
2,750円会員

5,490円会員

3,630円会員

4,780円会員 5,790円会員
9,490円会員

6,120円会員
3,410円会員

2,910円会員

3,410円会員 3,510円会員

5,280円会員

5,170円会員

4,620円会員

4,950円会員
4,100円会員

各4,900円会員
8,690円会員

2,750円会員

10,670円会員
2,970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、ぜんぶ京都のご当地講座特集です。

11:00 叡山電車 出町柳駅前

春陽がまぶしくなる季節、世界遺産下鴨神社を参拝します。その後、すぐ南に位置
する旧三井家下鴨別邸へ。豪商・三井家の旧邸だったこの建物は、明治期から大
正期にかけての建造物が良好に保存されていることから国の重要文化財に指定
されており、約3年前より1階部分は一般公開もされています。2階と3階望楼は通常
非公開となっておりますが、今回特別に見学をしていただけます。四方ガラス窓の3
階望楼からは東山眺望と、2階のお座敷からは美しいお庭を眺めながら泉仙の仕
出し弁当をお楽しみいただきます。（共催：京都市観光協会)

旧三井家下鴨別邸 主屋３階望楼特別見学と
世界遺産下鴨神社参拝
―独占する眺望と「泉仙」の仕出し弁当―

定員20名申込締切 4/7㈫

京都再発見会

【受講料】8,910円(税込/保険料・入館料・食事代込)
4/14㈫ 11:00～14:00

芸艸堂（うんそうどう）（京都市中京区寺町通二条南入妙満寺前町459番地）

わが国現存唯一の手摺木版本出版社・芸艸堂（うんそうど
う）。通常非公開の版木蔵には、葛飾北斎や伊藤若冲、神坂
雪佳など江戸期からの貴重な版木が膨大に保管されてい
ます。本講座では特別にその版木蔵にて「北斎漫画」など貴
重な実物の版木をご覧いただき、社長の解説のもとその圧
巻の内部をじっくり見学します。まずは、江戸の技を継承す
る摺師による「摺り」作業を、解説を交えて見学。職人の繊細
な技術を間近で見ながら、直接ご質問もしていただけます。
伝統文化の真髄に触れる、価値ある講座です。

日本唯一の手摺木版本出版社、芸艸堂（うんそうどう）で
圧巻の版木蔵見学と、摺り師による木版摺り見学

定員20名申込締切 5/16㈯美術書出版 株式会社芸艸堂 代表取締役社長山田博隆

※芸艸堂のお買い物券1,000円分つき【受講料】6,000円(税込)
5/19㈫ 13:30～16:00

13:00 陶泉窯(京都市東山区五条橋東4丁目426)

五条坂は清水焼発祥の地として現在も窯元・小売店などが並び、夏に開かれる陶器まつりでは、
お精霊さんを迎えに六道まいりに行く人も合わせ賑わいを見せます。五条坂で150年以上続く窯
元「陶泉窯」にお伺いし、陶芸家の谷口さんより、清水焼や陶器まつりのお話、また工房見学をさ
せていただきます。その後「六道さん」の名で親しまれ、冥界に繋がるとも言われる六道珍皇寺へ。
ご住職の案内で、通常非公開の閻魔堂や冥途通いの井戸など特別拝観させていただきます。

五条坂から六道の辻へ
清水焼工房見学と六道珍皇寺特別拝観

定員10名申込締切 5/15㈮

株式会社陶泉窯 代表取締役

提供：妙法院

©平等院

企画協力：「伝えたい京都、知りたい京都。」 kyoto love. kyoto

※お料理の写真はイメージです。

谷口哲也
坂井田興道 六道珍皇寺 住職

【受講料】2,970円(税込/保険料・特別拝観料込)
5/20㈬13:00～15:20

11:10 京都市営地下鉄東西線 蹴上駅改札前

天正十六年、豊臣秀吉のころから京都の粋を守り続け
ている京懐石の老舗で春のお庭を眺めながら本場の
京料理をお楽しみ下さい。お食事後、蹴上水力発電所
や琵琶湖疏水記念館の見学をします。その後ガイドと
一緒に桜満開のインクラインや南禅寺、水路郭などを
巡ります。

～桜満開京都～ 春のお庭を楽しむ
「南禅寺 八千代」京懐石弁当＆桜のインクライン散策

定員15名申込締切 3/27㈮

関西案内人ガイドおくむらたけすけ

【受講料】5,710円(税込/保険料･食事代込)
4/3㈮ 11:20～15:30

13:30 京阪電車 七条駅四条出町柳方面改札前

三十三間堂（蓮華王院）には、
平安から室町までの各時代の
仏像が一堂に！仏師集団を総動
員して製作された1000体余の
仏像はまさに大迫力の仏像ワ
ンダーランド！また、御寺泉涌寺
の楊貴妃観音像は是非とも見
ておきたい妖艶な美仏です。 

仏像鑑賞力アップ講座
仏像ワンダーランドに迫る三十三間堂 御寺泉涌寺美仏
楊貴妃観音拝観

定員25名申込締切 5/20㈬古美術研究会樋口隆秀

【受講料】3,960円(税込/保険料・拝観料込)
5/27㈬ 13:30～16:30 10:25 梅小路公園 七条入口(京都市下京区観喜寺町56-3)

※解散後は館内自由見学

オープンして約4年、京都の人気スポットとなった「京都鉄道博物館」を訪れます。扇形
車庫をはじめ館内には、動態保存車両を含む蒸気機関車約20両が保存・展示されて
います。案内の鉄道友の会京都支部の島本さんに、蒸気機関車の仕組みや各形式の
特色をわかりやすく教えていただきながら実車両を見学します。また、梅小路公園に
今も残る京都市電車両も見学。市電から見る京都の歴史や今まで知らなかった鉄道
の世界もお楽しみいただきます。鉄道初心者、女性・お子さま歓迎です。

旧京都市電と京都鉄道博物館
蒸気機関車見学ツアー

定員15名

申込締切
5/18㈪

鉄道友の会京都支部副支部長島本由紀

対象：小学生～

【受講料】小・中学生：2,970円(税込/保険料･入館料込)
　　　　一　　  般：3,740円(税込/保険料･入館料込)

5/23㈯ 10:30～12:30

10:30 京阪電車 宇治駅改札前

１０円玉の表のデザイン、鳳凰堂と内部
の阿弥陀如来を解説とともに鑑賞します。
鳳凰堂は極楽浄土の華やかな宮殿の再
現、翼廊や後部の尾廊は鳳凰が翼を広げ
尾を伸ばした姿に似ていると言われます。
内部の金色に輝く阿弥陀如来は国宝で、
定朝による優美な平安期の傑作です。
昼食は「喜撰茶屋」にて。

仏像鑑賞力アップ講座
平等院（世界遺産）深発見！

定員25名申込締切 5/1㈮

古美術研究会樋口隆秀

【受講料】5,110円(税込/保険料・拝観料・食事代込)
5/8㈮ 10:30～15:30

10:30 北野天満宮大鳥居前(京都市上京区馬喰町)

「北野の天神さん」でおなじみの北野天満宮七ふし
ぎはご存知ですか？解説を交えた散策をお楽しみ
頂き、おかめさん発祥の地、千本釈迦堂へぶら～り
お散歩。最後は千本ゑんま堂尼主様による「地獄」
「極楽」のお話です。お庭を眺めながらの「茶ろん上
七軒」でのお食事もお楽しみください。

上七軒歌舞練場内で昼食と
「釈迦堂・ゑんま堂」拝観編

京都の文化財探訪！ 誰かに話したくなる秘密の散歩

定員15名申込締切 3/31㈫

京都文化財探訪クラブ代表明石　忠 京都文化財探訪クラブ代表明石　忠

旅立ち、旅の安全で信仰を集める源義経ゆかりの首途八幡宮か
ら応仁の乱西軍（西陣）大将「山名宗全邸跡」へと進みます。西
陣織のお話を聞きながら「萬重」での京料理を満喫した後、日像
聖人が入洛した際、初めて草履を脱いだ道場「妙蓮寺」では長
谷川等伯の一派の障壁画などの美術品鑑賞や十六羅漢石庭を
お楽しみ下さい。

西陣「萬重」の京料理と
「妙蓮寺」拝観編

京都の文化財探訪！ 誰かに話したくなる秘密の散歩

【受講料】5,900円(税込/保険料・食事代・拝観料・資料代込)
4/6㈪ 10:30～15:00

10:30 京都市考古資料館1階フロア
(京都市上京区今出川通大宮東入元伊佐町265番地の1)

定員15名
申込締切 5/1㈮

【受講料】9,600円(税込/保険料・食事代・拝観料・資料代込)
※ドリンク代実費

5/11㈪ 10:30～14:30

9:45 萬福寺・三門受付前(JR奈良線･京阪電車宇治線 黄檗駅下車 徒歩5分) 

黄檗山・萬福寺で
気功と普茶(中国精進料理)

定員40名

申込締切
5/11㈪

NPO法人気功協会運営責任者

※雨天の場合気功講習は松隠堂にて行います。 ※お料理の写真はイメージです。

気功講師:天野泰司 講話:黄檗宗大本山萬福寺僧侶

【受講料】6,340円(税込/保険料・志納料･食事代込)
※当日別途拝観料500円

5/15㈮ 10:00～13:30

9:30 酬恩庵一休寺総門前
(京都府京田辺市薪里ノ内102)

とんちで有名な一休さんが晩年を過ごした酬恩庵一休寺。
お寺の清浄な空気の中でヨガを行うことで、自分自身の心
と体を見つめ、とんちだけにとどまらない一休さんの魅力
に触れる時間を過ごしましょう。

通常非公開の松隠堂にて、枯山水の庭園を眺めながら心がおちつく
気功を、また普段立ち入ることができない本堂・大雄宝殿前の白砂
「月台」では、肩の荷がおりる気功をそれぞれ体験します。誰でもやさ
しくできる気功で心身をほぐし、リラックスしましょう。萬福寺僧侶よ
り、黄檗宗宗祖の隠元禅師や、中国の明時代の様式で造られた伽藍
についてのお話を伺ったあと、中国の精進料理・普茶料理をお召し
上がりいただきます。

一休さんが晩年を過ごした
酬恩庵一休寺にて
ヨガ体験で心と体を「ひと休み」

定員25名

申込締切
5/16㈯IYCキレイになるヨガ・SLOW-FLOWヨガ

インストラクター、山本ヨガ研究所認定

曽根明子

【受講料】3,740円(税込/保険料・拝観料込)
※以降は自由に拝観いただけます5/23㈯ 9:30～11:30

12:45 千本釈迦堂拝観受付前
(京都市上京区七本松通今出川上ル)

鎌倉時代を代表する仏師･快慶などの慶派仏師による
貴重な仏像群と、おかめさん伝説で有名な千本釈迦堂。
応仁の乱の刀傷が柱に残る、京都市内(京洛)で最も古
い木造建築の本堂は国宝に指定されており一見の価値
があります｡その後は、『天神さん』の愛称で親しまれる
全国天満宮総本社北野天満宮の境内を巡り、学問の神
様・菅原道真公の御事績と同社の『七不思議』をご紹介
致します。解散後は､ぜひ｢天神市｣をお楽しみ下さい｡

～春の京都西陣・《麗しい仏様に会いに》～
千本釈迦堂から北野天満宮を巡る

定員15名申込締切 3/23㈪

定員10名
申込締切 3/11㈬

全国通訳案内士(英語)/京都検定１級合格石田豊人

【受講料】3,240円(税込/保険料･拝観料込)
3/25㈬ 13:00～14:45

13:25 京都市営地下鉄東西線
京都市役所前駅改札前
※解散は阪急電車 京都河原町駅

幕末期、三条河原町や木屋町周辺にはたくさんの藩
邸がひしめき合い、倒幕派と佐幕派に分かれてしのぎ
を削っていました。 南北1キロ、東西400メートルの間
に、北から長州藩、加賀藩、対馬藩、岩国藩、彦根藩、
土佐藩と６つの藩邸があり、幕末関連の石碑も20本
以上が立ち並んでいる幕末史跡の密集地を、テレビ
番組で林修先生を案内した霊山歴史館 学芸課長の
木村武仁さんが再現します。

幕末動乱の河原町を歩く
木村武仁と幕末を歩く 第19弾

新選組の不動堂村屯所跡へ
木村武仁と幕末を歩く 第20弾 京都山科を撮ろう! 第12弾

定員25名申込締切 3/19㈭

霊山歴史館 学芸課長木村武仁 霊山歴史館 学芸課長木村武仁

【受講料】3,630円(税込/保険料込)
3/22㈰ 13:30～15:50

13:55 JR京都駅烏丸中央口改札前

定員25名申込締切 4/15㈬

【受講料】3,730円(税込/保険料･拝観料込)
4/18㈯
14:00～16:30 10:00 真言宗大本山随心院(京都市山科区小野御霊町35)

門跡寺院「真言宗大本山随心院」
は小野小町ゆかりのお寺で、な
かでも遅咲きの"はねず梅"が有
名です。今回は梅園にて梅の撮
影会を行います。午後からサンド
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。

「小野小町ゆかりのお寺随心院」にて
梅の撮影会＆講評会

日本写真家協会会員(JPS)　京都写真家協会会員(KPS)

※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。

※プレゼントは写真とは異なります。

村上文彦

【受講料】5,016円(税込/保険料･拝観料･食事代･材料費込)
3/18㈬ 10:00～15:00

祇園 北川半兵衛
(京都市東山区祇園町南側570-188)

お茶の魅力を伝えるため京都の老舗宇治茶問屋「北川
半兵衞商店」が祇園にオープンした「祇園 北川半兵衞」
は、最高級茶葉を使用したお茶とお菓子を提供する日
本茶カフェです。祇園町にある築120余年の京町家をリ
ノベーションした店内は、お茶の美味しさを更に引き立
てる洗練された落ち着いた空間。そんな店内でお茶の
飲み比べ、ご家庭でも実践できる美味しいお茶の淹れ
方、最高級抹茶を使用した抹茶アイスクリームの試食
と、茶葉本来の味わいを存分に体感していただきます。

祇園 北川半兵衞 祇園の隠れ家カフェで学ぶ
最高級茶の魅力とお茶の楽しみ方

定員15名申込締切 5/21㈭

定員 各10名申込締切 各1週間前

祇園 北川半兵衛店舗統括マネージャー ※写真はイメージです。

※お菓子の写真はイメージです。
※お酒コースは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。

※スイーツの写真は
　イメージです。

※料理はイメージです。※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。

※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。
※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。

ヤマガタヨウ

【受講料】5,390円(税込/お茶・スイーツ代込)
5/28㈭11:00～12:30

Unir本店(京都府長岡京市今里4-11-1)

バリスタコンテストの日本チャンピオンに輝
いた一流のバリスタが家庭で出来る美味し
いコーヒーの淹れ方を直接レッスン！
スペシャルティコーヒーの美味しさの秘密に
ついてのお話や飲み比べもできる盛りだくさ
んの講座です。おうちのコーヒーが、がらっと
変わります！コーヒー通にはたまらない、この
日しかできない本格的なコーヒー体験をお
楽しみください。

バリスタ日本チャンピオン直伝！
「Unir本店」で学ぶ 本当に美味しいコーヒーの淹れ方講座

定員15名

申込締切
5/2㈯

Unirヘッドバリスタ ※お飲み物の写真は
　イメージです。山本知子

【受講料】4,950円(税込/材料費・コーヒー代込)
5/12㈫ 14:00～16:00

喫茶 狐菴(京都市北区紫野上門前町66)

京都にこだわり、和菓子と飲み物と会話を楽しむスタンディングス
タイルのカフェ｢喫茶狐菴(きっさ･こあん)」。魅力あふれる菴主、
真秀さんのお話を伺いながら｢和菓子とお酒｣･｢和菓子とお茶｣
を楽しみます。予約のみで販売される京の名店｢御菓子司 嘯月｣
または｢御菓子司 聚洸｣の上生菓子、お茶のコースは人気の｢招
き猫もなか｣など、菴主のお薦めでご用意します。ご自身のお好み
に合わせてコースを選び、ゆったりとした時間を過ごします。

京都にこだわり、メニューのないカフェ
「喫茶 狐菴(きっさ こあん)」にて
和菓子を楽しむ

喫茶狐菴菴主真秀

【受講料】3,300円(税込/飲食代込)
5/9㈯12:00～14:00

12:00 家守堂前
(京都市伏見区中油掛町108)

京都伏見のマイクロブルワリー「家守堂」
は、歴史を重ねた町屋を復元してできた
新しいブリューパブです。通りから貯蔵タ
ンクが見えるので、作りたてのおいしさを
そのまま味わえる臨場感が感じられます。
町屋内に収まった醸造所で作るビールの
こだわり、ビールに合うおつまみのお話、
できたてビールの飲み比べなど、ビール
好きにはたまらない魅力と愉しみ方を学
んで頂きます。

京都伏見のブルワリー「家守堂」で味わうクラフトビール

定員12名申込締切 3/31㈫

家守酒造　醸造責任者森　勇気
【受講料】5,390円(税込/飲食代込)
4/22㈬ 12:00～15:00

燻製マーケット(京都市山科区東野中井ノ上町6-66 1F)

燻製マーケットで燻製づくしの
ティータイム

【お茶のコース】

【受講料】4,950円(税込/飲食代込)
5/23㈯ 12:00～14:00

【お酒のコース】

定員8名申込締切 2/10㈪燻製マーケット・燻製菓子店 代表石本久子

【受講料】4,840円(税込/飲食代込)
2/13㈭14:30～16:30

木乃婦
（京都市下京区新町通 仏光寺下ル岩戸山町416）

毎回ご好評をいただいている関谷江里
の「木乃婦」さん講座。普段の「木乃婦」さ
んではなかなか味わえない春の貝料理
をお楽しみ下さい。さて今回はどんなコ
ースになるでしょう？3代目髙橋拓児さん
の楽しいお話もあります。

関谷江里さんと
木乃婦の料理を楽しむ

定員13名申込締切 3/10㈫

京都専門フリーエディター＆ライター関谷江里

【受講料】15,301円(税込/食事・1ドリンク代込)
※追加ドリンク代実費

3/17㈫11:45～14:30

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)

具材がたっぷり溶け込んだポタージュのような濃厚さと、
慣れ親しんだ味噌の旨味を絶妙にブレンドした新感覚の
味噌ポタージュスープ「みそポタ」を考案されたMISO 
POTA KYOTOの女将と一緒に、自然栽培の米麹と大豆を
使ってプレミアムな白味噌を仕込みます！一緒に仕込む皆
さんの常在菌が入るとお味噌は美味しくなるとされていま
すので、素手で仕込んでいただきます。白味噌は約2ヶ月
でお召し上がりいただけます。お雑煮以外の普段からの
使い方も伝授。味噌は1kgお持ち帰りいただけます。

MISO POTA KYOTOの女将と仕込む
プレミアム白味噌づくり

定員16名
申込締切 3/14㈯MISO POTA KYOTO店主、味噌ソムリエとこみゆき

【受講料】5,500円(税込/材料費・容器代込)
3/29㈰11:00～12:30

JEUGIAカルチャーセンターアル・プラザ城陽
（城陽市富野荒見田112番地アル・プラザ城陽店4F)

”城州白”は梅の名所・青谷でのみ生産され
ている希少な高級梅。大ぶりで香り高く、ま
るで果物のような梅です。この講座では、青
谷の歴史から美味しく食べる活用法まで楽
しく学びます。お話の後は梅を使った簡単な
オードブル作りのお時間。「京都・一乗寺ブ
リュワリー」と「青谷・梅工房」共同企画によ
る甘酸っぱくフルーティな”城州白クラフトビ
ール”の試飲もお楽しみに。学んで食べて飲
んで楽しい梅づくしの2時間です。

青谷の高級梅
『城州白』の魅力と楽しみ方いろいろ講座

～梅オードブル作り＆
　　城州白クラフトビール試飲付き～

定員24名

申込締切
5/31㈰

青谷梅工房 代表田中昭夫

【受講料】4,320円(税込/材料費込)
6/7㈰13:30～15:30

トヨコハウス
(近鉄電車京都線 高の原駅徒歩10分)

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
ッスンで薔薇をあしらった美しいフレーム
アレンジを作りましょう。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･･･。摘みたての薔薇の花のプレゼント
付き。（当日の開花状況による）

憧れの薔薇の館
トヨコハウスで過ごす優雅な時間
～大人上品なフレームアレンジを作りましょう～

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

【受講料】各6,265円(税込/材料費込)5/13㈬①10:00～12:00
②13:30～15:30

①10:00～11:30
②13:00～14:30

①10:00 ②13:00 烏丸高辻北東角(阪急烏丸駅徒歩5分)

四条烏丸から南へ歩くと仏光寺、因幡薬師など京都の人に
古くから愛される名所が多数あります。そんな街並みを散策
後、この地域に100年以上佇む京町家にある「aeru gojo」
へ。おばあちゃんのお家のような懐かしい温もりを感じるこの
お店では、日頃から日本の伝統を伝えるワークショップを開
催しています。今回、三重の伊勢型紙や愛媛の和紙を使った
「はがきの型染め」を体験。顔彩や刷毛筆などもホンモノにこ
だわった、日本の伝統に触れるひと時をお届けします。

京都「aeru gojo」京町家で日本の伝統に触れる

京菓子司「末冨」の
お土産付き

てぬぐいプレゼント

定員 各10名申込締切 4/13㈪

京都「aeru gojo」

【受講料】各5,100円(税込/保険料・材料費込)
4/21㈫

10:20 東山七条北西(京都市バス東山七条すぐ）

茶道・華道と並び、日本の三大芸道のひとつである香
道。京都国立博物館にある茶室「堪庵」で香りの世界
に触れてみませんか。堪庵は江戸時代初期京都にお
ける公家文化の伝統を受け継いだ数寄屋造りの建物
で、大徳寺真珠庵庭玉軒を写したとされる茶室です。
香道の基礎から、「組香」という香りあて遊びまで、美し
いお庭を眺めながら古の香りの世界へ誘います。
お茶とお菓子もご一緒にお楽しみください。

桜の季節 堪庵(たんあん)で
いにしえの香りを楽しむ

定員10名申込締切 3/26㈭

香道泉山御流師範菊山英香

【受講料】8,800円(税込/材料費・お茶代込)
4/2㈭10:30～12:30

10:30 千本北大路東南角(京都市北区紫野下御輿町)

千本通の北にある船岡山は、平安京造営時朱雀大路
の北の起点となり、清少納言も枕草子で讃えた歴史あ
る丘です。頂上からの眺望は抜群で、織田信長公を祀
る建勲神社や、自然豊かな場として憩いの場となって
います。そんな船岡山にも戦場や葬地にもなった歴史
が。京都の光と影を見つめてきたこの丘を、秘められ
たお話しと共にご案内致します。散策後のランチは、銭
湯を再生させた、京都の町家カフェブームの火付け役
「さらさ西陣」でいただきます。

平安京から続く丘「船岡山」を歩く
～人気の銭湯カフェ「さらさ西陣」でランチ

定員10名申込締切 5/6㈬

まちの歴史愛好家橋本楯夫

【受講料】2,970円(税込/保険料・食事代込)
5/13㈬10:30～13:30

10:50 京都市下京区
四条新町北西角（コンビニ前）

山鉾が建ち並び、煌びやかな懸装品と風情ある駒形
提灯で祇園祭一色となる頃、鉾の見えるお部屋を貸
切ってのお茶会とお食事をお楽しみいただきます。今
回は色紙点という茶箱点前のひとつで、御所籠を使
いましたお点前をさせていただきます。お茶会は初め
ての方でも気軽にご参加いただける内容です。お料
理は京都の地産地消にこだわり、身体に優しく美味し
いお店として人気の「Le Nature」から。窓外の放下鉾
と祇園囃子、まさに五感が満たされるひと時です。

五感で楽しむ　園祭
鉾鑑賞お茶会「色紙点前」と
地産地消ランチ

伊勢型紙はがき染め体験と
住宅街の隠れた名所散歩

定員15名

申込締切
6/22㈪

裏千家準教授塚本宗真
【受講料】11,000円(税込/食事・1ドリンク代込)
7/13㈪11:00～14:00

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) 

日本三大祭の一つ祇園祭、駒形提灯が幻想的な宵山、
荘厳な山鉾巡行などが有名ですがそれがすべてではあ
りません。そんな祇園祭の創始から現代までの歴史や、
1ヶ月にも渡る様々な行事や神事についてのお話しや
画像から、祇園祭をより楽しむ方法をお伝えします。講
座が終わる頃、会場近くの長刀鉾、月鉾などでは本番さ
ながらに一般の方も鉾をひくことができる行事「曳き初
め」の始まる時間。祇園祭を知ってもっと楽しみましょう。
（曳き初めには講師の立会いはございません）

もっと知りたい　園祭～
鉾の曳き初め見学へ

定員20名申込締切 7/7㈫

京都ハレトケ学会 主宰中野貴広

【受講料】3,300円(税込)
7/12㈰13:00～14:30 8:50ＪＲ嵯峨野線

日吉駅改札前

懐かしい日本の原風景が今も残る 美山町
は、かやぶき屋根の民家が集まる静かで美
しい山里です。新緑の風薫る中、美山の自然
美や歴史に触れながら、楽しく歩きましょう。
※当日の状況に応じて歩行コース等に変更
が生じる場合あり。

新緑のウォーキング
～かやぶきの里 美山を歩く～

定員10名申込締切 4/18㈯

京都山岳連盟理事長  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】2,860円(税込/保険料込)
※当日別途バス代(片道600円)・入館料300円(税込)等

【行程】 JR日吉駅前(バス)→道の駅→
  蓮如の滝→かやぶきの里 北集落内→
  美山自然文化村(バス)→JR日吉駅前解散

4/25㈯ 8:50～16:00※雨天中止※当講座では林修先生の
　お越しはありません。

林修先生を案内した学芸員が再現‼ 伊東甲子太郎や藤堂平助の位牌に参拝
新選組が最盛期を迎えた屯所跡をご案内。まずは、幻の屯
所・不動堂村屯所の名前の由来となった明王院不動堂へ。
そして西本願寺屯所跡や太鼓楼をめぐります。新選組と海援
隊士らが死闘を繰り広げた天満屋騒動。新選組から離脱した
御陵衛士が粛清された油小路
事件。さらに本光寺では、伊東甲
子太郎・藤堂平助の位牌や本堂
を参拝。内部抗争勃発！ 激闘の
新選組史をたどります。

手間暇かけた自家製燻製が自慢
のスモーク専門店「燻製マーケッ
ト」。燻した香りが漂う店内で、簡
単にできる燻製チョコレートの実
演をご覧いただき、燻製オードブ
ルと燻製タルト&燻製アイスをご賞味いただきます。燻製を
五感で味わうとっておきのティータイムです。また昨年バレ
ンタインシーズンに大人気だった幻の「燻製トリュフ」2020
年バージョンをお持ち帰りいただきます！

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）

京都で人気のパン教室です。特別な道具や材料
は使いません。お店で売っているのと同じクオリ
ティーのパンをお家で短時間で作れるコツを楽
しくお教えします。

京都でパン作りのお悩みを解決するパン教室
「パンの耳」で驚きの時短パン作り

定員 各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】各8,250円(税込/材料費込)

・チーズ塩パン
・マラサダ
 (ココナッツクリーム入り)

4/19㈰

・マカダミアナッツの
 塩ガレット
・カレーペーストで作る
 カレーパン

4/24㈮

各日10:00～13:00

19㈰

24㈮

19㈰

24㈮

企画協力：「伝えたい京都、知りたい京都。」 
　　　　   kyoto love. kyoto

企画協力：「伝えたい京都、知りたい京都。」  kyoto love. kyoto

企画協力：「伝えたい京都、知りたい京都。」 kyoto love. kyoto

企画協力：「伝えたい京都、知りたい京都。」  kyoto love. kyoto
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