
1,404円会員

3,672円会員

7,320円会員

3,728円会員
3,564円会員

3,348円会員

3,564円会員

3,564円会員

3,564円会員
3,564円会員

3,888円会員
3,564円会員 3,564円会員

3,564円会員 3,240円会員

3,429円会員

2,700円会員

4,134円会員

3,000円会員 3,080円会員

3,348円会員

5,724円会員
5,076円会員

5,928円会員

1,188円会員

3,564円会員

2,700円会員

13,865円会員

4,484円会員 5,481円会員

3,268円会員 2,112円会員

300円会員

ここは、中部と、九州の特集です。ここは、東北・北越と関東の特集です。

JEUGIAカルチャーセンターイオンモール盛岡南
(盛岡市本宮7丁目1番1号　イオンモール盛岡南1F)

盛岡だんご結庵（ゆうあん）の「お茶餅」と「しょうゆだんご」
は「盛岡特産品ブランド認証商品」に登録されている、昔な
がらの盛岡の味です。講座では、串にさした平たい団子に
胡桃醤油のたれをからめて作る「お茶餅」と、みたらしとは
違うしょっぱい味が盛岡ならではの「しょうゆだんご」の作り
方をお教えします。盛岡ガイドの講師による楽しい解説を交
えながらお召し上がりいただきます。

～おあげんせ！盛岡だんご～
「お茶餅」と「しょうゆだんご」を作ろう

定員8名
申込締切
各5日前

盛岡だんご結庵店主藤原信介 盛岡ガイド梅澤無久

JEUGIAカルチャーセンターイオンモール新潟南
(新潟市江南区下早通柳田1丁目1番1号 イオンモール新潟南2Ｆ)

【受講料】1,620円(税込)
※当日別途材料費500円(税込)

3/16㈮・4/20㈮ 13:30～15：00

12:45 瑞巌寺拝観者受付所前
(松島町松島字町内91番地)

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。

～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

定員15名申込締切 5/13㈰

瑞巌寺僧侶

【受講料】3,888円(税込/保険料・拝観料他込)

瑞巌寺本堂(国宝）

5/20㈰ 13:00～16:00

｢少しの知識を身につけることで日本酒の楽しみ方が広が
ります｣をモットーに、新潟観光大使でもある講師が日本
酒の楽しみ方をレクチャーします。受講後は｢日本酒ナビ
ゲーター｣の資格を取得していただけます。

～新潟といえば酒処～
日本酒ナビゲーター認定講座

定員10名申込締切 4/12㈭

SSI認定唎酒師・日本酒学講師村山和恵

【受講料】7,860円(税込/教材費･認定料込)
4/15㈰ 10:30～13:30

12:50 藍染工房壷草苑（青梅市長渕8-200)

東京都青梅市の伝統技法を大切
に守り続けている2つの工房を訪
ねます。「壷草苑」ではバンダナの
藍染体験をお楽しみいただき、
“一秒タオル”が人気の東京ブラン
ドタオル「ホットマン」工場を見学
します。それぞれお買い物もでき
ますよ。

藍染工房“壷草苑”で天然藍染体験と
ホットマンタオル工場見学

定員30名申込締切 4/18㈬

藍染工房 壷草苑 工房長村田徳行

【受講料】4,268円(税込/保険料･体験料込)
4/25㈬13:00～16:30

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）

歌舞伎、日本の伝統音楽などの日本の伝統文化に興味があるけれ
ど、まだ実際に観たり聴いたりしたことがない方、 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。
今回のテーマは「春から夏へ　芝居の色、　長唄の音、いろいろ」
です。ご自身も歌舞伎公演、演奏会等でご活躍されている先生が、
さまざまな資料を基に、わかりやすく解説して下さいます。

～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

定員15名申込締切 5/30㈬

定員15名申込締切 3/30㈮

邦楽演奏家塩原紀政（杵屋三七郎）

【受講料】3,888円(税込)
6/6㈬ 19:00～20:30

11:00 京王線府中駅南口改札前

占い師・銀谷先生と訪れるシリーズ、「春の大國魂神社」
です。神社の御由緒や参拝の仕方、そして5月の「くらやみ
祭」についても学びましょう。その後ランチ（お茶）タイム。
ご希望の方は今年後半の運勢も見てもらえます。（数分程
度）。銀谷先生と一緒に春の1日を過ごしてみませんか？

～占い師・銀谷先生と行く～
春の大國魂神社

定員10名申込締切 3/28㈬

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）
※当日別途食事代

4/4㈬ 11:00～13:30

10:00 京王線下高井戸駅 改札前

都内に残る貴重な路面電車「世田谷線」
に乗って、沿線の名所を訪ねるコースで
す。吉田松陰が眠る松陰神社や井伊家
の菩提寺である豪徳寺を訪ねたあと、世
田谷ボロ市通りを歩きます。ここを中心
に行われるボロ市は440年の歴史があ
り、1月15日はまさにボロ市の開催日に
あたります。

松陰神社と世田谷ボロ市
「のんびり世田谷線」

定員15名
申込締切
1/13㈯フリーライター千本木亨雄

【受講料】3,888円(税込/保険料込)
※当日別途交通費、食事代、有料施設入場料

1/15㈪10:00～15:30

10:00 京急久里浜線三崎海岸駅改札前 定員15名
申込締切
2/2㈮フリーライター千本木亨雄

【受講料】3,888円(税込/保険料込)
※当日別途交通費(まぐろきっぷ代、他)、
　食事代、有料施設入場料

2/5㈪ 10:00～15:30

10:00 小田急線町田駅南口改札前
フリーライター千本木亨雄

【受講料】3,888円(税込/保険料込)
※当日別途交通費、食事代、有料施設入場料

4/2㈪10:00～16:00
定員15名申込締切 5/4㈮

10:00 JR京浜東北線王子駅・北口改札前
フリーライター千本木亨雄

【受講料】3,888円(税込/保険料込)

※当日別途交通費、食事代、有料施設入場料

5/7㈪10:00～15:30

町田は花の街。特に春の桜はその本数、名所とも
近郊随一。カタクリ、桜、エビネ、牡丹が順番に咲
き、とても全部はまわりきれません。今回は、その
中でも一番見頃となる公園を2～3か所訪れます。
また町田はその昔、自由民権運動が盛んだったこ
ともあり、そうした史跡も残っています。
ランチはちょっとびっくりの醤油料理専門店を予定
しております。

個性ある公園がいっぱい！
「町田、花の公園と歴史散策」

都電荒川線の1日乗車券を購入して沿線の名所を
訪ねるコースです。昨年に続いて2回目ということ
で、前回終了した王子駅をスタートし、早稲田駅ま
で走破します。この区間は名所・史跡の宝庫。
今回だけでも充分楽しめるコースとなっています。
ランチは地蔵通り商店街で予定しております。

名所・史跡の宝庫
「都電荒川線、各駅停車の旅」

お得な「みさきまぐろきっぷ」を買って、三崎へまぐろを食べ
にいきましょう(みさきまぐろきっぷは、まぐろ料理以外にも
お使いいただくことができます）。三崎は源頼朝や三浦一族
の史跡が多く、また下町情緒も残っていて散策には最適で
す。最初に寄る三浦海岸は関東屈指の河津桜の名所でも
あります。河津桜は、毎年2月上旬から見ごろを迎えることも
あり、一足早く春を感じることができます。

本場のまぐろ料理は最高！
「三崎にまぐろを食べにいこう」

10:00 横浜市営バス中央市場前バス停前

東日本で最初の中央卸売市場として開設された横浜
市中央卸売市場をご案内いたします。実際に市場に
魚を買出しに行き、その魚をご自身で捌いていただく
料理教室を行います。捌いたお魚は新鮮な海鮮丼に
してお召し上がりいただきます。

横浜市中央卸売市場見学と
旬の鮮魚料理教室

定員20名申込締切 5/16㈬

料理研究家

※当日は濡れてもいい滑りづらい靴でご来場ください。

ムジナもん、いがまんちゃんは
羽生市の登録商標です。

四分一　耕

【受講料】2,808円(税込/保険料込）
※当日別途材料費1,500円（税込）

5/19㈯ 10:00～13:00

12:50 鎌倉五大堂明王院山門
（鎌倉市十二所32）

お香の専門家・香司によるＴＶで人気のオリジナル塗
香（ずこう）作りと、運慶の次男といわれる肥後定慶作
の不動明王像を間近で見ることができる特別拝観な
ど、武家の古都の魅力をたっぷり味わっていただける
春限定の鎌倉巡りです。創作和菓子をお召し上がりい
ただきながら、桜満開の時季、心と体で堪能する贅沢
な半日コースです。

創る・見る・聴く　春の鎌倉巡り
～塗香作りと鎌倉・明王院特別拝観～

定員30名申込締切 4/8㈰

香司（和の調香師）西島　紫

【受講料】6,588円(税込/保険料・材料費込)
4/14㈯ 13:00～15:30

アンソレイエ（千葉県印西市中央南2-3-1）

「緑の木々に囲まれた一軒家、ゲートの先は南フランスの
世界。」そんなお洒落な結婚式場「アンソレイエ」で、旬の素
材と地元千葉の食材をふんだんに取り入れたシェフ自慢
のナチュラル・フレンチを堪能。米粉食品指導員の講師か
ら、今話題の「グルテンフリー（米粉）」や千葉県産の野菜を
使った体に優しいヘルシーなレシピを学びましょう！

千葉の魅力がいっぱい！ 米粉食品指導員から学ぶ
美味しいヘルシーセミナー in
「アンソレイエ（ランチ付き）」

定員15名
申込締切
4/12㈭

財団法人日本穀物検定協会認定米粉食品指導員いしわたあきこ

【受講料】4,212円(税込/保険料込)
※当日別途食事代2,500円(税込)

4/19㈭11:00～13:00

11:10 JR内房線保田駅改札前

鋸山（のこぎりやま）は浜金谷からロープウ
ェイで登るのが一般的ですが、今回は見学
箇所が倍増の保田駅側表参道から登りま
す。まずは有名な海鮮料理の店「ばんや」で
食事してから登山、最後は古民家カフェで
休憩というスペシャルコースとなっておりま
す。主要駅から木更津まで高速バスが出て
いるのでアクセスも比較的容易。万難を排し
て行く価値ありのコースです。

表参道を登るスペシャルコース
「のこぎり山、お手軽登山」

定員15名申込締切 3/2㈮

フリーライター千本木亨雄

【受講料】3,888円(税込/保険料込)
※当日別途食事代、有料施設入場料

3/5㈪11:30～16:00

10:00 JR常磐線松戸駅 中央改札前

江戸時代には水戸街道の宿場
町として栄えた松戸。その松戸
で一番有名なお寺といえば、あ
じさい寺として知られる本土寺
でしょう。6月上旬には花菖蒲
も咲き誇ります。また松戸は知
る人ぞ知るグルメの街。日本一
と称されるお店が何軒かあり、
そうしたお店をめぐります。

あじさいと花菖蒲の競演
「松戸 あじさい寺と有名グルメ店めぐり」

定員15名
申込締切 6/1㈮

フリーライター千本木亨雄

【受講料】3,888円(税込/保険料込)
※当日別途食事代、有料施設入場料

6/4㈪ 10:00～15:30

10:00 ジョンソンタウン管理事務所前
(入間市東町1丁目6-12)

国道を少し入れば、そこはまさに“外国”。アメリカン
ハウスが立ち並ぶ“白い街”ジョンソンタウンを1日
で満喫できるツアーです。まずは歴史を知るところ
からスタートし、その後はガイド付きで街中を巡りま
す。この日は、OneDayマーケット（フリーマーケット）
も開催されているので、楽しさ倍増です！

～都心から60分で行けるアメリカンな街～
ジョンソンタウンを楽しもう！

都市景観大賞「都市空間部門大賞」受賞都市

定員20名申込締切 3/25㈰

ジョンソンタウン管理事務所  所長
磯野章雄

【受講料】3,348円(税込/保険料込)
4/1㈰10:00～12:00

JEUGIAカルチャーセンターイオンモール羽生
(羽生市川崎2丁目281番地3 イオンモール羽生1F)

切り口に可愛い絵柄の出るデコ巻きずし。羽生市の
ゆるキャラ「ムジナもん」と「いがまんちゃん」のデコ
巻きずしをやさしい手順で作ります。作った巻きずし
はお持ち帰りになりますので、ご家庭で楽しんでい
ただけます。可愛い、美味しい、楽しい、みんな喜ぶ
デコ巻きずしを一緒に作りましょう。

埼玉県羽生市の人気キャラクター
「ムジナもん」と「いがまんちゃん」の
デコ巻きずしを作りましょう

定員8名
申込締切
各5日前日本デコずし協会認定デコ巻きずしマイスター松本綾子

JEUGIAカルチャーセンターモラージュ菖蒲
(久喜市菖蒲町菖蒲6005-1 モラージュ菖蒲3F)

※お料理の写真は
　イメージです。

【受講料】3,780円(税込/材料費込)
3/24㈯・4/18㈬10:30

 ～12:30

川島町の郷土料理で、野菜のうま味で食
べる冷や汁麺「すったて」や行田市の郷土
料理で、おからをベースに小判型に整えて
油で揚げたコロッケの一種「ゼリーフライ」
など、埼玉県農産物を使って健康作りに役
立つメニューを楽しく作りましょう。

【埼玉の美味しい春】
埼玉の美味しい食材を家庭の味に

定員5名申込締切 5/10㈭管理栄養士松本綾子

【受講料】3,456円(税込/材料費込)
5/15㈫ 10:30～12:30

12:45 名鉄名古屋本線有松駅改札前

普段一般公開されていない国登録有形文
化財｢棚橋邸｣で、伝統工芸の有松絞りを
使い、気軽に自由に楽しめる｢絵手紙｣を描
きます。重要伝統的建造物群指定・有松東
海道の古い町並みで、この季節にしか見ら
れない｢福よせ雛｣と一緒に春の有松を巡
ります。

有松の旧家「棚橋邸」で楽しむ
伝統工芸「有松絞り」で描く絵手紙

定員20名申込締切 2/28㈬

愛知芸術文化協会会員　日本絵手紙協会公認講師石田季実枝

【受講料】3,645円(税込/保険料・材料費込)
3/7㈬13:00～15:00

10:20 文化のみち二葉館
(名古屋市東区橦木町3ー 23)

日本で初めて「お雛様の日常」を表現した『福よせ雛』。
福よせ雛発祥の地・文化のみち二葉館で、お雛様のお話を
交えながらの福よせ雛製作体験や鑑賞、日本初の女優・川上
貞奴邸（国指定文化財）の館内散策など、大人の雛まつりを
ゆっくりとお楽しみください。
※製作したお人形はお持ち帰りいただけます。

「福よせ雛」発祥の地
文化のみち二葉館で
大人の雛まつり

定員20名申込締切 1/31㈬

福よせ雛 プロジェクト

【受講料】2,916円(税込/入館料・材料費込)
2/7㈬ 10:30～12:30

11:30 磯料理まるけい
(名古屋市中区大須3-43-1)

「三遊亭笑くぼ」またの名を「大須くるみ」。落語、南京玉すだれなど、
様々な芸で活躍中のパフォーマーをお迎えし、寄席感覚で落語や小
ばなし、大道芸などの生の芸を身近にご覧いただけます。楽屋や舞
台裏のここでしか聞けないこぼれ話もお楽しみ。｢笑う｣ことで免疫
力をアップ！お腹の底から笑った後は、大須磯料理まるけいの特別
ランチで舌鼓！お帰りは活気のある大須商店街で散策も。

岐阜市のシンボル金華山と鵜飼いで有名な長良川近くに店をか
まえる「たまりや山川醸造株式会社」。創業以来、昔ながらの杉の
桶を使用し、伝統的な醸造法でたまり醤油を作り続けています。代
表取締役山川晃生氏より「たまり醤油」のこだわりと魅力について
解説して頂き、さらに岐阜市景観賞にも選ばれた工場見学とたま
り醤油を使ったオリジナル醤油・ポン酢作りの体験付き。この機会
に岐阜の醸造文化の奥深さに触れてみてください。

芸どころ名古屋・大須「笑う門には福来る」
迫力満点、目の前で楽しむ落語とパフォーマンス

定員25名申込締切 5/14㈪

落語家・芸人・パフォーマー
三遊亭笑くぼ（大須くるみ）

【受講料】4,350円(税込/食事代込)
5/22㈫11:40～14:00

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｣
（国登録有形文化財[建造物]）を利用した
資料館｢醸造伝承館」にもご案内します。 

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 4/18㈬

合名会社中定商店
【受講料】3,200円(税込/保険代・材料費込)
4/25㈬13:10～15:40

JEUGIAカルチャーセンターリソラ大府
(大府市柊山町1丁目98リソラ大府ショッピングテラス2Ｆ)

琥珀色の醤油「しろたまり」の特徴は、素材の風味を
ひきたて、料理の色をきれいに仕上げることです。
愛知県産小麦、伊豆大島の伝統海塩「海の精」、ミネ
ラル豊富な愛知県足助の天然水を使用し、ご自身の
手で「しろたまり」の仕込を行います。醤油の種類や
歴史、白醤油との違い、日東醸造「しろたまり」の開発
秘話など、ここでしか聞けないお話や、どんな料理に
合うのかを学びます。

愛知の醸造文化 こだわりの国産原料使用
愛知県発祥調味料「しろたまり」づくり

定員16名申込締切 3/19㈪

日東醸造株式会社

【受講料】3,296円(税込/材料費込)
3/26㈪13:00～15:00

13:00 たまりや山川醸造株式会社
(岐阜市長良葵町1-9)

岐阜・山川醸造で学ぶ
こだわりのたまり醤油と手作り醤油体験

学ぶ！ 作る！ 食べる！ 岐阜の醸造文化
味噌掘り体験とみそまる作り
【試食とみそまるのお土産付き】

定員20名申込締切 2/24㈯

たまりや山川醸造株式会社代表取締役社長山川晃生

【受講料】3,672円(税込/保険料込)
3/3㈯13:00～15:00

13:00 たまりや山川醸造株式会社(岐阜市長良葵町1-9)

たまり醤油で有名な「山川醸造株式会社」。昭和18年の創
業以来、たまり醤油だけでなく昔ながらの伝統製法で作る
「豆味噌」も絶品です。今回は特別に普段職人しか入ること
のできない味噌桶の中に入って味噌掘りを体験。その後岐
阜県産の大豆を使用した味噌を使って「みそまる」(即席味
噌汁の素)を作ります。たまりや特製の「豆味噌」の美味しい
食べ方を試食とともに学びます。

定員12名申込締切 3/10㈯

たまりや山川醸造株式会社代表取締役社長山川晃生

【受講料】5,832円(税込/保険料込)
3/17㈯13:00～15:00

10:50 JR東海道本線美濃赤坂駅改札前

「歴食」とは歴史的なできごとや価値を持つ料
理・食べ物のことです。幕末に皇女和宮が京か
ら江戸へ降嫁する途中宿泊した赤坂宿を散策
した後、文献で忠実に再現された「和宮御膳」
を歴食案内人かなぶの名物女将の解説と寸
劇を交えながら頂きます。美味しい歴食で世紀
の大ロマンスに思いをはせてみませんか。

歴史ロマンス歴食 中仙道赤坂宿で味わう
「皇女和宮御膳」と赤坂宿散策

定員15名申込締切 5/12㈯

大垣市教育委員会 文化振興課 学芸員山﨑和真
和洋会席かなぶ/歴食案内人野村秀香

【受講料】5,292円(税込/保険料･食事代込)
5/26㈯11:00～14:00

12:45 樽見鉄道本巣駅

毎年ご好評いただいている岐阜・樽見鉄道レールバス
運転体験。あなたのお名前入り運転士名札と制服、帽
子、白手袋を身に着けてあこがれの運転士に。また普
段入ることのできない車庫のご案内や車両の見学もじ
っくりとしていただけます。ここでしか聞けない列車の
事を学びながら、路面上に架線のない列車と自然いっ
ぱいの車窓の風景をお楽しみください。

出発進行！ 憧れの運転手に
樽見鉄道レールバス運転体験

定員20名申込締切 5/31㈭

樽見鉄道 指導運転士森下達哉

【受講料】6,144円(税込/保険料込)

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)

6/9㈯12:45～15:00

11:30 養老鉄道大垣駅改札前(JR東海道線大垣駅南口)　

岐阜県西部・三重県北部の川沿いを走る養老鉄道、薬膳
列車。大垣発桑名行きの約１時間のお楽しみは、地元の
薬膳料理店「寿喜養膳」による季節毎に趣向を凝らした
薬膳料理。そしてお料理の後は、ヨガ講師MICHIRU先生
によるデトックスヨガ体験。あっという間の列車旅の後
は、フリー切符で桑名から、多度へ、揖斐へとどこまでも。
春めく伊吹山や養老山地を存分にお楽しみください。

養老鉄道・薬膳列車の旅＆
車窓を眺めながらのヨガ体験
～フリー切符で沿線満喫～

定員28名
申込締切
2/24㈯

全米ヨガアライアンスYogaインストラクターMICHIRU

【受講料】1,404円(税込/保険料込)
3/10㈯11:30～13:00

13:00 水の谷農園（桑名市播磨特設駐車場）

水の谷農園園主こだわりの
たけのこ畑は無化学肥料、
無農薬。冬の間に手入れさ
れた明るく瑞 し々い竹林でた
けのこ掘り。採れたてたけの
こをその場で炭火焼、釜で炊
いたたけのこご飯とともにい
ただきましょう。もちろん掘っ
たたけのこはお持ち帰り！

～桑名特産～「たけのこ掘り」と
竹林でいただく「炭火焼とたけのこご飯」

定員10名申込締切 4/23㈪

水の谷農園園主水谷崇彦
【受講料】3,780円(税込/保険料込)

4/29㈰
13:00～15:00 ※雨天予備日 4/30(月・祝) JEUGIAカルチャーセンターイオンモール高岡

(高岡市下伏間江383番地 イオンモール高岡2Ｆ)

立山ひょうたんは、日本三霊山の
一つ立山参詣の際にお神酒を詰
めて持参したことから、縁起物と
して生産されるようになりました。
その立山町特産のひょうたんに、
富山県の県鳥、雷鳥を絵付けして
カワイイ「ひょうたんアート」を作
りましょう！

～立山町特産のひょうたんで作る～
かわいい「ひょうたんアート」

定員10名申込締切 4/19㈭ひょうたんクラフト作家はやしみほ

【受講料】2,800円(税込) ※当日別途材料費1,000円(税込)
4/22㈰10:30～13:00

11:00 博多座正面入口
（福岡市博多区下川端町2丁目1号）

九州最大の演劇専用劇場・博多座で、石川さゆり
の特別公演に酔いしれませんか！お弁当＆プログ
ラムの特典付きで観劇できるだけでなく、終演後
の舞台に上がって客席をバックに記念撮影ができ
る特別プラン。※記念撮影に出演者は参加いたしません。

デビュー45周年
「石川さゆり特別公演」
観劇ツアー

博多座の舞台上で記念撮影ほか豪華特典付き！

第一部「夫婦善哉」 第二部「石川さゆりオンステージ」

定員30名 申込締切
3/25㈰

【受講料】14,081円(税込/お弁当代込)
4/13㈮11:30～15:30

12:50 福岡城跡内・大手門前
(福岡市中央区城内)

【対象：8歳～大人】

福岡城跡で衣装を身にまとい、刀を握って身も心も武士
気分！講師による殺陣パフォーマンスをご覧頂いた後は、
ご自身で刀を握り実践しましょう。刀剣の種類や違い、歴
史等の豆知識も織り交ぜながら進めます。ワークショップ
で使用した竹光（刀）はお土産としてお持ち帰りくださ
い。自前の浴衣・袴の他、コスプレ衣装でのご参加も大歓
迎です！

福岡城跡で武士体験！
殺陣教室ワークショップ

定員20名
申込締切
4/29㈰

忍者パフォーマー、元大道芸人

※袴レンタルを希望される場合はお申込み時にお伝え下さい。
※履物のレンタルはありません。

蓮

【受講料】4,700円(税込/保険料･刀代込)
※当日別途袴レンタル料2,000円(税込)

5/13㈰13:00～15:00
※雨天予備日 5/20㈰

10:20 筥崎宮入口(国道3号線沿い)
(福岡市東区箱崎1-22-1)

放生会で有名な筥崎宮を、観光案内ガイドによる
解説を聞きながら歩きます。室町時代再建の本
殿・拝殿や「敵国降伏」の扁額を掲げる楼門など、
数々の文化財を見た後は、春ボタンの見頃を迎え
る花庭園でたくさんのお花を観賞します。最後は
庭園内にある迎賓館でフレンチのコースランチを
いただく、春の筥崎宮を堪能できる講座です。

日本三大八幡宮のひとつ、筥崎宮を
歴史・花・フレンチで楽しむ

定員20名申込締切 4/14㈯

福岡市観光案内ボランティアガイド

【受講料】5,620円(税込/保険料･食事代込)
4/17㈫10:30～13:30

10:30 あいれふホール1階ロビー
（福岡市中央区舞鶴2丁目5番1号）

本物のそばを、大正元年創業の福岡の老舗そば店・
多め勢の大将が職人の技を披露しながらお教えしま
す。食材は全て大将自らが長い年月をかけて厳選し
た最高級のものを使用しそば打ちだけでなく、そば
の歴史のお話や多め勢秘伝の出汁の取り方もお教
えします。体験後、打ちたてのおそばを湯がいて「おろ
しそば」でいただきます。

福岡の老舗そば店『多め勢』大将直伝
手打ちそば体験

定員20名申込締切 4/12㈭

手打ち蕎麦多め勢店主田口俊英

【受講料】3,484円(税込/保険料･材料費込)
4/19㈭11:00～13:00

13:30 西鉄 都府楼前駅（まほろば号ロータリー側）
※解散は西鉄 太宰府駅

幕末、太宰府に遷座した五卿を巡って西郷隆盛、
坂本竜馬など多くの志士達が太宰府に訪れました。
黒田藩も薩長同盟の成立へ一早く活躍しましたが、
大弾圧によって中断しました。そうした志士達の宿
屋や、五卿の滞在場所を訪ねます。松屋「維新の庵」
の庭園で梅ヶ枝餅を召し上がりながら歴史解説、そ
の後ゆっくり幕末ゆかりの地を歩きます。

明治維新150年記念
幕末ゆかりの太宰府を歩く

申込締切 4/15㈰ 定員8名大宰府史跡解説員遠藤光男

【受講料】2,328円(税込/保険料･お茶代込)
※当日別途コミュニティーバス代100円(税込)

4/18㈬13:30～16:30

JEUGIAカルチャーセンターサンリブシティ小倉
（北九州市小倉南区上葛原2-14-1 サンリブシティ小倉2F）

春だ！ 北九州だ！ 全員集合♪
漫画・イラストフェスタ

※事前のお申込なしでもご入場いただけます。

アズ漫画研究会

【入場料】700円(税込)

4/1㈰
10:00～16:00の間

※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。

すぐに使えるしろたまりのお土産、季節の料理レシピ付

※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。

※お申込後、お料理代3,000円･フリー切符代1,500円を養老鉄道に事前振込

漫画とアニメの聖地、北九州。多くの著名な漫画家を輩
出した街でもあるのです。今回は、地元出身の漫画家・
イラストレーターの皆さんやその作品と直に触れ合い
ながら、ポップカルチャーを思いっきり体験できる一日
をご用意いたしました。展示、ライブペイント、マンガ家
体験、トークコーナーなどな
ど、楽しさ満載でお待ちして
います！ご家族でどうぞ。
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