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13:00 JR琵琶湖線近江八幡駅改札前(13:10発長命寺行バスに乗車） ※現地解散となります。

2018年7月より醸造を開始した創業間もない醸造所。オーストラ
リア出身のSeanとモンゴル出身のBatoが立ち上げ、個性溢れる
ビールを数多く醸造しています。今回は数種類のビールを試飲し
ながら、工場見学やビールについてのセミナーを行います。実際
に使用している設備を目の前にし、工場の雰囲気とビールをお
楽しみいただけます。すでにビールがお好きな方もこれからビー
ルを知りたい方もご参加お待ちしています。

近江八幡のブルワリー（ビール醸造所）見学と
できたて樽生ビールを堪能！

定員25名申込締切 4/14㈰二兎醸造株式会社　醸造士大谷典弘

【受講料】3,850円(税込/保険料・材料費込)
※当日別途バス代220円(税込) ※当日別途

　バス代590円(税込)

4/21㈰ 13:30～15:30

12:00 近江鉄道八日市駅改札前（12:15発永源寺行バスに乗車） ※現地解散となります。

日登美美術館は日登美（株）の創業者・図子
礼三氏が、故郷の地で自身のコレクションを
保存・公開することを目的にした美術館。
英国陶芸家バーナードリーチのコレクショ
ンでは日本最大級と言われており、約300点
を所蔵。そして、ワイナリー見学、天然酵母
パンとワインのテイスティングと1回で3度愉
しめるお得な一日講座です。

～創設者秘蔵のコレクションを見学！～
ヒトミワイナリーをまるごと満喫

定員20名申込締切 5/19㈰ヒトミワイナリー

【受講料】3,850円(税込/保険料・入館料・材料費込)
5/26㈰13:00～15:00

9:50 JR琵琶湖線守山駅西口前

［対象：3歳～］

国内で動態保存車は３台しかないと言わ
れているボンネットバス「いすゞ自動車の
ＢＸＤ２０」。現在も走行している大変貴
重なボンネットバスの見学を致します。
『二輪工房』村田一洋氏よりバスを所有す
るまでの軌跡やとっておきの秘話を楽しく
伺います。当日は、他にもレトロな三輪トラ
ック等を観覧させていただきます。

日本で希少なボンネットバスの見学と
所有者「二輪工房」村田一洋氏のお話

定員25名申込締切 4/16㈫二輪工房村田一洋

【受講料】こども(小学生以下）1,620円(税込) 大人3,240円(税込)
4/20㈯10:00～12:00

JEUGIAカルチャーセンター大津テラス

狸の置き物で有名な信楽焼は、長い歴史と文化で日本六古
窯のひとつに数えられています。その良質で伝統ある信楽土
で自分だけのカップと器（カップ＆ソーサー）を作ってみませ
んか。自分で作った器は食卓をより豊かに楽しくします。

伝統の信楽焼で陶芸体験
自分だけの器をつくろう

定員10名申込締切 5/19㈰

窯元作家　みのる窯松川　実

【受講料】4,944円(税込/材料費込)
5/26㈰ 13:30～15:30

9:50 鶴屋吉正(滋賀県守山市守山2丁目2-45)

鶴屋吉正は、中仙道守山宿でお茶屋として江戸時
代から続き、現在は週に2日しか開かない幻の和菓
子屋さんとしても有名です。そのギャラリーの一角
で茜（あかね）を使って草木染めで素敵なスカーフ
を作ります！出来上がったあとは和菓子とお茶で一
服してください。

『鶴屋吉正・ギャラリー美秀』で
茜（あかね）を使って草木染めのスカーフ作り

定員10名申込締切 5/18㈯

草木染め萌木小宮山美恵・萩原恭子

【受講料】5,616円(税込/材料費込)
5/22㈬10:00～12:00

10:20 JEUGIAカルチャーセンター
イオンモール草津

「トルコランプ」は、トルコの宮殿やモスク
を飾っていたエキゾチックな美しいランプ
です。ガラスのパーツを一枚一枚貼り付
けて、ご自分のお好みの色やデザインで
作れる講座です。色とりどりに鮮やかな、
幻想的な光を放つトルコランプを作って
みましょう！

湖北八景・醒井宿「みやび庵」の出張レッスン！
エキゾチック・トルコランプ作り

定員15名申込締切 4/10㈬みやび庵澤　信代 ・ 大野宏美

【受講料】12,096円(税込/材料費込)
4/14㈰ 10:30～12:30

12:40 JR琵琶湖線草津駅改札前（西口寄り）

繭から作り出す様々なもののお話を織り交ぜな
がら近江の伝統職人技、手引き真綿（まわた）の
ひざかけを作ります。まゆ玉から作った角真綿を
手で引き伸ばし何枚も重ねて作るので、ふわふわ
で軽く体に優しい暖かなひざかけができあがりま
す。冬だけでなく、オフィスの冷房対策としてもお
使いいただけます。

～ずっと使い続けたくなる～
シルク真綿（まわた）のひざかけを手作りで！

定員4名申込締切 5/24㈮

ふとんのフジタ店主藤田哲浩

【受講料】4,160円(税込/材料費込)
※当日別途交通費

5/31㈮ 13:00～15:00

ヴォーリズ建築の魅力を探検！

京都感動案内社副代表二村盛寧
10:50 石山寺東大門前(大津市石山寺1-1-1)

紫式部の像、供養塔・松尾芭蕉の句碑・島崎藤村の歌碑など、古
来より石山寺をめぐって生み出された文学の足跡を中心に訪ね
ます。「小倉百人一首」53番で夫との確執を「蜻蛉日記」作者藤原
道綱の母が詠っています。「蜻蛉日記」には石山寺を訪ねたときの
様子が載っていますが、現代に通じるところがあると思われます。
事前の解説、その後境内を散策しながら現地でそれぞれの逸話
をお楽しみ下さい。昼食は石山寺門前「湖舟」にて名物志じみめし
を頂きます。今は貴重な瀬田志じみを赤出しで味わって下さい。

近江文学散歩[石山寺]と名物志じみめし
～藤原道綱の母・紫式部・松尾芭蕉・島崎藤村など～

定員20名申込締切 3/15㈮

近江の文学道先案内人いかいゆり子

【受講料】4,644円(税込/保険料･食事代･拝観料込)
3/22㈮11:00～14:30

11:00 近鉄奈良線奈良駅 行基像前

関西ミシュラン星獲得店で著名人も御用
達！なかなか予約の取れない名店蕎麦
【玄】でお昼の時間をゆったり過ごして頂
けます。そば二種食べ比べや蕎麦掻や甘
味、そして季節を感じて頂ける今回限り
の限定メニューもございます。店主のお
蕎麦のお話を聞きながら楽しく美味しく
舌鼓を打ちませんか。

関西ミシュラン星獲得店
名店蕎麦【玄】で舌鼓！

定員15名申込締切 3/11㈪蕎麦玄　店主島﨑宏之

【受講料】5,188円(税込/食事代込)
3/22㈮ 11:00～13:30

13:00 近鉄橿原線田原本駅東改札前

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。昔ながらの手ごね製法
で、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。人気のお味噌を食
べ比べる試食会も開催！美味しい甘酒も
ご用意いたします♪

創業260年手造りの味
「嶋田味噌」手前みそ作り講座

定員30名申込締切 4/13㈯

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)
4/20㈯13:30～15:30

ガーデン雑誌やインテリア雑誌などで紹介される、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2本のタッセルにアーティフィシャルフラワー
でアレンジした飾りを作りましょう。マダムトヨコ手作り
のシフォンケーキ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
～大人上品なタッセルの花飾りを作りましょう～

定員 各6名申込締切 5/5㈰フラワーコーディネーター白桃美以子

12:00 近鉄奈良線奈良駅 行基像前

奈良を代表する近代建築の数々の歴史を紐解きなが
らめぐる散策ツアーです。ツアーコースには、歴史深い
奈良ホテル内の見学も含まれており、南都銀行本店で
は屋内に入り普段非公開の場所も特別にお見せ頂け
ます。菊水楼の名店うな菊でのオリジナル蒲焼御膳も
お召し上がりいただける盛りだくさんのツアーになっ
ております。

奈良ならでは
ユニークな近代建築

定員15名申込締切 3/13㈬

奈良まほろばソムリエ入矢 啓

【受講料】5,052円(税込/食事代込)
3/20㈬ 12:00～16:30

13:00近鉄橿原線西ノ京駅改札口前

鑑真和上が建立した唐招提寺。現在も残る天平伽藍
は、古代寺院の景観を現在に伝えています。古代日本
の歴史を追体験します。大和郡山城は豊臣秀吉の実
弟秀長により整備された当時百万石の城。その後江
戸時代中期には柳沢吉保の子吉里が甲府より転封さ
れました。兵（つわもの）の城の面影を探訪します。

天平の寺院と大和の古城をめぐる

定員20名申込締切 4/11㈭

大谷大学非常勤講師杉本　理

【受講料】3,024円(税込/保険料込)
※当日別途拝観料600円

※当日別途入館料 大人400円(税込)、15歳以下200円(税込)

4/13㈯13:00～16:00

13:00 近鉄大和西大寺駅2階
南出口改札前

天平文化の花咲く時代に平城京に建立され、鎌倉時代
に中輿の祖叡尊により中世寺院として整備された西大
寺。奈良時代末に建立された伎芸天で有名なお寺秋
篠寺。そんな大和の古寺を訪れます。

大和の古寺をめぐる

定員20名申込締切 3/22㈮

大谷大学非常勤講師

西大寺

西大寺

西大寺

西大寺

杉本　理

【受講料】3,024円(税込/保険料込)

※当日別途拝観料西大寺400円、秋篠寺500円

※当日別途大阪城入館料600円(税込)

3/24㈰ 13:00～16:00

13:00 JEUGIAカルチャーセンター堺タカシマヤ（堺市堺区三国ヶ丘御幸通59 堺タカシマヤ地下1階）

写真フィルム国産化を進めた「大日本セルロイド株式会社」と「東洋乾板
株式会社」が創立され今年でちょうど100年に当たります。デジカメとは
違い1ショットが貴重で、現像まで出来栄えが分からないフィルムカメラ
を楽しんでみませんか。今回は堺で生まれ育ったカメラマン雨樹一期氏
と堺東を歩き回りながら町並みを再発見していただきます。フィルムカメ
ラならではの撮影方法も教えてもらえる楽しく懐かしい講座です。家で昔
のカメラが眠っている方、親子で楽しんでみたい方、大歓迎です。　　　

堺にフィルム工場が誕生して100周年！
フィルムカメラで堺の町並み撮影

定員10組申込締切 3/31㈰プロ・トイカメラマン雨樹一期

【受講料】3,564円(税込/保険料込)
    親子ペア4,644円(税込/保険料込)

4/6㈯ 13:00～16:00

10：15 近鉄長野線富田林駅改札前

江戸時代以前からの町並みが
残り歴史情緒ある富田林寺内
町(じないまち）へ。地元野菜を
使ったおしゃれランチとカフェ
タイムをはさみ、ぶらり歩き・フ
ォト散策をお楽しみください。
スマホや携帯での撮影もOK
です。気軽にご参加ください。

富田林春の寺内町
ぶらりフォト散策

定員13名
申込締切 3/28㈭

写真家柏尾浩司

【受講料】3,024円(税込/保険料・食事代込)

4/4㈭
10:30～15:00

10:00 JR環状線大阪城公園駅改札前

大阪のシンボルとなっている大阪城
天守閣と、約100品種・1200本もの梅
が咲く梅林。明るい春の日差しのなか
を散策して、思いのままに短歌を詠み
ましょう。歌を詠んだ後に、ランチをお
楽しみいただき、一首一首の歌につ
いて丁寧に講評します。

～「塔」編集長 松村先生と一緒に～
春香る大阪城の梅林で短歌を詠む

定員8名申込締切 2/28㈭「塔」編集長松村正直

【受講料】6,738円(税込/保険料・食事代込)
3/7㈭ 10:00～15:00

13:00 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)

ザ・リッツ・カールトン大阪で楽しむ
“紅茶で読み解くビクトリア女王時代のイギリス史”
～アフタヌーンティー付き～

日本最古の名醸地・摂津富田郷にある酒蔵

日本酒もビールもお好きな“よくばりさん”必見！

定員15名申込締切 4/14㈰わさびラボ代表、アートナビゲーター小林佳子

【受講料】9,200円(税込/アフタヌーンティー代込)
4/19㈮13:00～15:00

壽酒造株式会社（大阪府高槻市富田町3丁目26-12）
※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。

創醸1822年、大阪の銘酒を守り続ける壽酒造。「國乃長」をはじ
めとする清酒だけでなく、大阪で初めて地ビール醸造を、また
大阪の清酒蔵で初の焼酎製造を始められ、地酒蔵だからこそ
挑戦できるユニークな商品開発をされています。3月の蔵開き
直後の日本酒蔵と、特別にこの時期のビール蔵をご案内いた
だき、その後日本酒とビールの試飲を愉しみます。

壽酒造で日本酒＆ビールの
よくばり酒蔵見学と試飲を愉しむ

定員25名

申込締切
3/7㈭

壽酒造株式会社寺田圭佑 壽酒造株式会社 杜氏富田祐介

【受講料】4,536円(税込)
3/14㈭ 13:30～15:00

トラとウサギの茶飯事(堺市堺区二条通2-18) 

トラとウサギの茶飯事
～五ツ星お米マイスターが教える
おいしいお米の炊き方・食べ方講座

定員10名申込締切 4/18㈭五ツ星お米マイスター城　敏之

【受講料】4,500円(税込/軽食代込)
4/25㈭11:00～13:00

10：15 近鉄奈良線 河内小阪駅改札前

菜の花ロードを通って司馬遼太郎記念館を訪問。お昼は、1日
1組限定のフレンチシェフのお店「ami de kikuya」でランチを。
食後は、地元東大阪の美味しい珈琲の魅力をシェフより。
最後に田辺聖子記念館を訪問し文学の世界に再度浸ってい
ただけます。

春の河内小阪で文学に出会う＆
フレンチシェフが語るご当地珈琲の魅力
～菜の花ロード～

定員6名申込締切 2/17㈰

食を伝えるフレンチシェフ Gourmanist 代表吉野たかゆき

【受講料】3,996円(税込/保険料・食事代込)
※当日別途入館料500円(税込)

2/23㈯10:30～14：00

12:10 大阪メトロ御堂筋線本町駅 1番出口

戦前の日本外交の舞台となった国の重要文化財
「綿業会館」の食堂で歴史を感じながらフレンチ
コースをお召し上がりいただいた後、館内を貸切
でご案内。その後、大正10年創業、大阪で一番古
い喫茶店「平岡珈琲店」でドーナツと珈琲をいた
だきながらオーナーより「大阪おもしろ歴史講座」
をお聞きください。

近代美術建築の傑作「綿業会館」&
大阪100年の歴史～平岡珈琲の魅力～

定員18名申込締切 4/12㈮

平岡珈琲代表
日本綿業会館ガイド
小川流水

【受講料】5,084円(税込/保険料・食事代込)
4/19㈮ 12:30～16:00

10：50 大阪メトロ堺筋線恵美須町駅南改札口前

新世界をガイドと一緒に「へーほー」
したあとは「大阪割烹」料理を新世界で！
リーズナブルで手軽、でも本格的な
「大阪割烹」を体験しませんか。
新世界で粋な時間をお過ごしください。

大阪新世界で
本格割烹料理の魅力を味わう

定員10名申込締切 5/10㈮

大阪案内人ガイドおくむらたけすけ

【受講料】4,228円(税込/保険料・食事代込)
5/17㈮11:00～13:00

13:25 切子工房 昌榮
（大阪市北区西天満5丁目14-7和光ビル103）

観賞の美と用の美を併せ持つ『天満切子』
工房見学と切子グラス制作体験

定員10名申込締切 3/25㈪

切子師西川昌美
【受講料】3,024円(税込/材料費込)
3/29㈮13:30～16:30

9:00 阪急バス「千里中央」4番乗場

勝運の寺「勝尾寺」で
勝だるまの絵付け体験

定員20名申込締切 5/17㈮

箕面観光ボランティアガイド

【受講料】4,504円(税込/保険料・入山料・食事代込)

※当日別途バス代片道490円(税込)
　勝ダルマ2,000円(税込)～

5/24㈮ 9:00～13:00

10:00 ＪＲ阪和線和泉砂川駅改札前

熊野（紀州）街道を彩る信達宿の野田藤は、1本の木に
4万本の花がつき、あたり1面に芳香が漂います。
藤の鑑賞と貴人の宿泊所として信達宿が形成されて
きた「熊野街道」の景観や最寄の名所を楽しみましょ
う。泉南市の歴史散策の後は、「魚割ぽう うお政」の会
席ランチをお楽しみいただきます。

信達宿の野田藤鑑賞と
熊野街道(紀州街道）の
歴史文化ウォッチング

定員20名申込締切 4/19㈮

ボランティアガイド泉南案内人の会

【受講料】5,184円(税込/保険料・食事代込)
4/26㈮10:00～14:00

アゼリアカルチャーカレッジ
(大阪府池田市天神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。今年で20回目を迎
えます。池田市の地名にちなんで「石橋（しゃっき
ょう）」を演じます。白・赤獅子の親子が出てきて
勇壮に舞います。当日使用する装束、小道具、能
面など詳しく説明をいたします。解説を聞き、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20名申込締切 5/10㈮

観世流能楽師井戸良祐 文楽技芸員（人形遣い）

【受講料】1,836円(税込)
5/13㈪ 13:00～15:00

10:00 国立文楽劇場(大阪)正面入口前（大阪市中央区日本橋1-12-10）

開場35周年を迎える国立文楽劇場で
『4月文楽公演』を楽しむ
～観劇前の解説付き～

定員20名申込締切 4/8㈪

【受講料】10,800円(税込/観劇・お弁当・プログラム代込)
4/16㈫ 10:15～15:00 〈11:00～観劇〉

9:40 大阪メトロ御堂筋線淀屋橋駅1番出口

行ってみたいけど…、一人では行きづらい…
弁護士岡本大典先生が裁判傍聴と講評を担当させていただきます。
傍聴後、洋食倶楽部ENにてランチ、その後は国の重要文化財であ
る、大阪市中央公会堂にて講評を頂きます。大変貴重な建物の中に
お入り頂き、一室をお借りいたします。裁判は当日に発表されますの
で、傍聴内容は当日決定となります。

弁護士と行く裁判傍聴＆
重要文化財大阪市中央公会堂にて講評
～ランチはオシャレな洋食倶楽部ENへ～

定員15名申込締切 4/17㈬

弁護士岡本大典

【受講料】3,672円(税込/保険料込)
※当日別途ランチ代実費

4/24㈬10:00～15:15

12:50 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）

ザビエル先生のストレッチでは、体の癖や歪みを知り、ストレッチトレー
ニングを取り入れ、体の矯正をしながら、柔軟で芯のある体作りを目指
します。体の弱い部分や、柔軟性を高めたい筋肉等、部位別に効くストレ
ッチもご紹介していきます。その後は関西最大級GRAVITY RESEARCH 
NAMBA-Bでのボルダリングを楽しんで頂きます。2020年東京オリンピ
ックの新競技に選ばれたりと、よく耳にするようになった『ボルダリン
グ』。初心者の方でもOK！安心してお楽しみ頂けます。魅力はなんと言っ
てもゴールした時の達成感。そして仲間と登る楽しみです。体幹が鍛えら
れ、シェイプアップにもなります。もうやみつきになるかも！？

～フランシスコ・ザビエル先生指導ストレッチ付き～
関西最大級GRAVITY RESEARCH NAMBA-Bで
ボルダリングを楽しむ

定員15名申込締切 4/4㈭

モデル・ビューティー＆ライフアドバイザーフランシスコ・ザビエル・ギジェン

【受講料】4,212円(税込/保険料・レンタル料込)
4/14㈰13:00～16:40

11:00 JR芦屋駅改札口

芦屋マダム御用達のイタリア料理店『BOTTEGA 
BLUE』。今回のランチはICCJ第7回イタリア料理
コンクールで優勝した時のパスタ「ニラベーゼ」
をメニューに加えた特別ランチです。オーナーシ
ェフのお話とともにいただきます。「となりの人
間国宝」認定や数々のTVにも取り上げられたこ
の店内を彩るオーナーの奥様（チョークアーティ
スト）の作品も格別です。

春の芦屋で兵庫県産食材を使った
絶品イタリアンランチはいかが！

申込締切
3/29㈮

定員18名
BOTTEGA BLUE オーナーシェフ大島隆司
チョークアーティストYOSHIKO

【受講料】5,600円(税込/体験料・ランチ代込)
4/3㈬11:00～13:30

10:00 JR山陽本線舞子駅改札口

明石海峡大橋を望む舞子公園で
フォトレクチャー

定員12名申込締切 5/10㈮写真家森田伸寛

【受講料】5,900円(税込/入館料・ランチ代込)
5/17㈮10:00～14:00

12:50 神戸市役所1号館24階展望ロビー

神戸開港・明治維新から150年が経ちました。神戸は、
海の向こうからの人・モノ・文明が流れるように入ってく
る、その窓口となってきました。また、それらを受入れ定
着させた街でもあります。そうした近代化の波、そして戦
災や大震災など、歴史の大きなうねりに翻弄されながら
も、その都度立ち上がり、生まれ変わってきた神戸の街。
神戸近代化の主たる舞台を中心に、その経緯や痕跡を
たどってみましょう。

神戸学マイスターと歩く 第5弾
神戸近代化の痕跡を歩く

定員10名申込締切 4/17㈬

神戸学マイスター藤井さち子

【受講料】3,240円(税込/保険料込)
※カフェ代各自(予定)

4/20㈯13:00～16:30

13:00 阪急宝塚線宝塚駅改札口

歴史と文化の香る宝塚。その宝塚市小浜
は、戦国時代は真宗寺院を中核とする寺
内町として成立し、江戸時代は宿場町と
して栄えた場所です。実際に訪ねて町の
歴史と文化を追体験します。
さらにクールジャパンの日本アニメの先
駆者手塚治虫の記念館を訪れます。

宝塚の歴史と文化をめぐる

定員20名申込締切 5/24㈮大谷大学非常勤講師杉本　理

【受講料】3,024円(税込/保険料込)
※当日別途入館料700円(税込)

5/26㈰ 13:00～16:00

立花ガーデン(広島県尾道市向島町立花287-1)

目前に広がる瀬戸内の美しい景色につつまれながら、
立花ガーデンでヨガレッスン。ヨガの後は胃腸を整え、
腎臓や肝臓のメンテナンスのための講師特製スムージ
ーとデトックスの小豆スープ。そして、尾道山手の「ネコ
ノテパン工場」の当日限定スペシャルなパンとガーデ
ン内の工房「コサクウ」のジャムを一緒にいただきま
す。初夏へと向かう身体をおいしく愉しく整えましょう。

～絶景 尾道・立花ガーデンで～
朝ヨガとデトックスごはん

定員20名申込締切 4/14㈰

国際ヨガ協会　尾道学園学園長
「あいまい母さんのヨガとごはん」主宰髙原香枝子

【受講料】4,320円(税込/保険料・食事代込)
4/21㈰ 8:30～11:00

ここは、大阪・兵庫・広島の特集です。ここは、滋賀・奈良・大阪の特集です。

※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。 ※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。

13:00 JR琵琶湖線近江八幡駅改札口前

13:00 JR琵琶湖線安土駅改札口前

【受講料】3,216円(税込/保険料/入館料込)

【受講料】3,716円(税込/保険料/入館料込)

※当日別途バス代220円(税込)

※当日別途交通費800円程度、飲食代

ヴォーリズの活躍した近江八幡に、ヴォーリズ建築を訪ねます。通常
非公開のウォーターハウス記念館、アンドリュース記念館の２棟を
中心に、散策をしながらヴォーリズ建築をご覧いただきます。

安土にある大正時代のヴォーリズ建築、
伊庭邸を訪ねます。クラブハリエ 日牟禮
館特別室は、ヴォーリズ建築、旧忠田邸
を用いたものです。素敵なティータイム
をお楽しみ下さい。

4/28㈰13:00～16:00

5/28㈫13:00
 ～16:30

ウォーターハウス記念館・アンドリュース記念館編

安土伊庭邸　クラブハリエ 日牟禮館特別室編
定員15名

申込締切
4/21㈰

定員15名

申込締切
5/21㈫

※お料理の写真は
　イメージです。

トヨコハウス（近鉄高の原駅徒歩10分）

（当日の開花状況による）

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

②PMの部13:30～15:30

摘みたての薔薇の花のプレゼント付き

※アフタヌーンティーの写真はイメージです。

19世紀発祥のアフタヌーンティーは当時は社交の場で広まるなど
上流階級のものでしたが今では多くの方に愛されています。今回
は発祥当時のイギリスの貴族文化が垣間見れるザ･リッツ・カール
トン大阪のザ･バーを貸しきって、前回講座でもご好評の小林先生
に解説いただきイギリスに紅茶がもたらされてから19世紀ビクト
リア女王の頃までの歴史を、関係ある絵画（主に肖
像画）とともに味わいます。オリジナルのアフタヌーン
ティーメニューをご用意してお待ちしております。

毎日の食卓に欠かせないお米。日常で当たり前のお米の素
晴らしさを「となりの人間国宝さん」に認定された五ツ星お
米マイスターから学んでみませんか。 ご家庭にあるお米を
おいしく炊くコツから食べ方まで、楽しく
レクチャー。講座の後は実際にごはんの
食べ比べができます。お米が大好きにな
る講座です。 軽食・お土産（土佐天空の
郷２合）付

※お料理の写真は
　イメージです。

大阪天満宮正門脇には「大阪ガラス発祥の地」の石碑がありま
す。数十年前まで天満界隈には多くのガラス工場や切子屋が立
ち並んでいましたが、時代の流れと共に次々と廃業していく中、
大阪ガラスの伝統を残したいとの思いから従来の切子に独特の
輝きを与えたのが「天満切子」です。飲み物を注ぎ、器の内側から
覗き込むと底の模様が側面に映り込み万華鏡の様に輝き、使う
たびに魔法の様に美しく変化する光の華を楽しんでいただくこと
ができるのが、天満切子の最大の魅力です。魅力
ある天満切子の工房見学とグラス制作体験に是
非参加ください。※体験時は透明のグラスを使用
します。

「勝運の寺」として信仰を集めている勝尾寺。8万坪の広い境内
には、勝運成就したダルマが所狭しと奉納されてい
ます。シャクナゲなど季節の花を楽しんで、ダルマの
目に願いを込めた絵付けで夢をかなえましょう。
祈願の後は、勝尾寺 「花の茶屋」でお弁当をお楽し
みいただきます。

文楽は日本を代表する伝統芸能の一つで、太夫・三味線・
人形が一体となった総合芸術です。太夫、三味線、人形遣い
の「三業」で成り立つ文楽。舞台中央の人形たちは、ときに
はダイナミックに、ときには繊細な動きをみせ、観る者を惹きつけます。そして文楽の要で
ある太夫の語り。その語りに三味線の演奏が加わり、人形が舞台を彩ることで物語が進ん
でいきます。観劇前に技芸員による解説をして頂きますので、初めて文楽を観劇される方
も楽しんでいただけます。この機会に無形文化遺産の人形浄瑠璃文楽に触れてみません
か。※観劇途中の休憩時にはお弁当も準備しています。

チョークアー
ト

体験付き

※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。

※雨天時は5/24㈮

初の兵庫県立都市公園として開園した舞子公園
で撮影をレクチャー付で楽しみます。世界最長の
吊り橋で別名「パールブリッジ」の愛称がある明
石海峡大橋や登録有形文化財に登録されてい
る旧木下家住宅・旧武藤山治邸で館内撮影もします。撮影
後はかつての有栖川宮別荘地であり皇室縁の地、舞子ビラ
神戸で優雅なひとときを。ホテル最上階「KEY WEST」でお食
事をお楽しみいただきます。
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お酒2本のお土産つき

※お料理の写真はイメージです。
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