
4,536円会員

4,968円会員 4,428円会員

各日5,160円会員

2,404円会員 2,052円会員

3,732円会員
5,792円会員

2,700円会員 5,184円会員
5,800円会員

14,256円会員
16,200円会員

7,560円会員

4,860円会員

4,352円会員 3,768円会員

4,860円会員 3,808円会員

2,700円会員

2,808円会員

2,808円会員

2,808円会員 2,808円会員

4,404円会員
8,532円会員

6,372円会員

3,456円会員
3,024円会員 3,080円会員

4,320円会員

3,780円会員

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文化好奇心講座～「天皇陵と古都の景色」
いよいよ平成最後の年を迎えます。新しい天皇の即位を機会に、近畿各地の天皇陵に巡拝しましょう。

定員15名申込締切 3/11㈪

京都感動案内社代表
小嶋一郎

【受講料】4,644円(税込/保険料/ランチ代込)
昼食「じねんと食堂」

昼食「萬長」 昼食「黄桜カッパカントリー」

9:45 阪急京都線烏丸駅地下25番出口階段上

［対象：小学5年生以上］

1870年に再建された市内最大規模の京町屋
杉本家に伝わる雛飾りは、江戸から明治時代
の雅やかな有職雛を源氏枠に飾る華やかな
ものです。享保雛他、数々の人形がおりなすハ
レの日の室礼です。料理研究家杉本節子さん
監修の朝粥膳をいただいた後は、杉本家の歴
史、文化財、雛の節句についての解説をお楽し
みください。

重要文化財・京町屋杉本家
ひな飾りと朝粥を楽しむ

定員各10名申込締切 各3日前
公益財団法人奈良屋記念杉本家保存会常務理事　料理研究家杉本節子
京都の文化財を守る会会長明石　忠

【受講料】各日5,376円(税込/入館料･朝粥代込)
3/24㈰・3/28㈭10:00～12:30

10:00大黒山金剛寺八坂庚申堂
(京都市東山区金園町390）

京都でインスタ映えナンバーワン!?のお寺「大黒山 
金剛寺 八坂庚申堂」(通称 八坂の庚申さん)にてカラ
フルなお守りの”くくり猿”を2体、特別にご自身で手作
りしていただきます。欲を捨てると願いが叶うと言わ
れるお守り”くくり猿”に思いを込めて、ユニークな住
職のお話をうかがいながら欲を捨てココロをリフレ
ッシュしましょう。

平安時代末から「鳥羽離宮」として知られた下鳥羽・竹田周辺には、
三ヶ所の天皇陵や天皇ゆかりの社寺があります。

京都で話題のフォトジェニックなお寺八坂庚申堂にて
“くくり猿”のお守り作り体験

申込締切
5/10㈮

定員15名

大黒山 金剛寺 八坂庚申堂住職奥村真永

【受講料】2,620円(税込/材料費込)
5/17㈮10:00～11:30

12:30 京都市営地下鉄東西線
　　　 蹴上駅1番出口前

※【解散】15:20 京阪石山坂本線三井寺駅

明治時代、京都の都市再生・復興のために建設された
琵琶湖疏水は、京都の産業復興に大きく貢献し、今も市
民の生活を支えています。未来の京都のため、先人たち
が多くの困難を乗り越え、開発した話しを交えながら、ゆ
かりの地をご案内します。そして昨年本格運行を開始し
た「びわ湖疏水船」で蹴上から大津まで約7.8km、35分
の疏水クルーズへ。明治の偉業に思いを馳せながら初
夏の船旅をお楽しみください。

先人たちが作った夢の路
「琵琶湖疏水」史跡めぐり～びわ湖疏水船

定員9名申込締切 5/29㈬京都再発見

【受講料】2,268円(税込/保険料込)
※当日別途びわ湖疏水船乗船料4,000円(税込)
(乗船においては別途注意事項がございます）

6/6㈭ 12:30～15:20

13:30 JR二条駅 改札口前

二条城は、徳川幕府の京都における拠点で、公武の
儀礼や西国大名に対する権威誇示の場として使用さ
れました。また二条城を中心に京都所司代や町奉行
が設置され、有力大名の京都藩邸も集中し、武家屋敷
街が形成されました。そして武力によらない歴史的な
政権交代である大政奉還が１５代将軍・徳川慶喜に
よって諮問された場所です。 大政奉還の表舞台となっ
た二条城や幕末の武家官庁街跡を巡ります。

二条城とその周辺史跡を巡る

定員30名申込締切 3/18㈪

幕末維新ミュージアム・霊山歴史館 学芸課長木村武仁

【受講料】3,948円(税込/保険料・入城料込)
3/21㈭㈷ 13:30～16:00

10:50 東本願寺御影堂大門前[噴水前]
(京都市下京区烏丸通七条上る)

東本願寺は真宗大谷派の本山で、御影堂は世界最大級の世界
に誇る木造建築です。その別邸・枳殻邸はまさに市中の山居、庭
園・渉成園は京都市内と思えない静寂閑雅な別世界で、また隠
れた桜の名所でもあります。春爛漫の東本願寺界隈を講師の案
内で散策した後、ビストロ「KIZANO」で京野菜をふんだんに使っ
たコースランチをいただきます。

京のええとこ散歩『東本願寺』
隠れた桜の名所東本願寺別邸
渉成園と京風フレンチランチ

京のええとこ散歩『東本願寺』
隠れた桜の名所東本願寺別邸
渉成園と京風フレンチランチ

定員13名申込締切 3/26㈫

京都・清遊の会主宰中川祐子

【受講料】5,900円(税込/保険料・参観料・食事代込)
4/3㈬ 11:00～15:00

9:00 JR嵯峨野線千代川駅改札前

新緑の爽やかな季節、キリシタン大名として知られる内藤ジョアンの
城跡を辿ります。また光秀ゆかりの谷性寺を訪れ、戦国時代を駆け
抜けた武将達に思いを馳せてみましょう。

新緑のトレッキング
～八木城跡めぐりと明智光秀ゆかりの谷性寺を歩く～

定員10名
申込締切
4/7㈰

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（山岳部門）湯浅誠二

【受講料】2,808円(税込/保険料込)
4/14㈰ 9:00～15:30

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』で江戸
時代より代々受け継がれている菓子見本帖。砂糖が貴重
な当時には店頭にお菓子は並んでおらず、見本帖をご覧
頂きながらお菓子の相談、依頼を賜っていました。今回は
普段見ることのできない菓子見本帖の中身を解説いた
だきます。また伝統を守りながらも新しい風をとりこんだ
近年の商品開発についての小噺もお伺いします。職人の
お干菓子の実演の後、一緒に生菓子を1つお作りいただ
き、その場でお抹茶と共にお召し上がりいただきます。

亀屋良長の菓子見本帖と
小噺＆職人との和菓子づくり体験

定員20名
申込締切 5/25㈯

【受講料】2,916円(税込/材料費込)
6/1㈯ 10:30～12:00

18:30 Dari K本店前(京都市北区紫竹西高縄町72-2）

インドネシア産カカオ豆を焙煎から一貫して手作りにこだ
わるチョコレート専門店Dari Kにて、身近な食べ物である
チョコレートを厳選された材料で、一から手作りするこだ
わりを学び、カカオ豆をすり潰すところからチョコレートを
作る体験をして頂きます。今回は特別にDari Kチョコレー
トの試食付き。収穫期の異なるカカオ豆で作ったトリュフ
の食べ比べは女子ならたまらない体験です。

カカオの本当の魅力を伝える
チョコレート専門店Dari Kにて
カカオ豆からのチョコレート作り

定員12名申込締切 4/19㈮Dari K 株式会社 広報担当河村　翔
新大宮広場(京都市北区紫竹西桃ノ本町60-4)

【受講料】5,400円(税込/材料費込)
4/26㈮ 18:30～20:30

COCO KYOTO 本店(京都市中京区西ノ京三条坊町15-3)

チョコレート激戦区京都の中でも、美味しくて健康的な
チョコレートの「COCO」は、 低温で焙煎したローチョコレ
ート、砂糖を使わず天然の甘みが魅力の専門店です。そ
んなCOCOの本店工房で、パティシエのお話しを交えな
がら、カカオ豆の焙煎から生地作りや調合、最後に自分
流にトッピングをしてオリジナルタブレットを手作りする
体験をしていただきます。さらに、ティータイムにはカカオ
産地別の食べ比べもお楽しみいただきます。

プロが教える、カカオ豆から
チョコレートになるまでの手作り体験

砂糖不使用！ オーガニックチョコレートで人気

定員10名申込締切 5/8㈬

専属パティシエCOCO KYOTO

【受講料】5,900円(税込/材料費・お茶代込)
5/12㈰15:00～18:00

11:45 ザ・リッツ・カールトン京都
地下1階「水暉」前(京都市中京区鴨川二条大橋畔)

二条大橋畔の瀟洒なホテル、「ザ・リッツ・
カールトン京都」の華やかな日本料理店

「水暉」。選りすぐりの素材に、昆布だしの
妙味、プレゼンの斬新さで、他を圧倒する
高揚感に包まれるコースが供されます。
料理長の三浦雅彦さんの丁寧な解説とと
もに食事を楽しみましょう。

関谷江里さんと五感で楽しむ春の和食
～ザ・リッツ・カールトン京都「水暉」～

定員12名申込締切 4/8㈪

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/食事代・1ドリンク代込)
4/15㈪12:00～14:00

即今 藤本(京都市中京区榎木町92-12)

四季折々の旬な食材で端正に作りこまれた懐石料理でもてな
す「即今 藤本」は、京都の名高いお店で料理長を勤めた店主
の藤本さんが2017年末にオープン。その翌年にはミシュラン
一つ星を獲得された、今京都で注目のお店です。今回特別に
茶事の要素を取り入れた料理をご用意いただき、国内外での
茶道の普及に幅広く活躍されている塚本さんにお作法を学び
ます。茶懐石のマナー、お茶席での基本なども学びながらの
お食事とお茶会を愉しんでいただきます。

ミシュランの星獲得「即今 藤本」にて
茶懐石のマナー

定員9名申込締切 5/5㈰

裏千家準教授塚本宗真 即今藤本藤本宏和

【受講料】14,580円(税込/食事代・お茶代込)
5/26㈰ 12:00～15:00

京都 中勢以 月(にくづき)（京都市東山区 三条古川町下古川町商店街南詰573）

「熟成肉」が全国食通のトレンドワード。一定期間熟成させたお肉は、
ジューシーで香り高く、肉本来の旨みにあふれます。
この「熟成肉ブーム」の火付け役、「中勢以（なかせい）」は、独自の目利
きで厳選した但馬牛を枝肉と呼ばれる状態のまま、温度･湿度を管理
した熟成庫の中で4 ～ 12週間、熟成させ全国に出荷しています。本講
座では、希少価値の高い部位など合計8種類の熟成肉をそれぞれに適
したアレンジでいただきながら、熟成肉の歴史、うまさの秘密、各部位
の楽しみ方など、二代目の加藤謙一さんからお話をうかがいます。

「京都 中勢以」コラボ企画
～熟成肉うまさの秘密探求コース～

定員20名申込締切 5/22㈬「京都 中勢以」二代目加藤謙一
※熟成庫見学の場合は、10:30京都市営地下鉄東西線六地蔵駅改札集合

【受講料】16,740円(税込/食事代込)
5/25㈯12:30～14:30

（※熟成庫見学の場合は10:30～）

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。
美しい茶畑の景観や史跡を楽しむ散策時間や、新茶の飲
み比べもございます。

茶源郷和束より
新茶香る春のお茶摘み体験＆茶畑散歩　

～おいしい新茶の飲み比べ付き～

定員30名申込締切 5/7㈫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

5/12㈰11:00～15:30

うめだにCafe(木津川市梅谷池ノ谷)※梅谷交差点前

人気バラエティやワイドショーでも大注目の”世界流しそうめん協会”直伝！木津川市の特
産物を使った美味しいランチ付き♪美味しく楽しく自然と触れ合うスペシャル講座です。

廃竹が生まれ変わる！ 作って楽しい！
食べておいしい！ 流しそうめん大会

定員30名申込締切 5/19㈰世界流しそうめん協会 会長上田悠貴

【受講料】こども(小学生以下）2,484円、大人3,024円(税込/保険料・材料費込)
5/26㈰11:00～13:30

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)（神泉苑にて解散予定）

 『かわいい京都御朱印ブック』『京都の隠れた御朱印ブック』などの
御朱印書籍の著者・yumimi*こと西村由美子さんを講師にお招き
し、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
ります。完成後には平安京創建時より洛中で現存する国指定の最
古の史跡であり、祇園祭発祥の地でもある神泉苑にお参りしま
す。また「弘法さんの日」である21日にちなみ、普段この季節には
いただくことのできない御朱印を特別に授与いただきます。

～『かわいい京都御朱印ブック』著者 西村由美子さんと一緒に～

「世界にひとつだけ」の御朱印帳作りと
祇園祭発祥の地・神泉苑参拝と御朱印拝授

定員10名申込締切 4/14㈰

フリーライター

※当日別途バス代実費 ※その他の御朱印を追加でご希望の場合は実費

西村由美子

【受講料】4,568円(税込/保険料・材料費・特別御朱印代込)
4/21㈰13:30～16:00

12:45 京都市中京区御池通河原町東入 御池阪急ビル前

高瀬川の起点となる一之船入の南側に位置する廣誠院は、長州
藩屋敷の跡地に建った邸宅です。京都市指定文化財である建造
物の書院や茶室、そして広間や茶室越しに眺める京都市指定名勝
の庭園と見どころ満載です。街中とは思えない静けさと、豊かな景
色を満喫下さい。江戸時代の交通の貴重な遺跡、高瀬川舟入跡
や幕末志士についての解説もお楽しみ下さい。

非公開スポット廣誠院と
幕末志士史跡と
高瀬川の舟入跡を巡る

定員20名申込締切 5/27㈪

京都の文化財を守る会 会長明石　忠

【受講料】3,984円(税込/保険料･拝観料込)
5/29㈬13:00～15:00

13:30 河村能舞台玄関口(京都市上京区烏丸上立売上ル)

能は難しい! わからない! 退屈!眠くなる! 
と思っているそこの貴方!「能楽おもしろ講
座」はそんな貴方にこそ体験して頂きた
い能の参加体験型のプログラムです。
目から鱗が何枚も落ちるかどうかは 解ら
ずとも 参加すればちょっと世界が拡がる
やもしれません。能は難しいのですがその
中には日本の良さが沢山あります。

能を知らないままなんて！ 
絶対に見逃せない「能楽おもしろ講座」

定員30名申込締切 6/30㈰

能楽おもしろ講座主宰河村純子

【受講料】4,968円(税込/保険料込)
7/7㈰13:30～15:00

10:30 京都市営地下鉄東西線二条城前駅3番出口階段上

二条陣屋・小川家住宅は、防火建築、数奇屋建築、陣
屋風建築の三つの建築様式を併せ持つ、住宅建築
として建築技巧が最も優れていて、他に比類ない建
物で国の重要文化財の指定を受けています。きっと、
各部屋の扉を開く度に「驚き」と「感動」「なるほど…」
を感じて頂けます。小川家住宅見学の後は、神泉苑
の歴史や年中行事を伺い、若狭小浜藩主邸跡、刀剣
商の店頭で幕末の歴史の一端に触れて頂きます。

二条陣屋の魅力を語る
豪商小川家住宅の趣向に満ちた意匠と
巧みな防禦建築の魅力を鑑賞

定員20名申込締切 5/13㈪

京都の文化財を守る会 理事大澤敏郎

【受講料】3,916円(税込/保険料･入館料込)
5/16㈭11:00～13:00

JEUGIA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1F)

誰もが憧れ、誰もが知りたい花街のいろ
いろ…。京都で最も古い北野上七軒の年
中行事を中心に、花街の四季折々のスラ
イドを観ながら尚鈴さんのお話しを交え
て解説します。また尚鈴さんへ芸舞妓の日
常生活のことなども聞いてみたいと思い
ます。わくわくする90分をお楽しみ下さい。

芸妓さんと語る花街の四季
～北野上七軒芸妓さんを迎えて～

定員50名申込締切 4/23㈫

京都の文化財を守る会 理事奥西不二

【受講料】2,808円(税込)
4/25㈭13:30～15:00

13:00 京都市営地下鉄東西線京都市役所前駅改札前

京の今昔町あるき 大谷大学非常勤講師
杉本　理

【受講料】3,024円(税込/保険料込)

13:00 京都市営地下鉄東西線京都市役所前駅改札

京都の中心地、京都市役所前から三条通、この界
隈はそこかしこに明治・大正期に建てられた貴重
な近代建築が佇んでいます。京都ハリストス教会
は1903年建築のロシアビザンチン様式の日本で
も珍しい建物。辰野金吾が携わったみずほ銀行
京都支店、旧日本銀行京都支店など、近代建築
の宝庫京都を探訪します。

「京都の近代遺産建築を訪ねて」
京都市役所界隈の近代遺産建築

定員20名申込締切 4/24㈬

大谷大学非常勤講師杉本　理

【受講料】3,024円(税込/保険料込)
4/27㈯13:00～16:00

13:00 阪急京都線大山崎駅梅田方面改札前

要衝の地天王山の山麓にある大山崎
町。サントリー工場が著名ですが、歴
史のある町です。そんな歴史を大山
崎歴史資料館で学び、室町時代に油
座をもち西日本のエゴマ油の流通を
掌握していた離宮八幡宮を訪れた
後、縁起の良い名前として人気のある
宝寺の由緒と伝説にふれます。

琥珀の里・大山崎をめぐる

定員20名申込締切 4/19㈮大谷大学非常勤講師杉本　理

【受講料】3,024円(税込/保険料込)
※当日別途入館料300円(税込)、拝観料800円

4/21㈰ 13:00～16:00

スプリングバレーブルワリー京都（京都市中京区富小路通錦小路上る高宮町587-2)
※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。

※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。
※作っ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。

※勧修寺からカフェ船越までの移動交通費は実費。

京都では、クラフトビール醸造所がトレンド。その中でも、築約
100年の町屋をリノベーションした京の台所・錦市場の近くに
ある「ＳＶＢ京都」は、豊富な種類のビールと旬な食材を使っ
た料理が楽しめるお店として多くの方で賑わう人気のお店で
す。そんなＳＶＢ京都で出来立ての6種のクラフトビールと相
性ぴったりの食を楽しみながら、ビール醸造やクラフトビール
の魅力、料理とのペアリングについてお話しをうかがいます。
また、醸造所や秘蔵の洋館もご案内いただきます。

スプリングバレーブルワリー京都
クラフトビール醸造所で学ぶ、
その魅力と愉しみ方

定員30名申込締切 6/7㈮SVBエグゼクティブディレクター岸原文顕

【受講料】4,620円(税込/飲食代込)
6/14㈮14:10～16:00

10:30 京阪本線丹波橋駅西口階段下

川添智未さんと共に日本三大酒処・伏
見の歴史と風情あふれる町並みを散
策します。酒蔵が建ち並ぶ中を歩き、
数々のお酒を試飲して、日本酒の造り
や種類、ラベルの見方、専門用語など
が楽しく学べます。また希望者は「日本
酒ナビゲーター」認定証が取得できま
す。

春らんまんの伏見めぐり
～酒蔵のまちを散策して日本酒を学ぶ～

定員15名申込締切 3/31㈰

唎酒師・日本酒学講師川添智未

【受講料】8,640円(税込/保険料・資料館見学・日本酒・昼食(酒肴)・テキスト代込)
※日本酒ナビゲーター認定料（希望者のみ）2,500円(税込)

4/7㈰ 10:30～15:00

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、城陽の老舗菓子店”松屋”の
梅を使ったお菓子をご賞味下さい。

京の最高級梅「城州白」で梅酒作り＆呑み比べ
～御菓子司 松屋の梅菓子付き～

梅の名所・青谷の老舗酒造で楽しむ

定員30名申込締切 6/18㈫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)
6/25㈫ 10:15～13:00

川勝總本家本店(京都市下京区大宮通五条上ル上五条町394)

京都老舗川勝總本家
ぬか床漬もの教室

定員30名申込締切 5/18㈯

川勝總本家

【受講料】3,672円(税込/材料費込)
5/21㈫13:30～15:00

京山城屋(京都市東山区八坂塔上田町81-2)

旨みだけではない、からだも喜ぶ七味唐辛子。
京都・八坂にある乾物専門店京山城屋にて七
味唐辛子の歴史や効能について学び、さらに自
分好みのオリジナル「国産京七味づくり」を体
験します。また、七味唐辛子がいっそう美味しく
なるお料理を召し上がっていただきます。

～京都・八坂～乾物専門店 京山城屋で
「国産京七味」の学びと体験教室

定員18名
申込締切 4/16㈫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)
4/23㈫11:00～12:30

gomacro salon(京都市中京区神明町67-3)

昔ながらの手作業で添加物を使わない美味
しいごま油作りを、三代にわたり頑固（へんこ）
に守りつづけた山田社長のお話をうかがい、
実際にごまの食べ比べ、利き油、胡麻すり実
演など、健康面でも大注目のごまを五感で感
じていただける、おいしく体のためになる講座
です。最後はごまと旬野菜をたっぷり使った

「ゴマクロサロン」のランチをいただきます。

「京都 山田製油」伝統の香りと風味
体のためになるほんまもんのごま講座

定員18名申込締切 4/8㈪

株式会社山田製油 代表取締役山田康一

【受講料】3,296円(税込/食事代込)
4/18㈭ 11:00～13:30

15:00六角堂山門前
(京都市中京区六角通東洞院西入堂之前町)

今、TV等で話題のIKENOBOYS藤井真氏
と共に、いけばなの発祥地である六角堂
と池坊会館を巡ります。その後はカフェに
てティータイム＆藤井先生によるいけば
なパフォーマンス、インスタ映えする可愛
いミニいけばな体験をお楽しみ頂きます。

IKENOBOYS 藤井 真と
春の六角堂を散策～カフェでいけばな体験

定員20名申込締切 4/23㈫

IKENOBOYS/池坊短期大学 専任講師藤井　真
JEUGIA[Basic.]

【受講料】4,536円(税込/保険料・材料費・ドリンク代込)
4/26㈮15:00～17:30

株式会社関谷染色
(京都市上京区室町通丸太町上る大門町２５９)

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
同で立ち上げたブランド「SOO」。その中の1社、関谷染色さん
は繊細な多くの工程で染め上げる「手描友禅」の技術を継承
されています。その工房で実際の職人による作業の現場を見
学いただきます。そして、2017年グッドデザイン賞受賞、京都
限定販売の絹製眼鏡ふき”おふき”作りを体験。下染めしたベ
ース生地に摺り友禅の技法を使い、ご自身のお好みの色や柄
付けをしていただきます。

本物の京友禅を身近に
SOO(ソマル)の手描き友禅工房見学と
「おふき」染色体験

定員8名
申込締切 5/25㈯

ＳＯＯ副代表 株式会社関谷染色 代表取締役関谷幸英

【受講料】3,996円(税込/材料費込)
6/1㈯ 10:00～12:00

10:00 勧修寺門前
(京都市山科区勧修寺仁王堂町27-6)

京都山科の門跡寺院勧修寺(かじゅうじ)に
て新緑のお庭を撮影します。四季を通じて
様々な表情のあるお庭をプロのアドバイス
を受けながら撮影します。午後から山科の
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。

京都山科を撮ろう! 第10弾
「新緑の勧修寺にて撮影会」

定員10名申込締切 4/17㈬

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・教材費・拝観料・ランチ代込)
4/24㈬ 10:00～15:00

11:20 京都市営地下鉄烏丸線竹田駅北改札前

3/18㈪ 11:30～16:30

白河天皇陵＆鳥羽天皇陵＆近衛天皇陵＆城南宮編

定員15名申込締切 4/8㈪

【受講料】5,076円(税込/保険料・ランチ代込)

「御室」は、宇多天皇が父である光孝天皇の意志を継いで建立した仁和寺の
代名詞です。遅咲きで有名な「御室桜」も楽しみましょう。

11:20 嵐山電鉄北野線妙心寺駅改札前

4/15㈪ 11:30～16:30

光孝天皇陵＆仁和寺＆転法輪寺編

定員15名申込締切 5/13㈪

【受講料】4,536円(税込/保険料・ランチ代込)

豊臣秀吉によって建てられた伏見城の跡地に、明治天皇陵が築かれました。
高台にある広い天皇陵の前からは伏見から宇治にかけての眺望が抜群です。

】11:05 京阪本線伏見桃山駅改札前

5/20㈪ 11:15～16:30

明治天皇陵＆乃木神社編

※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。

©京都市元離宮二条城事務所

※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。

※お菓子の写真は
　イメージです

※お料理の写真はイメージです(秋のコースより)

※お料理の写真は
　イメージです。

※当日別途交通費要。
　昼食に薬膳料理の予約可。（食事代500円～）

木村武仁と幕末を歩く第17弾

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！

※当講座では林修先生の
　お越しはありません。

ＪＲ嵯峨野線 千代川駅→八木城登山口
→八木城跡ハイキングコース（周回）
→森のステーション亀岡→谷性寺
→ＪＲ亀岡駅（歩行時間約3時間）

亀屋良長株式会社 八代目 代表取締役吉村良和
亀屋良長株式会社 取締役吉村由依子

［対象：5歳～］

【聞いて学ぶ】放置された木津川市の竹林が
流しそうめんに生まれ変わるまで

【作って学ぶ】大きな竹をカットして竹カップと
おはしを作ろう！

【食べて学ぶ】つるつるのそうめん！
上手につかめるかな？

パンの耳（京都市上京区千本通下立売下ル
　　　　  稲葉町466-4千丸シンフォニー1F）

パン消費量全国1位の京都で初心者の方にも時短で本格的なパン作りで話題の教室
「パンの耳」主宰の内村先生にご指導いただきます。ユニークで楽しいパン作りを是非体
験してください。プロ級のパンが自宅で焼けるようになります。

京都で話題の常識をくつがえすパン教室
「パンの耳」で驚きの時短パン作り

定員 各日6名申込締切 各1週間前ベーカリーコンサルタント内村浩一
【受講料】8,100円(税込/材料費込)

ふわふわフレンチトーストの
デニッシュペストリー
蜂蜜バターの塩パン

4/21㈰

ごまクリーム座布団パン
サクしっとりクロワッサン

・千切大根のサラダ
・お麩とわかめの味噌汁
・ごはん（七味ふりかけ）

4/27㈯

10:00
 ～13:00

21㈰ 21㈰ 27㈯ 27㈯
10:00
 ～13:00

寺町通の路地をめぐり、藤原定家邸宅跡、豊臣秀吉の京都改
造など、何気なく通る寺町通の奥深い歴史を追体験します。

5/19㈰13:00～16:00

「京都寺町界隈の路地と歴史を歩く」

13:00 烏丸七条交差点北東角

【受講料】3,024円(税込/保険料込)
※当日別途参観料500円

江戸初期に建立された東本願寺。江戸時代の絵図をもと
に門前町をめぐり、東本願寺別邸の渉成園を訪ねます。

5/31㈮13:00～16:00

「京都の門前町と名勝の庭園をめぐる」

申込締切
5/16㈭

申込締切
5/28㈫

定員
20名

定員20名

川勝總本家が、家庭でできるヌカ漬の作り方をお教え
します。 長持ちさせるコツ、おいしく漬ける秘訣など長
年培ったアイデアと豊富な知識を皆さまに伝授いたし
ます。安心して食べれるおいしい漬物を手作りしてみ
ませんか｡教室で漬けられ
た漬物は樽ごとお持ち帰り
いただくか、クール宅急便で
の配送も可能です。（別途、
送料を頂戴します。）
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