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トヨコハウス（近鉄高の原駅徒歩10分）

ガーデン雑誌やメディアで紹介される、おとぎ話
のように美しい薔薇の館。満開の季節にイング
リッシュローズガーデンを満喫しましょう。素敵
なアンティークインテリアのトヨコハウスにて、白
桃先生のレッスンでアーティフィシャルフラワー
のかごバッグを作ります。マダムトヨコ手作りの
スイーツを頂きながら優雅なひと時を･･･。

憧れの薔薇の館トヨコハウスで過ごす優雅な時間
～大人上品なかごバックを作りましょう～

定員各6名申込締切 5/5㈯フラワーコーディネーター

（当日の開花状況による）

白桃美以子

【受講料】6,080円(税込/材料費込)
5/15㈫①午前の部10:00～12:00

②午後の部13:30～15:30
9:00 喜光寺(奈良市菅原町508）
近鉄尼辻駅下車徒歩約10分

行基菩薩入寂の寺として、美しく咲き誇る蓮の花で有名な
喜光寺。まずは山田法胤住職の法話を聴き、心を癒された
後は色とりどりの蓮に囲まれて”太極拳”で心もカラダもリラ
ックス。講座の最後には本坊にてお抹茶も頂きます。
また、この時期限定でご開帳される秘仏「宇賀神像」も拝観
することができます。

行基ゆかりの喜光寺
蓮の花に囲まれて法話と
太極拳で癒しのひととき

定員30名申込締切 6/20㈬

喜光寺住職・薬師寺長老山田法胤 春日伝統太極拳会長中馬青吾

【受講料】3,592円(税込/保険料・拝観料込)
6/28㈭ 9:00～12:00

10:15 霊山寺案内所
(奈良市中町3879)

春の霊山寺は満開の薔薇が見ごろ！世界平和を願って
植えられた200種を超える世界各国のバラが咲き集う
バラ園を見渡しながら、心静かにヨガを行います。華や
かな香りに包まれて心も身体もリフレッシュ！この時期
ならではの景色を味わい法話に耳を傾けましょう。

魅惑のバラ園・春の霊山寺散策＆
癒しのヨガレッスン

定員30名申込締切 5/3㈭

一山ヨーガSALA(シャーラー )主宰
一山佳香

【受講料】3,429円(税込/保険料・拝観料込)
5/10㈭10:30～12:00

13:00 近鉄橿原線田原本駅東改札前※車で来場の場合は直接会場へ(磯城郡田原本町505)

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。
さらに今年はリニューアル！人気のお味噌を食べ比べる試食会
を開催します！美味しい甘酒とともに♪

創業260年手造りの味
「嶋田味噌」

手前みそ作り講座
リニューアル！

定員30名申込締切 3/19㈪嶋田味噌麹譲造元 第19代目当主嶋田　稔

【受講料】4,428円(税込/保険料・材料費込)
3/24㈯13:30～15:30

①10:00 JR琵琶湖線石山駅改札前
②11:00 レセプション棟インフォメーション前
　(甲賀市信楽町田代桃谷300)

ルーヴルのガラスのピラミッドで知られるI.M.ペイ氏設計により、
桃源郷の世界をテーマに生まれたMIHO MUSEUM。春季特別展
「猿楽と面」を学芸員の解説で楽しみます。古代美術のコレクショ
ンも見学。昼食は無肥料・無農薬で栽培された食材を使った美
術館オリジナルの松花堂弁当をいただきます。例年この時期に咲
く枝垂れ桜の並木道を通って美術館へ・・・。

桃源郷の世界をテーマに生まれたMIHO MUSEUM
春の特別展を学芸員の解説で愉しむ
～枝垂れ桜のプロムナード～

定員30名
申込締切 4/4㈬MIHO MUSEUM 学芸員

【受講料】4,500円(税込）
（保険料・チケット代･食事代込)

4/11㈬ 11:10～14:00

10:20 JR草津線甲南駅改札前

甲賀忍者、幻から実在へ！今まで空想と
されてきた甲賀忍者の暮らしぶりやさ
まざまな技術の習得など、実際の文書
を元に解読された甲賀忍者の末裔、渡
辺先生の解説を、現地散策を交えなが
らうかがいます。忍術屋敷の見学や古
文書に書かれたレシピを元に復元され
た「忍者鍋」も是非ご賞味ください！

甲賀忍者の末裔と共に楽しむ
～ゆかりの地･忍術屋敷と忍者鍋

定員30名申込締切 4/16㈪

甲南地域史研究会会長、元甲賀忍術研究会会長渡辺俊経

【受講料】6,000円(税込/保険料・昼食代･忍術屋敷入館料込)
4/23㈪10:20～16:00

①9:50 京阪石山坂本線坂本駅
②10:00 現地集合 旧竹林院前(大津市坂本5丁目2-13)

「私だけのご朱印帳」を作ります。表紙は西陣織や友禅など
の美しい美術布からお好きな柄を選んで、本文は厚口の和
紙を使用。ご朱印帳は画帳・折り帳・旅行帳など使い道は自
由ですのでタイトルは最後にご自分でどうぞ!!
比叡山の麓大津市坂本門前町で静かなひと時をお過ごし
ください。完成後は美しいお庭を見学して頂けます。

門前町坂本で
オリジナルご朱印帳作り

定員25名申込締切 5/9(水)

京都和とじ館輿石豊伸　輿石恵美子

旧竹林院

【受講料】4,320円(税込/材料費･入園料込)
5/16㈬10:00～13:00

①10:00 JR琵琶湖線近江八幡駅改札前
②10:45 現地集合 レアウッドビーズ美樹
　(近江八幡市大杉町12 八幡堀 石畳の小径)

古来より伝わる木珠製法の伝統と技術を使い、希少天
然木（レアウッド）を使用した「念珠」は、アクセサリーと
して楽しむだけでなく、ご自身の心を癒してくれます。
仏教の伝来や信仰に欠かせない「数珠」のお話や、天然
木にかくされた意味などを解説いただき、美しい八幡堀
の傍らでご自身だけの念珠ブレスレットを作ります。

～聖徳太子伝授・近江1400年の歴史とともに～
レアウッドを使った念珠ブレスレット作り

定員16名申込締切 5/17㈭

定員20名
申込締切
5/13(日)

株式会社カワサキ 代表取締役川﨑孝雄

【受講料】4,536円(税込/材料費込)
5/24㈭ 10:45～12:45

10:00 JR琵琶湖線長浜駅改札前

ユネスコ無形文化遺産登録
『長浜曳山祭』曳山交替式を
解説付きで見学

定員20名
申込締切
3/31㈯

長浜観光ボランタリーガイド協会

【受講料】3,780円(税込）
（保険料・食事代・拝観料込)

4/7㈯10:00～14:00

13:20 ホテルニューオウミ１階ロビー
(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、アクセス
抜群のホテルニューオウミで、近江の食
文化を学びます。近江牛ステーキや近江
野菜のお料理を楽しみながら、シェフの
美味しいお話もお愉しみいただけます。
ホテルからの眺望と目の前の鉄板で調理
される料理に魅了されましょう！

特別な一日を♪ホテルの眺望と
シェフのお話しを愉しみながら
ゆったり豪華近江牛ステーキランチ

定員10名申込締切 4/8㈰

ホテルニューオウミシェフ

【受講料】8,640円(税込/食事代込）
4/15㈰13:30～15:00

JEUGIAカルチャーセンターイオン近江八幡
(近江八幡市鷹飼町179 アクア21 3F)

ヒトミワイナリーは滋賀県東近江市で、日本ではかなり珍しい「にご
りワイン」を専門に製造しているワイナリーです。またワインだけで
なく「ワイン酵母のパン」も製造。今回の講座では滋賀県産葡萄や
生食用葡萄のワインなど、ヒトミワイナリーならではのワインをテイ
スティングをしたり、ワイン酵母のパンを試食いただき、にごりワイン
が一般的なワインと何が違うかを体感していただけます。

ワイン好きの方へおススメ！
国内で希少な「にごりワイン」＆
「ワイン酵母パン」をテイスティング♪

ヒトミワイナリー

【受講料】2,980円(税込/材料費込)
5/20㈰ 13:30～15:00

11:50 くし屋敷(大津市中央2-2-9)
（京阪浜大津駅徒歩3分）

水良し米良しの滋賀のお酒が今注目されています。全国利き酒大会で
準優勝の実績を持つ講師から日本酒の造り方や特徴、魅力などを聞
き、５種の利き酒を楽しんでいただきます。また、より美味しくお酒を味
わえるような近江牛のすき焼きや鮒ずしなどの食事もご用意。日本酒を
愛する人にはたまらない1日です。

利き酒で楽しむ滋賀の地酒
全国利き酒大会準優勝の講師による

定員30名申込締切 5/19㈯

くし屋敷 代表取締役小川勝義

【受講料】3,996円(税込/食事代込)
5/26㈯12:00～14:30

10:00 JR草津線手原駅改札前

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 2/13㈫

栗東市指導農業士中井京子

【受講料】2,700円(税込/材料費込)
2/20㈫ 10:20～13:00

13:20 天満天神繁昌亭前(大阪市北区天神橋2丁目2-1-34)

知っているようで案外知らない大阪の様々な史跡を巡りま
す。まずは大阪天満宮を見て川端康成の生誕地を訪れ川辺
に出ます。大川辺の八軒家浜を訪ね、京橋口より大阪城に入
ります。天守閣と満開の桜を見た後、真田幸村ゆかりの玉造
稲荷神社を訪れ、聖マリア大聖堂、越中井と、細川ガラシャの
古を偲び、難波宮跡公園で、難波宮を幻視します。そして最後
に大阪医療センター（旧国立大阪病院）で、ここで亡くなった
大村益次郎に思いを馳せます。さあ皆さん大阪の史跡をたど
り、”大阪”を再発見しましょう。

大阪史跡めぐり第一弾
ウォーターフロントと
桜満開の大阪城周辺

定員20名
申込締切 4/5㈭

前龍谷大学客員研究員小田　剛

【受講料】3,564円(税込/保険料込)
4/9㈪ 13:30～16:30

13:20 大阪松竹座前
(大阪市中央区道頓堀1丁目9)

知っているようで案外知らない大阪の様々な史跡を巡り
ます。織田作之助の夫婦善哉の店から大河ドラマの幸村
のゆかりの心眼寺と三光寺などなど。大阪の史跡をさぐ
り、”大阪”を再発見しましょう。

大阪史跡めぐり第二弾
道頓堀から
上町台地を歩く

定員20名申込締切 4/21㈯

10:00 通天閣真下
(大阪市浪速区恵比寿東1丁目18)

【受講料】3,564円(税込/保険料込)
4/24㈫13:30～16:30

前龍谷大学客員研究員
小田　剛

13:00 大阪地下鉄堺筋線・谷町線・阪急千里線
天神橋筋六丁目駅北改札前

古くから天神祭で有名な大阪天満宮の門前町として栄
えた日本一長い商店街。約3kmには歴史あるお店、美味
しいお店、元気なお店が並びます。街商人の愉快な案内
には「初耳」もたくさん！約10,000歩ぶらり歩きのゴール
は天満宮参拝です。楽しい1日をご一緒しましょう。

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。

日本一長～い商店街にパワー集結！
天神橋筋商店街ぶら～り巡りで満歩状GET！

定員20名申込締切 4/7㈯

特定非営利活動法人天神天満町街トラスト理事
天神橋三丁目商店街振興組合　理事

重矢錐宏

【受講料】2,916円(税込/保険料込)
4/11㈬ 13:00～15:30

10:15 大阪市営地下鉄谷町線
四天王寺前夕陽ヶ丘駅4番出口前

大阪・四天王寺界隈をぶらり歩きながら撮影します。
境内の極楽門・亀の池・極楽浄土の庭など感性の視
点で切り取ります。どうすれば感性的に切り取られるか
もご案内いたします。当日撮影された画像を提出（ご
希望の方のみ）していただくと、後日セレクト（2～3枚）
して「柏尾浩司フォトブログ」に掲載させていただきま
す。お気軽にご参加くださいませ。撮影後は桜の下で
老舗料亭「和久井」のお弁当をご賞味ください。

大阪「四天王寺界隈」～桜・桜・桜～
ぶらりフォト散策 老舗料亭お弁当付き

定員20名申込締切 3/21㈬

写真家
柏尾浩司

【受講料】3,144円(税込/保険料・食事代込)
3/28㈬ 10:30～13:00

和包丁の魅力を国内外に発信し続けているカナダ人オーナーの
ビヨンさんがおもしろおかしく和包丁の世界をご案内。見学の後
は新世界をガイドと散策。ディープスポットや穴場のご紹介～ジャ
ンジャン横丁まで。おいしい串カツ店や地元のお店のご紹介も。

～大阪・新世界へようこそ～
カナダ人が語る和包丁の世界と
ガイド・たけちゃんと巡る新世界

定員15名申込締切 3/3㈯

中川ジャパン(株)代表取締役ビヨン ハイバーグ
おおさか歩き案内人おくむらたけすけ

【受講料】2,916円(税込/保険料込)※当日別途現地での食事代

テレビ・メディアで話題沸騰！
世界中からプロの料理人が集まる包丁専門店！

3/8㈭10:00～12:00

各10分前 関西将棋会館1F入口(大阪市福島区福島6丁目3番11号)

将棋の礼儀作法、将棋の歴史などプロ棋士ならではの視点からのトークと将棋講座、最後は
プロ棋士相手のリレー将棋、と盛りだくさんの内容です。リレー将棋の棋譜もプレゼント。
もちろん、お孫さんとの参加も大歓迎です。

関西将棋会館に行こう！ ～関西将棋会館御上段の間にて～

親子で将棋を楽しもう！
～御上段の間とは～永世名人の書が４つ飾られている関西将棋会館5階の対局室。数々の名勝負が生まれている。～御上段の間とは～永世名人の書が４つ飾られている関西将棋会館5階の対局室。数々の名勝負が生まれている。

定員各10組
申込締切 3/31㈯

日本将棋連盟棋士六段西川和宏
日本将棋連盟公認 将棋指導員村上信介

将棋会館や対局室に行ってみたいけどなかなか行きにくい･･･。そんな将棋初心者の方必
見！数々の名勝負が繰り広げられている、普段は入れない御上段の間でのプレミアムな初心
者入門講座です。将棋のマナーや駒の動かし方などプロ棋士が丁寧に伝授。御上段の間での
撮影もOK!記念の一枚をお撮りいただけます。

初心者の為の楽しい将棋講座

【受講料】5,700円(税込)

定員20名
申込締切 3/31㈯

申込締切
4/11㈬

定員
22名

【受講料】3,500円(税込)

4/22㈰

4/22㈰

①13:00～15:00
②15:30～17:30

10:00～12:00 10:50 ザ・リッツカールトン大阪エントランス付近
(大阪市北区梅田2丁目5-25)

サービスやホスピタリティーの伝統を継承し、ラグジュアリーな
ライフスタイルを提供するザ・リッツカールトンホテル大阪での
ソムリエによるワイン講座。フランス料理店『ラ・ベ』特別個室で
のワイン講座の後に特別メニューのランチをお楽しみいただき
ます。講座で学んだワイン(赤・白・シャンパン一種ずつ)の試飲
もお楽しみください。

ザ・リッツカールトン大阪
ソムリエに学ぶワイン講座と
スペシャルランチ

定員10名
申込締切 3/20㈫

ザ･リッツカールトン大阪　専属ソムリエ

【受講料】15,000円(税込/食事代込)
3/23㈮ 11:00～14:00

佳酒真楽 さかふね
（大阪市浪速区敷津西 1-10-19）

大阪なんば・地方銘酒専門店山中酒の店直営店
『佳酒真楽さかふね』で日本酒と肴を食す

山中酒の店株式会社

【受講料】8,100円(税込/食事代込)
4/14㈯ 14:30～16:30

大源味噌本店
（大阪市中央区日本橋2丁目5番6号)

江戸時代、1823年創業で、味噌一筋に伝統の味を現在
まで守り続ける「大源味噌」。大阪・日本橋にある2015年
にリニューアルした本店内で、大源味噌の歴史やこだわ
り、そして身近でありながら私たちのまだ知らない魅力
が秘められている味噌について、みそソムリエでもある
同社の安齋社長にたっぷりお話いただきます。ご家庭で
も活かせるレシピのご紹介や味噌の試食もございます。
後半は本店2階『MISOカフェ』で美味しい味噌汁＆ミニ
スイーツ付のランチをお召し上がりいただきます。

味噌の魅力発見セミナー＆
大人気の『MISOカフェ』でランチ

大阪で一番古い老舗味噌店 大源味噌

定員10名申込締切 5/2㈬

株式会社大源味噌 七代目 代表取締役、みそソムリエ安齋善行

【受講料】4,860円(税込/食事代込)
5/9㈬10:00～12:15

11:15 JEUGIAカルチャーセンターなんばパークス
（大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークス7F）

～美容と健康の1日を過ごそう～
パークスガーデンでヨガ＆マクロビランチ

定員30名申込締切 5/6㈰

ヨーガ・セラピスト有働真琴 マクロビオティックｊｒインストラクター西川真喜子

【受講料】3,996円(税込/保険料・食事代込)
5/13㈰ 11:30～13:30

※雨天予備日 5/20㈰

10:00 南海電鉄
浜寺公園駅東側改札前

昭和の良き時代の面影を残す浜寺昭和町界隈をガイド
さんの案内で散策、途中利休を生んだ都市・堺の代表
銘菓、福栄堂の松露だんごのお買い物。最後はバラの
咲き誇る浜寺公園のローズカーニバルにご案内。
いろいろな屋台が出ていますのでお腹も満たせます。

浜寺昭和町の町並み散策と
ローズカーニバル

定員25名申込締切 5/15㈫

堺観光ボランティア協会ガイド

【受講料】1,944円(税込/保険料込)
※当日別途現地での食事代

5/20㈰ 10:00～12:00
※雨天決行・荒天中止

13:30 株式会社ナカニ(堺市中区毛穴町338-6)

創業52年を迎えた染工場、ナカニ。2008年から
は大阪や京都を中心に注染手ぬぐい専門店
『にじゆら』を立ち上げ、伝統の技を伝えていま
す。そんな大阪の伝統工芸である注染の技法
や製品になるまでを、普段は実施されていない
工場見学と実演で説明をして頂きます。
またとない機会をぜひお楽しみください。

注染手ぬぐい『にじゆら』を産んだ
染色工場『ナカニ』の工場見学

定員15名申込締切 4/12㈭

伝統工芸士  株式会社ナカニ代表取締役
中尾雄二

【受講料】2,900円(税込)
4/19㈭ 13:30～17:00

10:50 京阪電鉄 守口市駅 東改札前

館長のこだわりの美味しい紅茶を作るお
話や、東海道五十七次（京街道）・守口宿
にあたる歴史ある土地での『文禄堤薩摩
英国館』を開館された想いなどを聞き、
英国館オリジナルの紅茶を楽しみながら
アフタヌーンティーのマナーを学んで頂
きます。

大正15年建築
歴史ある『文禄堤薩摩英国館』で
アフタヌーンティーを楽しむ

定員15名
申込締切 5/20㈰日本紅茶協会認定ティーインストラクター堰　幸子

【受講料】5,724円(税込/食事代込)
5/26㈯ 11:00～13:30

10:00 EXPOCITY内ニフレル入口前
(吹田市千里万博公園2-1)

～「塔」編集長松村先生と一緒に～
「生きているミュージアム」
ニフレルで短歌を詠む

定員20名
申込締切 5/1㈫

「塔」編集長

©NIFREL

松村正直

【受講料】6,248円(税込/保険料・食事代込)
※当日別途入館料1,900円(税込)

5/9㈬ 10:00～15:00

13:00 阪急電鉄宝塚線 池田駅改札前

2017年4月に始まった開館60周年記念展。
最後を飾るこの展示では、「未来につなぐ和
の意匠（デザイン）力」がテーマ。絵画や工芸
品の中に見られる文様や意匠が持つ、時代
を超えた魅力を、学芸員の解説のもと見学
します。伝統と現代生活が調和した空間で
お茶席をお楽しみいただけます。

『逸翁美術館60周年記念展
 未来につなぐ和の意匠力』を巡る

定員20名申込締切 4/11㈬

公益財団法人阪急文化財団　学芸員

【受講料】2,404円(税込/保険料・入館料・お茶席代込)
4/14㈯ 13:00～16:00

アゼリアカルチャーカレッジ(池田市天神1-9-3 池田市立カルチャープラザ 内)

毎年5月恒例のいけだ薪能。今年
の演目は「百万」「船弁慶」。当日使
用する能面、装束、小道具など詳し
く説明いたします。装束付けの体験
もございます。解説を聞いて、日本
の伝統芸能の理解を深めましょう。

能への誘い～薪能によせて

定員10名申込締切 5/13㈰観世流能楽師井戸良祐

【受講料】1,836円(税込)

5/14㈪
13:00～15:00

13:50 門戸厄神 正門(西宮市門戸西町2番26号)

春季厄除祭がおこなわれるこの日、14時からの柴燈護摩の
厳修をご覧いただき、終了後特別に本堂（薬師堂）に移動
し、副住職から「厄」についての法話や門戸厄神・東光寺の
縁起についてお話いただきます。また境内も案内いただき
ます。この春は厄除けだけでなくさまざまなご利益がある
「厄神さん」へ！

日本三体厄神のひとつ
厄神さん（門戸厄神・東光寺）で
古人の知恵を知る 4月19日㈭ 春季厄除祭

定員15名
申込締切 4/16㈪

東光寺 副住職松田全弘

【受講料】2,700円(税込/保険料込)

～弘法大師ゆかりの厄除け祈願のお寺～

4/19㈭14:00～16:30

12:50 廣田神社駐車場前鳥居付近
(西宮市大社町7番7号)　

廣田神社を含むこの辺りは京の都から西方にあること
から『西宮』と呼ばれ現在の西宮市の地名のおこりと言
われています。コバノミツバツツジや阪神タイガースが
毎年参拝することでも有名な廣田神社は境内に一歩入
ると清 し々い気に満ち溢れています。そのあとは塞神社、
ニテコ池、名次神社と巡ります。西宮をこよなく愛する
“浜町の素浪人”がご案内します。

廣田神社から塞神社・名次神社を巡る

兵庫のパワーがここに！
《日本書紀に記されている兵庫県第一の古社》

神戸学マイスターと歩く 第4弾 ～東灘編～

大きなパワーが授かりますように！！

定員10名
申込締切 4/6㈮浜町の素浪人粟野光一

【受講料】2,700円(税込/保険料込)
4/9㈪13:00～15:00

11:20 阪急電鉄神戸線 御影駅南口改札前

東灘の文化・歴史・学術を巡る
大人の街歩き

定員10名
申込締切
3/17㈯

神戸学マイスター藤井さち子
【受講料】3,456円(税込/保険料・入館料・お茶代込)
3/24㈯11:30～16:00

オールランゲージスクール
（福山市御門町1丁目11-10）

広島県産ワイン（三次ワイン)を使って薬膳ワイン（ボトル
1本）を作りお持ち帰りいただきます。合わせて薬膳鍋と
胡麻プリン（神石高原町産牛乳使用）のデザートを作り
ます。その後、体を温め、美肌によく、内臓を強くするのに
効果的な薬膳のお話を聞きながらお食事をします。

広島県産ワインで作る
薬膳ワインと薬膳鍋

定員6名申込締切 2/18㈰

中国中医薬研究促進会  国際薬膳調理師
張ケイイエン

【受講料】1,944円(税込/保険料込)
※当日別途材料費･資料代2,500円(税込)

2/25㈰ 10:00～12:00

JEUGIAカルチャーセンター高松
（高松市常磐町1-3-1瓦町FLAG10Ｆ）

たたくと「カーンカーン」という音を響かせるサヌカイト（讃岐岩）。
古くからカンカン石と呼ばれ親しまれてきました。最近ではサヌカイト
が奏でる心地よい響きそのものを音楽療法として活用し、効果が注
目されています。1350万年の時空を超えた神秘の石サヌカイトの特
約販売店扇誉亭のアドバイザーとのサヌカイト風鈴作りで、世界一
癒される音色を是非体感ください。

音の鳴る石
“サヌカイト”の風鈴作り体験

定員10名申込締切 4/12㈭

アドバイザー鈴木　忠

JEUGIAカルチャーセンター高松
（高松市常磐町1-3-1瓦町FLAG10Ｆ）

【受講料】4,620円(税込/材料費込)
4/22㈰ 10:30～12:00

伝統工芸品の”丸亀うちわ”を江戸時代から続く老舗の
主人が丁寧に教えてくれます。京友禅紙や土佐和紙等、
豊富な種類の中から紙を選び貼り絵や書・絵などのお
好みのバリエーションで制作できます。もちろん”丸亀う
ちわ”の歴史も学べます。世界に一つだけの”丸亀うち
わ”を作りましょう。

涼を楽しむ
“丸亀うちわ”製作体験

定員各15名申込締切 4/8㈰

藤田団扇主人藤田淳子

【受講料】1,699円(税込)※当日別途材料費800円（税込）
4/15㈰ 10:30～12:30

13:30～15:30

ここは、大阪・兵庫と、広島・香川の特集です。ここは、奈良・滋賀・大阪の特集です。

摘みたての薔薇の花のプレゼント付き

※お料理の写真は
　イメージです。

※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。
※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。
※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。

※境内は無料・堂内の拝観をご希望の方は別途拝観料要

※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。

※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。

※お料理の写真はイメージです。

湖北の春の風物詩「長浜曳山祭」は2016年ユネスコ無形文化遺産
に登録されました。曳山博物館では「曳山交替式」が行われ、今年出
番の曳山4基が祭り当日と同じ飾りつけを施し、お囃子を奏
でながら各山蔵へ戻っていきます。ひと足早く目の前で迫力
ある曳山が山蔵へ帰るまでを解説付きで散策、祭り気分を味
わったあとは、郷土料理の「鯖そうめん」をいただきます。

1ドリンク付き

大阪なんば・地方銘酒専門店山中酒の店直営『佳酒真楽さかふね』
で、関西の地酒をメインに肴を頂きます。当日は日本酒を知り尽くし
た酒屋のプロによる日本酒講座を聞きながら、日本酒とお料理を頂
きます。シャレた外観、ただならぬ雰囲気に驚く間もなく、扉を開ける
とまさにそこは隠れ家。産地直送の魚介を中心とした食材を精魂こめ
て仕上げております。見逃せない季節のコースでのおもてなし。
ワンランク上の楽しみ方をご提供いたします。
『佳酒真楽さかふね』で旨い地酒、旨い肴をお楽しみください。

お土産付き

お土産付き

海遊館がプロデュースする、生きものの美しさ・不思議さを直
感的に楽しむNIFREL（ニフレル）は、水族館、動物園、美術館
のジャンルを超えて、まるでアートのように生きものを観察で
きます。「感性にふれる」をコンセプトとする
ニフレルで、日常を離れた世界を楽しみなが
ら、三十一文字の短歌を詠みましょう。生命
のすばらしさや尊さ・不思議さを感じて、歌を
詠んだ後に、ホテル阪急エキスポパークでの
昼食と歌の講評があります。

ソチオリンピック金メダリストのあ
のフィギュアスケーターも参拝した
弓弦羽神社を始め、香雪美術館、
白鶴美術館（仏教美術展見学)、谷
崎潤一郎の名作「細雪」の舞台と
なった倚松庵訪問など、約4時間
30分（休憩あり）で東灘の名所やお屋敷などを巡ります。案内
人は神戸を知り尽くした神戸学マイスターの藤井さち子さん。
歩いて楽しく学べる街歩き、健康にもいいですよ。

※お料理の写真は
　イメージです。

（
画
像
は
イ
メ
ー
ジ
で
す
）

なんばパークスにある、パークスガーデンでお陽さまを浴びなが
らヨガ。ゆっくりやさしいヨガですので初心者の方にもご安心頂
けます。解放された自然の中での瞑想・・・室内とは違う感覚を実
感できます。「食べる瞑想」を取り入れ、さらに気持ち良いヨガが
楽しめます。ヨガの後は芝生の上でマクロビオティックのお弁当
を頂きます。玄米と有機野菜を取り入れ、体に
おいしい、心においしい、1日が過ごせます。
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