小野小町ゆかりのお寺
  随心院にて梅の撮影会』

定員10名
申込締切
3/16㈮

日本写真家協会会員(JPS) 京都写真家協会会員(KPS)村上文彦

【受講料】4,762円(税込）
（保険料･拝観料･食事代･教材費込)

3/21 10:00～15:00

10:15 城陽酒造株式会社前（城陽市奈島久保野34-1）

京都屈指の梅の名所・青谷にある老舗酒造「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の呑み比べ、
梅酒作りの行程見学、梅酒を知り尽くした酒造代表の島本氏によ
る貴重なお話もお楽しみ頂けます。梅酒作りの後は、城陽発の梅
スイーツとして高い評価を得ている『PIE&SANDWICH
OHSHIMA』の梅ジェラート（城州白使用）をご賞味下さい。

京の最高級梅「城州白」で梅酒作り＆呑み比べ

寺田屋襲撃事件 龍馬の逃走ルートを歩く

定員30名申込締切 6/19㈫城陽酒造株式会社代表取締役社長島本稔大

【受講料】6,696円(税込/飲食代・材料費込)
6/26㈫ 10:15～13:00

10:30 JR関西線加茂駅西口
※車の方は11:00に「和束茶カフェ」
　(相楽郡和束町白栖大狭間35)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。お茶摘みの後は茶源郷
ならではの特製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。

茶源郷和束より
新茶香る春のお茶摘み体験ツアー

定員30名申込締切 5/5㈯和束町 景観ガイド 他

【受講料】5,076円(税込/食事代・保険料込)
※3歳以下は無料

5/10㈭11:00～15:30

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

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」にて春の薬膳ランチをご賞味いただ
きます。 以降、長夏（6月）・夏（8月）・秋（10月）・冬（12月）の
季節の薬膳講座を予定しています。

「薬膳の食養生を学び、
 季節の薬膳を味わう」～春編～

定員30名
申込締切 1/30㈫

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

【受講料】
 3,910円
 (税込/食事代込)

①薬膳の基礎(五性・五味等)
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

◆11:00～12:00《講義》

◆12:00～13:30《薬膳賞味》

2/6㈫

乾物のお土産付

※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。

※階段や足元が悪い場所がございます。

※晴天時は八坂神社、雨天時は新京極の寺社2カ所を予定。
　現地解散となります。

※お菓子の写真はイメージです。

※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。

※友禅染の作品は、後日のお渡しとなります。

※ケーキは2種よりお選びいただきます。

※お料理の写真はイメージです。

祇園町甲部お茶屋「大仲」にて､元芸妓である女将さんから花街
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､舞妓さんとの歓談やお座敷遊びを楽し
んで頂きます。昼食は､天保元年創業の仕出料理専門､祇園料
理屋「菱岩」の折詰弁当をお召し上がりいただく予定です｡
「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｡

大正時代初期の創業以来、京都を代表する老舗旅館として、
京都の中心街にありながら、静かにくつろぎの時が流れる炭
屋旅館で「おもてなし」の京料理を味わっていただきます。
素材のお話、見る楽しみを満喫していただきながら、ゆったり
としたお時間をお過ごし下さい。お料
理の後は、代々伝わる茶室でお茶体
験。京都の中心でまるで別世界のよ
うなひと時をお過ごしください。

珈琲豆のお土産つき お土産付き

「日本の良い珈琲を京都から」三条通にある喫茶葦島は、生豆から
厳選し、自家焙煎・ハンドドリップにより丁寧に淹れた手仕事珈琲で
多くの珈琲ファンが集まるお店です。この講座では店主の佐々木さ
んより、ちょっとしたコツでご家庭の珈琲がおいしくなる、そんな淹れ
方を教えていただきます。人気のケーキも一緒にお召し上がりいた
だきながら、珈琲の香りに包まれる心地よい
店内で、贅沢な時間をお届けします。

新たな発見！
京都の史跡散策

京都感動案内社副代表二村盛寧

13:00京阪本線七条駅　三条・出町柳方面改札前

江戸時代の京都には奈良の大仏より大きな「大仏」
と「大仏殿」が存在していました。「国家安康」の鐘
で有名な「方広寺」、発掘調査でその全貌が明らか
になった「大仏殿跡緑地公園」、秀吉の墓「豊国廟」
など京都大仏に関係した神社、史跡を巡ります。

定員20名
申込締切 3/13㈫

【受講料】2,916円(税込/保険料込)
※当日別途豊国廟入山料100円

京都の大仏を訪ねて 方広寺・豊国廟編

東の境界・六道の辻

西の境界・蓮台野

3/20㈫13:00～16:00

「御霊祭」上御霊神社・相国寺＆御所周辺編

定員20名申込締切 4/17㈫

定員20名申込締切 5/15㈫

13:00京都市営地下鉄烏丸線北大路駅 南改札前
【受講料】2,916円(税込/保険料込)

桃山時代に豊臣秀吉が構築した京都の街を囲む全長22.5kmの
巨大土木構築物「御土居」を見学します。玄琢下と鷹峯には保存
状態の良い御土居が残されており、国の史跡に指定されていま
す。今回は、これを中心に散策見学します。

4/24㈫ 13:00～16:00

13:00京福電鉄(嵐電)太秦広隆寺駅前
【受講料】2,916円(税込/保険料込)
5/22㈫ 13:00～16:00

史跡「御土居」と「御土居跡」見学編

京都葛野（京都）の地に君臨した豪族「秦氏」の遺構を訪ねます。
秦氏が信仰した「蚕ノ社」の参拝や、住宅街に突然現れる飛鳥の
石舞台古墳に匹敵する石室を持つ「蛇塚古墳」などを訪ねます。

「蛇塚古墳」他嵯峨野古墳群めぐり編

13:00京福電鉄北野白梅町駅 改札前
4/14㈯ 13:00～15:30

※お料理の写真はイメージです。

13:00 京阪鴨東線神宮丸太町駅 改札前
5/13㈰ 13:00～15:00

三本木通、荒神町から上塔之段町

三十三間堂廻り、正面通から宮川町

13:00 京阪本線七条駅 淀屋橋、中之島方面改札前
6/10㈰ 13:00～15:00

※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。

金戒光明寺(くろ谷)は、會津藩松平肥後守京都守護職本陣旧跡として知ら
れています。大政奉還から150年が過ぎた今、京都守護職として任命されこ
の地にやってきた會津藩松平容保や、會津藩お預かりとなり市中取締の命
を受け都の治安維持に奔走した新選組の足跡をたどり、京都守護職とくろ
谷さんの関わりなどのお話を伺います。御影堂･大方丈や會津藩の戦死者
たちの墓地などを散策。ランチは新選組の駐屯地
壬生村で栽培されていた壬生菜や、第二の駐屯地
西本願寺で豚を飼い食用にしていたという逸話に
ちなみ、豚を使ったお料理をいただきます。
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