
1,620円会員 1,620円会員

1,620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 3,564円会員

4,784円会員

3,000円会員
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2,120円会員 4,700円会員
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4,968円会員 5,928円会員

3,456円会員

3,348円会員 3,768円会員 4,104円会員

5,508円会員 3,592円会員
4,104円会員

大人1,080円会員 3,268円会員

12,864円会員

2,160円会員

3,672円会員

7,320円会員
2,700円会員

ここは、中部と、九州の特集です。ここは、全国のおひるねアートと香川、東北・北越と関東の特集です。

JEUGIAカルチャーセンター高松
(香川県高松市常磐町1丁目3番地1 瓦町FLAG10階)

香川県高松市の牟礼、庵治のみで産出される「庵治
石」。気品のある美しさ、高い耐久性、細かな細工にも
耐えられるという希少性の全てを兼ね備えた世界一の
石材とも言われています。そんな庵治石を使いお部屋
の中でも気軽に使える自分好みの石のあかりを作って
みませんか。石からこぼれる灯りは温かみがあり、お部
屋をおしゃれに演出してくれます。

庵治石で作る石あかり

定員10名申込締切 4/14㈰(有)中村節朗石材　代表取締役

※小鉢は焼きあがり後、着払いにて
　郵送させていただきます。

中村卓史

【受講料】1,728円(税込)
※当日別途材料費2,000円(税込)

JEUGIAカルチャーセンター高松
(香川県高松市常磐町1丁目3番地1 瓦町FLAG10階)

【受講料】1,728円(税込)
※当日別途材料費1,620円(税込)

4/21㈰10:30～12:30

香川県で産出される”サヌカイト”、通称”カンカン石”を粉末に
し、土に混ぜ込み焼いた物が”サヌカイト陶器”。世界で初めて
サヌカイトを使用した焼き物です。その”サヌカイト陶器”の小
鉢に絵付けをしていただきます。また、同じ焼き物を微調整し
音階をつけた楽器”サヌカイ陶琴”の演奏を聴きながら無農薬
栽培のハーブティーをいただきます。春の午後に癒しの音色。
世界初を是非ご体感下さい。

サヌカイト陶器の絵付けと
サヌカイ陶琴の調べ

定員10名申込締切 4/11㈭一般社団法人サヌカイトの里理事長野田大燈

4/21㈰ 13:30～15:00 13:00 西武鉄道新宿線東村山駅改札前

1596年に江戸で、初代豊島屋十右衛門が酒屋兼一杯飲み
屋の商いと白酒の醸造を始め、昭和初期に、現在の東京都
東村山市に設立された老舗の豊島屋酒造で蔵見学後に、
試飲をしながらお箏の演奏をゆっくりお楽しみ頂きます。

～東京一の老舗！～「豊島屋酒造」
酒蔵見学･試飲とお箏のほろ酔いコンサート

定員20名申込締切 5/18㈯

豊島屋酒造スタッフ
生田流箏演奏教授柿堺　恵

【受講料】4,320円(税込/保険料込)
※当日別途バス代、ドリンク代（追加の場合）

5/25㈯13:30～16:00

10:00 NEKTON大船
(神奈川県鎌倉市大船1-12-10湘南第5ビル4F)

香り立つ御朱印帳を作り、その足で、古事記・日本
書紀にも登場する日本武尊（やまとたけるのみこ
と）を祀った、横須賀の「走水神社（はしりみずじん
じゃ）」へご案内致します。初夏のひととき、古に思
いを馳せ、充実した時間を過ごしませんか？
（神社では長い階段がございます）

香り御朱印帳づくりと走水神社参拝
有名スピリチュアリストが「女性におすすめのパワースポット」と賞賛★ご利益に期待☆

定員12名申込締切 4/29㈪

香司（和の調香師）西島　紫

【受講料】4,803円(税込/保険料・材料費込)
※当日別途神社までの交通費実費

HP掲載画像HP掲載画像

※当日別途ランチ（お茶）代

※当日別途交通費・食事代・有料施設入場料
※当日別途交通費・食事代・有料施設入場料

※当日別途入館料
　おとな410円(税込)
　こども(小中学生)100円(税込)

※水族館には9:30からお入りいただけます。

［対象：3歳～］

5/14㈫10:00～13:00

さいたま水族館 おさかなルーム(埼玉県羽生市三田ヶ谷751-1)

水族館で大人気手作りグラス水族
館をこの日だけのオリジナルデザイ
ンで作ります。楽しい春休みの思い
出を一緒に作りませんか。水族館で
は、当日特別展を開催中です。

さいたま水族館で“大人気”
手作りグラス水族館を体験

定員40名申込締切 4/4㈭日本サンドペインティング協会 講師

※写真はイメージです。

田村友莉香

【受講料】1,944円(税込/材料費込)
4/6㈯10:00～12:00

JEUGIAカルチャーセンターイオンモール八千代緑が丘
(千葉県八千代市緑が丘2丁目1-3 イオンモール八千代緑が丘3F)

千葉県には、おいしい食材がたくさんあり
ます。健康的、本格的なカレーで自然の
恵みを楽しみましょう！デザートは落花生
を使ったティラミスです♪カレーの作り方
の基本、スパイスの効能や、使い方などを
まとめたオリジナルレシピ付。

～千葉県の食材を楽しむ！～
スパイスから作る野菜カレー

定員20名申込締切 4/4㈭からだにうれしい料理研究家鹿沼聡美

JEUGIAカルチャーセンター多摩センター
(東京都多摩市落合1-46-1ココリア多摩センター6F)

【受講料】5,660円(税込/材料費込)
4/14㈰11:00～13:30

11：00 都営大江戸線 赤羽橋駅 赤羽橋口改札

大好評占い師・銀谷先生と寺社
を訪れるシリーズ、春の東京タ
ワーの周辺散策です。先生と一
緒に街を歩きながら春の１日
を過ごしてみませんか？今回
は、増上寺を中心に、その周辺
のパワースポットを巡ります。

～占い師・銀谷先生と行く～
春の東京タワー周辺散歩

定員8名申込締切 4/10㈬

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)
4/17㈬11:00～13：30

※当日別途食事代、有料施設入場料
11:00 日比谷線三ノ輪駅
(中目黒側）改札前

今、巷で女性人気が高い吉原
を案内します。残された史跡を
散策しながら、その時代の吉原
の女性たちの生き方を話しま
す。史跡めぐりをしながら、美味
しいランチを楽しみましょう！

～占い師・銀谷先生と行く～
吉原探訪

定員15名申込締切 5/27㈪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】3,888円（税込/保険料込)
6/3㈪11:00～14:00

歌舞伎や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、 実際に観たり、聴いたりしたことがない方、また
は観に行きはじめた方、 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方、 知識や経験の多少
は問いません。すべての方々が参加できる講座です。

～多摩で学ぶ～三七郎の邦楽サロン
日本伝統芸能の楽しみ方

定員15名申込締切 5/29㈬邦楽演奏家塩原紀政（杵屋三七郎）

【受講料】3,888円(税込)
6/5㈬ 19:00～20:30

10:00 東京メトロ日比谷線広尾駅
（ホーム中目黒側の改札前の広い場所）

広尾をスタートし、有栖川宮記念公園から六本木ヒルズ、
麻布十番をめぐります。六本木ヒルズはオープンから15
年が経過した今も情報の発信基地として注目され続け、
一方の麻布十番は思わず足を止めたくなる粋でお洒落
な店が建ち並ぶ下町です。新旧二つの東京を堪能できる
コースとなっています。

新旧の東京、
六本木ヒルズから麻布十番

定員15名申込締切 2/25㈪

フリーライター千本木亨雄

【受講料】3,888円(税込/保険料込)
【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
【受講料】3,888円(税込/保険料込)

3/4㈪ 10:00～14:30

10:00 東武日光線新栃木駅改札前

川越、佐原とともに小江戸と称される栃木。その発展は
元和３年徳川家康が日光山に祀られ、例幣使の宿場町
となったことにはじまります。さらに巴波川の舟運による
江戸との交易が商都としての栃木発展の原動力となりま
した。栃木の蔵の街並みは、かつての栄華を極めた豪商
たちの歴史が築いたものなのです。

小江戸栃木、蔵の街

定員15名申込締切 3/25㈪ 定員15名申込締切 5/13㈪

フリーライター千本木亨雄 フリーライター千本木亨雄

4/1㈪ 10:00～16:35

10:00 都営新宿線浜町駅改札前

日本橋周辺は戦火を逃れた地域で、江戸時代の町割り
がそのまま残っています。その代表が甘酒横丁で、一歩
足を踏み入れれば下町情緒を堪能できるでしょう。
また五番街道の起点である日本橋は江戸文化の中心で
もあり、職人技と美食の伝統は今も残っています。
近年はここを舞台とした映画も多く撮影されています。

甘酒横丁から
大江戸日本橋

5/20㈪10:00～14:30

12:50 覚王山のチーズ屋さん「メルクル」
(名古屋市千種区山門町1-47)
地下鉄「覚王山」1番出口徒歩3分

いいワインとは？食事とワインに順序はあるのか？
人間の叡智の結晶であるワインの理論をわかり易く学び、
ワインの謎に迫ります。また、ランチを食べながらチーズや
はちみつにも詳しくなります。ご参加頂いた方には、著者
サイン入りの著書をプレゼント致します。

「ワインの謎解き」著者が語る
ワインとチーズ＆はちみつセミナー

定員10名申込締切 5/7㈫

作家　ワイン研究家安間宏見

【受講料】5,000円(税込/食事・ワイン代込)
5/14㈫ 13:00～15:00

JEUGIAカルチャーセンターイオンタウン千種
(名古屋市千種区千種 2-16-13 イオンタウン千種2F)

みそ、たまりしょうゆなど大豆加工食品で有名な愛知、他にも美
味しい大豆製品があります。今回は、お豆腐の物語、食べ比べ
等、試食やレシピのご紹介と竹ざる豆腐作りを行います。国産
大豆100％の豆乳とにがりで豆腐を寄せ、ざるに盛って仕上げ
ていきます。重みで自然に水切りされ、まったり濃厚な味わい
に。出来上がったお豆腐はお持ち帰りいただけます。 

簡単！ 竹ざるお豆腐づくり

愛知のおいしい再発見
おとうふ工房いしかわ

定員16名申込締切 5/21㈫

おとうふ工房いしかわ

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番地 リソラ大府ショッピングテラス2F)

JEUGIAカルチャーセンターイオンタウン有松
（名古屋市緑区鳴海町字有松裏200番地 イオンタウン有松2F） 

【受講料】3,300円(税込/材料費込)
5/28㈫ 13:30～15:00

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。

～芸どころ大須「落語で笑福」～
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 4/24㈬

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】4,550円(税込/食事代込)
5/8㈬ 11:40～14:00

知多半島を弘法大使が行脚されたご縁にあやかり、経文の
一説を色紙に散らしてみませんか。講師が実際に巡った知
多四国の面白エピソード、般若心経の解説を交え、写経し
ていきます。書くことで無心になって「心を浄化」し、穏やか
な気持ちに。一字書くたびに一体の仏様をお刻みすること、
書き写すだけで功徳がある…といわれる写経。意味はわか
らなくとも、言葉一つ一つにパワーが秘められています。

弘法大使ゆかりの地
知多四国霊場大府で写経に親しむ

定員各12名申込締切 各3日前(公社)中部日本書道会理事平松采桂

【受講料】2,336円(税込/材料費込)

3/21㈭㈷
13:00～15:00

6/23㈰
10:30～12:30

お香の種類や使い方、歴史などのお話と、
尾張で戦った有名武将達が愛用し、戦の
際に身に付け勝利に導いたという運気が
上がる縁起の良い香り「勝つぐ香」の匂い
袋を作ります。お香の歴史は古く、日本で
のお香に関する一番古い記述は「日本書
紀」に残され、西暦595年(推古天皇三年)
に淡路島に香木が漂着し、朝廷に献上さ
れたことが伝えられています。

愛知の武将がまとった 縁起を担ぐ香（勝つぐ香）を作る
～戦国時代より代々受け継がれてきた調香～

定員10名申込締切 5/2㈭

調香家伊藤慎宮

【受講料】4,916円(税込/材料費込)
5/11㈯ 10:30～12:00

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お茶屋敷牡丹園
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
お茶屋敷牡丹園散策

定員15名申込締切 4/27㈯
大垣市教育委員会 文化振興課 学芸員上嶋康裕
和洋会席かなぶ/歴食案内人野村秀香

【受講料】5,832円(税込/保険料･食事代込)
5/6㈪㈷11:00～14:00

Sweets worldさんらいず(岐阜県本巣市宗慶415-3)

2007年に岐阜県本巣市にオープンした「さんらいず」。店内
には、旬の果実を使ったケーキや岐阜県米粉スイーツコン
テストで優秀賞に選ばれた「こめこめサンド」など、地元の食
材にこだわった洋菓子たちが並んでいます。今回、本巣市の
特産品である富有柿を使用した柿ー田ロール(カキーダロ
ール)の誕生秘話と共に工房見学へ。オーナー直伝「ロール
ケーキを綺麗に巻く方法」を学び、巻いたケーキは、居心地
の良い店内のカフェエリアでお召し上がりいただけます。

岐阜本巣の地元食材を使った
スイーツセミナー

定員10名申込締切 4/9㈫Sweets worldさんらいずオーナー曽野さとみ

【受講料】5,184円(税込/保険料込･スイーツ代込)
4/16㈫ 13:00～15:00

12:45 樽見鉄道本巣駅
(岐阜県本巣市曽井中島680-11)

［対象: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)

岐阜・大垣市から日本三大桜「淡墨桜」のある本巣市根
尾までの全長34.5kmをつなぐ、ローカル列車「樽見鉄
道」のレールバス運転体験。制服と帽子、白手袋、そして
あなただけの名札を身に着けて、あこがれの運転士に。
また普段見ることができない車庫見学も行います。ここ
でしか聞けない列車の事を学びながら、線路上に架線
のない列車と自然いっぱいの車窓の景色をお楽しみく
ださい。

300m樽見鉄道
レールバス運転体験

定員20名申込締切 5/12㈰

樽見鉄道　指導運転士清水弘樹

【受講料】6,144円(税込/保険料込)
5/19㈰ 12:45～15:00

13:00 水の谷農園
(三重県桑名市播磨特設駐車場)

たのしく農業体験！水の谷農
園の竹林で土の香りと光を
感じるおいしい農業体験「た
この掘り」丁寧に管理された
無化学肥料、無農薬のたけ
のこを食卓へ。竹林でいた
だくたけのこのホイル焼き、
ご飯は格別です！

～桑名特産たけのこを竹林でいただく～
美味しいたけのこの見分け掘り方を学ぶ

定員15名
申込締切 4/25㈭水の谷農園園主水谷崇彦

【受講料】3,564円(税込/保険料込)
4/28㈰13:00～15:00 ※雨天の場合　4/29㈪㈷

9:55 Nature(ネイチャー )
(北九州市若松区有毛2325-1)

Natureのトマトは完全無農薬はもちろん、人にも環境
にも安心安全であることにこだわり育てられた自慢の
一品。香りやコク、のど越しまで本来のトマトの味が堪
能できます。今回はトマト狩りを楽しんだ後、カリスマ
料理講師・野菜ソムリエでいらっしゃる永沼香織先生
によるトマト料理もお楽しみいただけます。夢のような
コラボ講座！大満足間違いなしです！

北九州が誇る赤い宝石「若松トマト」狩りと
カリスマ料理講師KAORI先生によるトマト料理教室

定員20名申込締切 4/11㈭

K's-kitchen主宰永沼香織

【受講料】3,564円(税込/保険料･材料費込)
4/18㈭ 10:00～14:00

10:50 ARK BLUE HOTEL
(北九州市小倉北区紺屋町12-16)

北九州の超人気韓国料理店のオーナ
ーによる本場直伝のキムチ作り！今回
は白菜キムチとキュウリキムチを作りま
す。その場で試食、持ち帰りもあります。
インスタ映えで人気のおしゃれなARK 
BLUE HOTELでのおいしいお茶もお楽
しみください。

北九州の超人気韓国料理店
オーナーによる本場キムチ作り

定員20名申込締切 4/1㈪

韓国料理　味術(ミスル)オーナー原　歩海

【受講料】3,984円(税込/保険料･材料費込)
4/3㈬ 11:00～13:00

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)

創業大正5年 の「和田味噌醸造株式会社」 は味噌作りの決め手となる
「こうじ」を創業当時からの技法「室蓋製麹法」で現在も製造・販売して
います。「こうじ」の風味を生かした完全無添加・減塩の”ワダ田舎みそ”
は創業以来多くのお客様に支持されています。私達日本人の食生活を
支えてきた、伝統食品でもある味噌！身体がよろこぶ発酵食品の代表と
も言えるでしょう！この機会に、すばらしい麹の力 と めざましい発酵の
力で、ご自分だけの手作り味噌を仕込んでみませんか？

創業102年 老舗「和田味噌」直伝！
～麹の力はすばらしい～
身体がよろこぶ味噌作り講座

定員 各10名申込締切 5/14㈫和田味噌発酵アドバイザー和田優子

【受講料】4,320円(税込/材料費込)
5/21㈫①11:00～13:00

②14:00～16:00

10:20 一汁一菜 みその葉
(福岡市中央区警固1-3-6警固フラット105)

福岡で隠れ家的存在のお店「一汁一菜
みその葉」のオーナーでみそソムリエの
北川みどりさん自家製の味噌を使って、
手作りのインスタントみそ汁「みそ玉」を
つくりませんか？おみその知識もお伝えし
ます。枕崎の本枯れ節を削り、利尻こんぶ
のお出汁で試食。地産地消の食材を使っ
た一汁一菜のランチ・みそ玉7個のお土
産付です。

親子でもＯＫ！ みそソムリエ自家製の味噌で
「みそ玉作り」とおみその知識を学ぶ講座・試食会

定員12名申込締切 3/17㈰

みそソムリエ北川みどり

【受講料】5,724円(税込/保険料・材料費込)
3/24㈰ 10:30～13:00

10:20 酒殿工場 博多壱の蔵(福岡県糟屋郡粕屋町酒殿815-1)

古式熟成酢でつくる！ 体がよろこぶ
手作りサワードリンク講座

定員15名申込締切 6/30㈰

(有)九州酢造

【受講料】3,808円(税込/保険料･材料費込)
7/10㈬ 10:30～12:00

鳳茶堂(北九州市小倉南区朽網西5-10-6)

凰茶堂は中国茶・台湾茶を始めとする世界
のお茶専門店です。政府認定評茶ソムリエ
が厳選したこだわりのお茶と、各地で活躍中
の二胡奏者による素敵な演奏とのコラボレ
ーション。リゾート風の癒しの空間でくつろぎ
のお時間をお過ごしください。昼下がりの至
福のひとときをご一緒にいかがですか。
薬膳カレーのランチ付きです。

福岡県の特産品として認められている「柿酢」が
有名な九州酢造。普段見ることの出来ない酢蔵
の見学や、様々な種類のお酢を試飲しながら、こ
こでしか聞けないお酢の製造・効能・特徴などを
学びます。お酢について学んだ後は、九州酢造の
お酢を使ったサワードリンク作り！お酢とフルーツ
を使った、暑い夏にぴったりのオリジナルサワー
ドリンクはお土産としてお持ち帰り頂けます。

二胡の調べと中国茶を味わう
至福の時間

定員14名申込締切 4/9㈫

二胡奏者帯金真理子 評茶ソムリエ前田真希

【受講料】4,320円(税込/保険料・ランチ代込)
4/16㈫12:00～14:00

9:15 平尾台自然観察センター駐車場
(北九州市小倉南区平尾台1丁目1-1)

日本三大カルスト台地のひとつ、平尾台の雄大な大自然をウォー
キングしましょう。頭と心とカラダがリフレッシュし、自然と対話する
だけでなく、自分自身が自然と一体になれます。有酸素運動とリラ
ックセーションの組み合わせでネガティブな気持ちからポジティブ
な気持ちになります。日頃のストレス解消に、一緒に歩きましょう！

広大なカルスト台地平尾台で
ネーチャー・ウォーク

定員20名
申込締切
4/3㈬

健康運動指導士田原秀二

【受講料】
大人1,296円(税込/保険料込)
子供(小中学生)540円(税込/保険料込)

4/7㈰ 9:30～13:00
※雨天の場合4/14㈰

10:20 RIYAKU．(リヤク)
(福岡県糟屋郡篠栗町萩尾671)

お洒落な古民家カフェで
ルーシーダットン(タイ式ヨガ)
～心身ともに癒されよう～

定員10名申込締切 5/28㈫

ルーシーダットンインストラクター高橋絵里奈

【受講料】3,484円(税込/保険料・ランチ込)
5/30㈭ 10:30～13:30

11:30 博多座正面入口(福岡市博多区下川端町2丁目1号)

東京公演も決定した福岡発の舞台「めんた
いぴりり～博多座版～」（出演：博多華丸、
酒井美紀ほか）の観劇ツアーです。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記念撮影
ができる特別プランです。
＊記念撮影に出演者は参加いたしません。

「めんたいぴりり～博多座版～」
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！

定員30名申込締切 3/31㈰
【受講料】13,080円(税込/お弁当代込)
4/18㈭12:00～15:30

赤ちゃんに背景や小物をつけて撮影する、赤
ちゃんと一緒に作るアート写真「おひるねア
ート」。「ご当地」をテーマにしたセットで記念
撮影しましょう！お手持ちのスマホ・デジカメ･
一眼レフ等で撮影しますので、お好きなカメ
ラをご持参ください。
※店舗によって対象年齢・定員が異なります
ので開催会場へお問合せください。

日本おひるねアート協会タイアップ企画
「ご当地おひるねアート」

日本おひるねアート協会認定講師

【受講料】2,484円(税込)
※兄弟・姉妹で写る場合は追加1,080円(税込)
※一部、材料費・衣装代など別途要の企画もあります。

おおかまみづえ

JEUGIAカルチャーセンター
イオンモール石巻

｢笹かまぼこ｣｢こどもの日｣

10:30～11:30
11:40～12:404/19㈮

各
6
組

申込締切 4/12㈮

村上なおよ

JEUGIAカルチャーセンター
イオンモール高岡

「ほたるいか」
「母の日メッセージカード」

10:30～11:30
11:30～12:30

11:30～12:30
12:40～13:40

10:30～11:30
11:30～12:30

4/17㈬

各
8
組

申込締切 4/10(㈬

川村佐知 申込締切 3/24㈰

11:30～12:30
13:30～14:30

厚地なお

JEUGIAカルチャーセンター
イオンモール高の原

「百人一首～いにしへの奈良の都～」
「犬も歩けば古墳に当たる」

3/26㈫

各
8
組

申込締切 3/19㈫

川村佐知

JEUGIAカルチャーセンター
イオンモール伊丹昆陽

「昆虫館の蝶々とバラ園」
「イースター」

10:30～12:003/19㈫

JEUGIAカルチャーセンター
なんばパークス

各
8
組

申込締切 3/17㈰

申込締切 3/17㈰

佐藤睦美

JEUGIAカルチャーセンター
多摩センター

「新選組」 「桃の節句」

3/1㈮

各
6
組

申込締切 2/23㈯

たかはしまゆこ

JEUGIAカルチャーセンター
イオンモール橿原

「奈良の鹿」 「イースター」
8
組

各
6
組

大倉久美子
JEUGIAカルチャーセンター 福山

「もみじまんじゅう」
「ばらまつり」

4/7㈰

申込締切 4/3㈬

戸村由香里

JEUGIAカルチャーセンター
BIGHOP印西

「スイカ」 「春」

10:30～12:003/19㈫

10:30～11:303/24㈰

8
組

申込締切 3/12㈫

たかはしまゆこ

JEUGIAカルチャーセンター
堺タカシマヤ

「お好み焼き」 「イースター」

10:30～11:30
11:45～12:453/17㈰

各
8
組

申込締切 3/10㈰

MASAMI

JEUGIAカルチャーセンター
イオンモール鹿児島

「せごどんとうんまかもん」
「イースター」

13:00～14:303/5㈫

組
申込締切 3/2㈯

さいじょうゆみこ

JEUGIAカルチャーセンター
イオンモール盛岡南

｢盛岡冷麺｣ ｢雨とカエル」

10:30～11:30
11:45～12:45

11:30～12:30
12:45～13:45

4/29㈪㈷

各
8
組

申込締切 4/26㈮ まるさきまい

JEUGIAカルチャーセンター
モラージュ菖蒲

「しょうぶパン鬼ー」
母の日アート：「THANK YOU mother」

12:30～13:30
13:30～14:304/21㈰

各
8
組

申込締切 4/18㈭

たかはしまゆこ 申込締切 5/5㈰

たかはしまゆこ

「お好み焼き」 「イースター」

4/7㈰

JEUGIAカルチャーセンター
ららぽーと和泉

8
組

10:30～11:30

「お好み焼き」 「梅雨のブランコ」

5/12㈰

たかはしまゆこ 申込締切 4/7㈰

JEUGIAカルチャーセンター
イオンモールりんくう泉南

各
8
組

10:30～11:30
11:45～12:45

「お好み焼き」 「イースター」

4/14㈰ 10:30～12:30

「太陽の塔」 「イースター」

3/26㈫

申込締切 3/31㈰

10アゼリアカルチャーカレッジ組
12

組
10

※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。

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 5/12㈰

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）

5/19㈰ 13:00～16:00
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)

日本酒をより楽しむための資格として愛好家に
人気の「日本酒ナビゲーター」。少しの知識をみ
につけることで、日本酒の楽しみ方が広がります。
楽しく学んで、あなたも日本酒ナビゲーターに！

日本酒ナビゲーター
認定講座

定員10名申込締切 5/16㈭

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)
5/19㈰ 10:30～13:30

※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。

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カエル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！絵付けはアクリルガッシュ絵の
具を使いますが、初心者の方でも丁寧に指導いたします。

～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 4/18㈭

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)

4/21㈰10:30～13:00

※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。

※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。

森林セラピー認定基地である篠栗町の山間部にあるお洒落
な古民家カフェで、体を癒し体調を整えていく自己整体法ルー
シーダットンで心身ともに癒されましょう。カフェで一番人気のラン
チもご賞味いただきその後はお店の近くを散策。のんびり優雅な
非日常を味わってみてはいかがでしょう！

おとうふ工房いしかわの特選おみやげ付き

「柿ー田ロールと柿生チョコとカップケーキ2個」お土産付き

［対象:小学生～］

［対象:小学生～］

香
川
①

香
川
②

東
京
②

神
奈
川

埼
玉

千
葉

東
京
③

東
京
④

東
京
⑤

東
京
⑥

栃
木

東
京
⑦

宮
城

新
潟

富
山

愛
知
①

愛
知
②

愛
知
③

愛
知
④

愛
知
⑤

岐
阜
①

岐
阜
②

岐
阜
③

三
重
②

福
岡
②

福
岡
③

福
岡
④

福
岡
⑤

福
岡
⑥

福
岡
⑦

福
岡
⑧

福
岡
⑨

福
岡
⑩

❷
宮
城

❻
富
山

13
大
阪

❶
岩
手

❺
埼
玉

12
大
阪

11
大
阪

10
大
阪

❼
奈
良

14
兵
庫

❸
東
京

❽
奈
良

15
広
島

❹
千
葉

❾
大
阪

16
鹿
児
島

特
別
企
画
★

ご
当
地
お
ひ
る
ね
ア
ー
ト


