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4,650円会員

4,450円会員

2,750円会員

4,710円会員 3,980円会員
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14:00 近鉄電車
南大阪線二上山駅
改札前

二上山のふもと奈良県香芝市にある隠れ寺「専称寺(せんし
ょうじ)」は「尋源桜(じんげんざくら)」と呼ばれているしだれ桜
のお寺です。観光寺院ではないので、そのひっそりとした佇
まいは訪れた人の心を癒してくれます。桜の季節に門をくぐ
ると、境内には降りそそぐように溢れんばかりのしだれ櫻が
迎えてくれ、その姿は圧巻です。境内にはインスタ映えする
「ハートの形の風鐸」があります。ぜひ探してみてください。
住職のおもしろおかしい法話や本堂・十一面観音特別拝観
など阿弥陀様とお花見を楽しみましょう。記念お札付き。

奈良の専称寺で
尋源桜(しだれ桜）を愛でる

～豪華お花見弁当付き～

定員15名申込締切 3/22㈰

浄土宗 専称寺 住職中川隆宏 写真家柏尾浩司

【受講料】6,000円(税込/保険料・拝観料･写経代・食事代込)
3/29㈰ 14:00～17:00

(お車の方)清澄の里 粟 (奈良市高樋町861)

予約困難な大人気の農家レストラン「清澄の里 粟」で、奈良の伝統的な野菜、大和伝統野菜を
味わう大満足まちがいなしの講座です。約50種類もの野菜を使った、この日限定のスペシャル
メニューをご提供！身体にやさしい絶品ランチをぜひ味わってください。大和牛のローストビー
フもご賞味あれ！大和野菜についての講話もあります。素朴な田園風景の中で大和野菜の魅力
を存分に体感してください。

奈良の伝統野菜の魅力を発見！
『清澄の里 粟』で味わう大和野菜ランチ

定員20名
申込締切
4/15㈬

清澄の里粟オーナー三浦雅之
(電車の方)11:00近鉄電車天理線 天理駅改札前

【受講料】5,320円(税込/保険料・食事代込)
※ドリンク代・タクシー代実費
※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。

※希望者のみ御朱印代300円

※当日別途観覧料500円(税込)

※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。

※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。

※お料理の写真はイメージです。
※当日別途移動タクシー代

※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。

※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。

※当日別途追加飲み物代
※当日別途カフェ代・移動交通費

ゆうしょくや

う　 ま

4/22㈬11:30～16:00
※お食事後自由解散

定員20名申込締切 4/11㈯

玉乃光酒造㈱生産部長

10:00 川原寺前(奈良県高市郡明日香村川原1109)

謎多き大寺～川原寺～ 天武天皇二年三月、書生（写経生）を集め、日本初の
一切経写経が行われた川原寺。「飛鳥四大寺」に数えられるほどの大寺院で
あるにもかかわらず、その創建の理由、時期等の詳細について、日本書紀等の
文献には記されていません。
日本で初めて写経が行われた場所で、明日香の風を感じながら写経を体験し
ませんか。十一面観音像・持国天・多聞天・十二神将を配した本堂も拝観して
いただきゆったりと飛鳥時代の歴史の流れを感じてください。

日本初の写経誕生の地
『川原寺』で写経体験

定員10名

申込締切
5/17㈰

川原寺住職扇谷明英

【受講料】4,400円(税込/拝観料･写経代･食事代込)
※希望者のみ御朱印代300円

5/24㈰ 10:00～12:30

轉害坊(奈良市今在家町40)

江戸時代から続く漢方薬局がルーツの「轉害坊」漢方と
珈琲の意外な歴史や繋がり、漢方薬局だからこそ伝えら
れる健康と珈琲のお話しの他、歴史ある貯蔵の中から、
最近発見された当時の珈琲レシピをご紹介！自分で生
豆から焙煎する美味しい淹れ方講座、市販の珈琲との飲
み比べや美味しいスイーツもご用意！ここでしか知ること
のできない、珈琲好きなら絶対に楽しめる目からウロコ
のレッスンです。

江戸時代の秘伝レシピがよみがえる！
轉害坊で心と身体が喜ぶ
焙りたて珈琲セミナー

申込締切
5/7㈭

定員
8名

申込締切
3/13㈮

定員
10名轉害坊オーナー

※当日別途交通費(往復)約1,000円

※当日別途入館料300円・バス代190円(税込)

大澤十糸

【受講料】3,850円(税込/材料費込)
5/14㈭13:30～16:00

11:00 近鉄南大阪線 福神駅改札前

金剛山麓「泉澤農場」で「ばあく」の為だけにゆっくり飼育され
た「ばあく豚」。味付けを地元の畑でとれた元気野菜と、ちょっ
ぴりのハーブで漬け込んでいます。燻製は裏山の山桜を使っ
てスモークします。防腐剤等の薬品は一切使わない、手作りソ
ーセージを作りましょう。ランチはその日にばあくの畑でとれた
新鮮野菜を使用した「農家レストラン」で。標高約1,200mの
山々に囲まれた大自然の中でお召し上がり下さい。

ばあくさんの無添加手作りソーセージ＆
農家レストランでいただくランチ
～自然の素材だけでおいしいものを～

手作りハムソーセージ工房ばあく専任講師

【受講料】4,510円(税込/保険料・食事代込)
3/20㈮㈷ 11:30～14:00

11:20 近鉄生駒ケーブル鳥居前駅 改札前（近鉄生駒駅より直結、徒歩約3分）

古代のヤマトが一つの王朝としてまとまる直前に、力を持っていたグループが
真っ先に抑えたのが生駒の地でした。日本三大聖天のひとつでもある「生駒聖
天」宝山寺の参道沿いの古旅館を改装してつくられた自然菜食カフェ・ナイヤ
ビンギさんで、地元で収穫されたお野菜で作られたランチをお楽しみいただ
きながら、なぜ生駒が古代に要所だったのか体感していただきます。
宝山寺参拝ではランチのときにお話した生駒の重要性を感じながら、飛鳥時
代の役行者（えんのぎょうじゃ：修験道の開祖）や、空海が修行した山道や滝を
巡ります。各仏像についてもどういう御利益のある仏様なのかなどのプチ解説
もあり、今後の寺社巡りに役立つ知識が得られます。

生駒で感じる古代の息吹
～宝山寺参拝と自然菜食カフェランチ～

定員10名申込締切 4/8㈬宇宙・神話・古代史エンターティナー阿礼恵実

【受講料】5,580円(税込/保険料・食事代込)
4/11㈯ 11:20～15:30

9:30 近鉄電車南大阪線 飛鳥駅改札前

①②両方申込の方は
受講料3,960円(税込)〈会員:3,740円〉

日本で唯一「精緻な極彩色」と表現される四神の描
かれた美しい壁画を有するのは、『高松塚古墳』と
『キトラ古墳』だけです。極彩色の壁画にスポットを
当て壁画の詳細、発見の経緯やこれまでの軌跡など
を知ることが出来るコースです。

飛鳥散策① 古代極彩壁画の双璧
～高松塚古墳とキトラ古墳～

定員20名申込締切 5/14㈭

明日香村観光ボランティアガイド

【受講料】2,310円(税込/保険料込)
5/17㈰ 9:30～12:30

※当日別途施設入場料
13:30 近鉄電車南大阪線 飛鳥駅改札前

①②両方申込の方は
受講料3,960円(税込)〈会員:3,740円〉

古代文化の香り豊かな郷、明日香村にある亀石など
の不思議な石造物や天皇陵などを巡ります。歴史を
知らない方でも、誰でも楽しく分かりやすく『飛鳥時
代』を感じる事が出来るコースです。飛鳥の歴史や風
景を楽しんでください。

飛鳥散策② 飛鳥歴史の地を巡る
～不思議な石造物と天皇陵～

定員20名申込締切 5/14㈭
【受講料】2,310円(税込/保険料込)
5/17㈰ 13:30～16:30

明日香村観光ボランティアガイド 10:00 建部大社大鳥居(一之鳥居)前
(滋賀県大津市神領1-16-1)

みなさんは旧暦の元旦近くに愛でる寒さくら【元日さくら】はご存知
でしょうか？この時期、この時に初花を見ると未来の願いが叶うと
か…。占術師ならではの視点での運気･運勢アップに繋がる話を聞
きながら、淡い優しい色をした初花【寒さくら】を観にいきましょう。
また、風水ではさくらと梅を同日にみると良い事がおこると言われ
ています。様々なパワースポットが点在する建部大社で今年の運気
アップをはかりましょう。

占術師・藤原萠乃先生と行く
寒さくら【元日さくら】を愛でる～
建部大社で運気をアップ！

定員8名申込締切 1/31㈮

占術師藤原萠乃

【受講料】3,080円(税込/保険料込)
2/3㈪ 10:00～11:30

10:00 京阪電車石山坂本線
近江神宮前駅坂本比叡山口方面改札前

大津宮跡にある多くの石碑から古を偲び、かるたの聖地近
江神宮を訪れ、天智天皇の歌碑「秋の田の～」や百人一首
の板かるた、近江勧学館などを見学します。また圓満院門
跡まで足を延ばし、百人一首歌碑と芭蕉句碑を鑑賞します。
三井寺門前「風月」にて食事をしながら、古い歴史と文化、
多くの文化財や伝説のお話しに花を咲かせましょう。知って
いるようで知らない三井寺特別拝観もお楽しみください。

近江文学散歩「近江の小倉百人一首」
ゆかりの地を巡る～近江神宮から三井寺～

定員20名申込締切 3/26㈭

近江の文学道先案内人いかいゆりこ

【受講料】6,260円(税込/保険料･食事代･拝観料込)
4/2㈭ 10:00～15:00

9:30 JR草津線 甲賀駅北口

和ハーブ塾 ～春編～
甲賀の里山散策と薬草御膳

定員20名申込締切 4/16㈭

和ハーブインストラクター竹中島みちよ

【受講料】6,867円(税込/保険料・食事代・材料費込)
4/23㈭ 9:40～14:30

JEUGIAカルチャーセンターイオン近江八幡
（近江八幡市鷹飼町179 イオン近江八幡ショッピングセンター2番街「アクア21」3F）

東近江でお馴染み、日本産生葡萄100%使用した「日本
ワイン」を濾過しない「にごりワイン」のスタイルで醸造
するヒトミワイナリー。ソムリエがおすすめする特別なワ
インを楽しみながら、ワインと一緒にいただくために、素
材にこだわり小麦本来の味わいを楽しめる人気の天然
酵母パンを堪能していただきます。

ヒトミワイナリーおススメのにごりワイン＆
天然酵母パンをテイスティング♪

定員10名申込締切 3/8㈰

JSA認定ソムリエ・ANSA認定ワインコーディネーターヒトミワイナリー /栗田智史

【受講料】4,870円(税込/飲食代込)
3/15㈰ 13:30～15:30

11:00 長濱浪漫ビール長濱蒸留所（滋賀県長浜市朝日町14-1）

琵琶湖北部長浜は霊峰伊吹山からの雪解け水
にも恵まれ、まさにウイスキーの聖地ともいえ
る場所です。そこで作られたクラフトウイスキー
の製造過程を見学し、製造本部長からとってお
きの興味深いお話をお聞きします。「長濱浪漫
ビール」でも知られる蒸留所で、テイスティング
をしていただきながら、良質な水と風土で作ら
れたウイスキーと一緒にビールの魅力もお楽
しみください。

できたてのクラフトウイスキーとビールをたのしむ
～日本最少の蒸留所を訪ねて～

定員
20名

申込締切
4/12㈰長濱浪漫ビール(株)取締役製造本部長清井　崇

【受講料】3,410円(税込)★試飲・おつまみ付き
4/19㈰ 11:00～13:00

JEUGIAカルチャーセンターららぽーと甲子園
(兵庫県西宮市甲子園八番町1番100 ららぽーと甲子園2F)

創業百余年、芦屋の藏で厳選素材を用い伝
統の技で味噌作りを続けている六甲みそ、
兵庫県産の米と大豆を使って仕込みます。
おうちに持ち帰って熟成を待ちます。
指導は六甲味噌の長谷川社長、生糀とふか
したての大豆と塩で本格的な味噌仕込みを
丁寧に教えてくださいます。自分の手で仕込
んだお味噌は格別、夏過ぎには、芳醇な香
りの美味しいお味噌が出来上がります。
●出来上がり約5kgの味噌を仕込みます。

関西 芦屋発 六甲みその味噌づくり教室

申込締切
4/8㈬

定員
30名 有限会社六甲味噌製造所 代表取締役※小学生のお子さまに限り親子ペア参加可

　お子様1名につき プラス受講料550円(税込) 長谷川憲司
【受講料】5,420円(税込/材料費込)
4/15㈬14:00～15:30

11:20 阪急電車神戸線
神戸三宮駅西改札前

丸八蒲鉾はすり身にこだわり、一つ一つ丹念に手作りし
ているため地元神戸の料理人達にも愛されています。
まずは三宮にある「野菜割烹あき吉」で丸八蒲鉾のすり
身を使ったランチをお召し上がりいただきます。ランチ
のあとは丸八蒲鉾工場内見学、こだわりの"すり身"を使
用した料理の実演、試食と盛りだくさんの内容です！

≪創業大正12年≫神戸の老舗
かまぼこ店「丸八蒲鉾」で　
創業以来初めての工場見学と
すり身アレンジ料理の実演＆試食

「野菜割烹あき吉」×「丸八蒲鉾」のこだわりランチ付「野菜割烹あき吉」×「丸八蒲鉾」のこだわりランチ付

定員14名

申込締切
4/11㈯

株式会社丸八蒲鉾四代目代表取締役豊永雄一郎

【受講料】5,350円(税込/食事代込)
4/18㈯ 11:30～15:00 15:00 阪神電車阪神本線 芦屋駅改札前

一昨年オープンの「優食家みずかみ」はま
さに隠れ家的存在の店。店主の水上さんが
愛してやまない、兵庫酒の呑み比べと料理
のペアリングをお話しとともに愉しみます。

癒しの隠れ家『優食家みずかみ』でいただく
愛しの兵庫酒と美味し料理

申込締切
3/23㈪

定員
13名優食家店主水上優子

【受講料】4,650円(税込/飲食代込)
3/30㈪ 15:00～16:30

12:30 阪急電車宝塚線 清荒神駅北改札前
(車でお越しの方は専用駐車場横に13:00集合)

地元では親しみを込めて「荒神さん」と呼ばれる関西
でも随一を誇る神仏合のパワースポット、清荒神清澄
寺をご案内します。昇竜の参道を行けば運気もアップ。
私たちの暮らしに欠かせない“かまどの神様”に繁栄を
祈願し、今年の祐気取りもできます。お詣り後は素敵な
カフェでの開運体験講座で締めくくります。

パワースポット巡り～兵庫編～
開運満載！ 清荒神清澄寺詣り

定員15名

申込締切
3/31㈫

甲斐四柱推命学院 副学長 教授甲月あさ美

【受講料】3,410円(税込/保険料込)
4/3㈮ 13:00～15:00

JEUGIAカルチャーセンターイオンモール堺北花田
(堺市北区東浅香山町4-1-12イオンモール堺北花田3F)

美と健康の1日を～まずはJEUGIAカルチャーセンター
イオンモール堺北花田のスタジオにてピラティス＆スト
レッチで身体をリフレッシュ。気持ちよく身体を動かした
後はお隣りの食堂カフェ potto×タニタカフェにてオリ
ジナル美容ランチをお召し上がりいただきます。

食堂カフェ　　　　　　　　　　　　　　 コラボ企画
美と健康の1日を～ピラティス＆ストレッチと美容ランチ～

定員12名申込締切 3/17㈫

Body Arts and Science International 認定
マットピラティスインストラクターakiko

【受講料】3,760円(税込/ランチ･ドリンク･デザート代込)
3/24㈫ 10:30～13:00

ジオラマ103(大阪市浪速区日本橋5-12-3盛岡ビル102)
地下鉄恵美須町駅B1出口すぐ

鉄道模型と
本格ジオラマで楽しもう
～故障診断もやります～

定員16名申込締切 5/11㈪

Cafe&Barジオラマ103代表平岡達矢

中学生以上

【受講料】2,970円(税込/弁当代込)
5/18㈪ 10:30～12:30

10:00 大阪メトロ堺筋線・京阪電車京阪本線
北浜駅26番出口階段上(地上1F)

310品種、3700株のバラが咲く大阪市内最大
の「中之島バラ園」。堂島川と土佐堀川に挟ま
れた都心のオアシスのような場所です。一口に
バラと言っても色も形も様々で、「アプリコット・
ネクター」、「天津乙女」、「エバーゴールド」、「ふ
れ太鼓」など、名前にもそれぞれ味わいがあり
ます。園内を自由に散策して思い思いの短歌を
詠みましょう。歌を詠んだ後に、昼食と歌の講評
があります。

～「塔」編集長 松村先生と一緒に～
初夏の「中之島バラ園」で短歌を詠む

定員10名申込締切 5/12㈫

「塔」編集長松村正直

【受講料】4,930円(税込/保険料･食事代込)
5/21㈭ 10:00～15:00

①10:00 ②13:30 阪急電車宝塚線 服部天神駅大阪(梅田)方面改札前*会場直接も可。

ガーデニングとインテリアグリーンで人
気のガーデンショップ「レモンズガーデ
ン」。50種類以上もの植物の特徴など分
かりやすい解説を聞いた後、たくさんあ
るお花の中からお好きな花を選んでハ
ンギングリース作りを体験をします。他の
誰とも違う、自分だけの自分好みのオリ
ジナルリースを作りましょう！

フラワーガーデンでお洒落な
マイハンギングリース作り体験

定員各8名申込締切 3/17㈫㈱レモンバーム代表取締役髙橋惠子
レモンズガーデン（大阪府豊中市北条町3-4-26）

【受講料】各5,650円(税込/材料費･お花代込)
3/24㈫①10:30～12:30

②14:00～16:00

13:40 JR京都線 高槻駅地下西口改札前

古民家カフェでほっこりしながら
発酵食レッスン『甘酒』のヒミツ

定員
8名

申込締切
4/11㈯パンと発酵教室Moins cuit 発酵マイスター藤田浩子

【受講料】4,310円(税込/保険料･材料費･カフェ代込)
4/18㈯14:00～16:00

10:20 阪急電車宝塚線 豊中駅南改札前

～ワイン満喫！～
北摂の隠れ家名店ビストロで
ワインを学びワインを描く

申込締切
5/19㈫

定員
20名

NOANOA CHALKART WORKS 主宰鳴海愛子 PERTICA シェフ白竹俊貴

【受講料】6,980円(税込/材料費･飲食代込)
5/26㈫ 10:30～14:00 9:50 阪急電車 宝塚線服部天神駅

大阪(梅田)方面改札前

完全自家製麺でダシにもこだわる「うどん屋 山善」で
店主から直接手打ちうどんのノウハウを学びます。
小麦粉と水を混ぜて、踏んで、延ばして、切って・・・。
体験後のうどんはその場で美味しくいただきましょ
う。うどん種（4人前）はお持ち帰りできます。ご家庭で
も、手作りの味をお楽しみください。

大阪ダシで人気のうどん店「山善」で
手打ちうどん体験

定員20名申込締切 4/17㈮

うどん屋 山善 店主山善　明

【受講料】3,510円(税込/保険料･材料費等・食事代込)
4/22㈬ 10:00～13:00

11:40 大阪メトロ御堂筋線
江坂駅北改札前

北摂オフィス街で人気の酒と創作料理の店「金爾」には厳選
された多種多様の日本酒が揃っています。もっと日本酒を知
り、もっと日本酒を楽しみましょう！日本酒とお酒にぴったりの
料理を、こだわり光る店主のとっておきのお話を聞きながら
いただきます。

高槻は京都から西国街道を経
て西日本に至る交通上、重要な
位置にあります。織田信長はこ
の高槻の地の利に注目し、キリ
シタン大名として南蛮文化の担
い手でもある高山右近を城主
としました。江戸幕府もまたこ
の高槻を重視し譜代大名を城
主としました。今回はその城跡
を訪れ歴史を追体験します。

きき酒体験‼～こだわり抜いたお酒と料理～
日本酒の魅力を味わう

定員23名申込締切 3/29㈰

饂飩とお酒「金爾」 店主嶋田知宣

【受講料】6,490円(税込/飲食代込)
4/5㈰ 12:00～15:00

12:20 京阪電車京阪本線
淀屋橋駅中央改札(出口専用)前

近代都市 大阪の歴史を歩く

定員20名申込締切 2/28㈮

大谷大学非常勤講師

Ⓒ（公財）大阪観光局 Ⓒ（公社）高槻市観光協会

Ⓒ（公財）大阪観光局

杉本　理

【受講料】3,080円(税込/保険料込)
3/1㈰12:30～16:30

※当日別途カフェ代
※当日別途食事代

12:50 阪急電車京都線
高槻市駅改札前

定員20名申込締切 4/17㈮【受講料】3,080円(税込/保険料込)
4/19㈰13:00～16:00

北摂の城跡を訪ねて～高槻城

大谷大学非常勤講師杉本　理
13:20 天満宮繁昌亭前
(大阪市北区天神橋2-1-34)
大阪メトロ谷町線南森町駅近く

桜の名所・大阪城と
ガラシャをたどる

定員20名申込締切 4/2㈭

前龍谷大学客員研究員小田　剛

【受講料】3,410円(税込/保険料込)

4/6㈪
13:30～16:30

13:00 JR天王寺駅中央口日本旅行前

推古天皇元年（593年）に建立　伽藍配置は日本で最も古い
建築様式で、６～７世紀の大陸の様式を今日に伝える貴重
な建築様式とされています。絵堂での聖徳太子の絵解きによ
る解説は必見！金堂・五重塔の内部も見学します。境内の仏足
石・伊勢神宮遥拝石・石舞台などもお見逃しなく。

仏像鑑賞力アップ講座
飛鳥の息吹を今に伝える　
四天王寺と茶臼山散策

定員25名申込締切 4/15㈬

古美術研究会樋口隆秀

【受講料】2,860円(税込/保険料込)
4/22㈬ 13:00～15:30

12:50 大阪メトロ谷町線
谷町九丁目2番出口地上

繁華街に近く、都会の中でも緑に覆
われている不思議な神社、いにしえの
昔「仁徳天皇」のお住まいで始まった
「高津宮」。隠れパワースポット高津宮
にまつわるエピソード、パワー解説や
取り入れ方などを交えながら、効果を
堪能した後はカフェにて開運アドバイ
スをお聞きいただきます。

パワースポット巡り～大阪編～
開運満載！ 高津宮詣り

定員20名申込締切 4/10㈮甲斐四柱推命学院 学長山田凰聖
甲斐四柱推命学院 副学長 教授甲月あさ美

【受講料】3,410円(税込/保険料込)
4/17㈮13:00

 ～15:00

9:30大阪メトロ御堂筋線淀屋橋駅1番出口
エスカレーター上がる地上

「行ってみたいけど…」、「一人では行きづらい…」、
そんな方のために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10名申込締切 4/6㈪

弁護士岡本大典

【受講料】3,740円(税込/保険料込)
4/13㈪ 9:30～15:15

ここは、兵庫と、大阪のご当地講座です。ここは、京都酒蔵巡りと奈良・滋賀のご当地講座です。

京都・洛中で、「良い水」とともに120年の歴史と酒造りの技術を伝承し続ける
佐々木酒造。普段一般公開されていない酒蔵を特別に見学させていただきま
す。利き酒を楽しみながら古都千年の歴史とともに、こだわりの酒造りとご自分に
あう銘柄を味わいましょう。 《おすすめ日本酒のお土産付き》

10:30 佐々木酒造㈱前(京都市上京区日暮通 椹木町下ル北伊勢屋町727)

【受講料】3,960円(税込/材料費込・手帳付き)
　　　　※御酒印帳をお持ちの方：3,410円(税込/材料費込)

佐々木酒造㈱御酒印帳®プロジェクト公認
～酒蔵巡りを楽しもう！～

佐々木酒造 登録銘柄「聚楽第」

御酒印帳®付き！
(税別定価1,500円相当）

4/18㈯10:30～12:30

御酒印帳®とは、公認酒蔵の御
酒印（お酒ラベル）を収集で
き、その時の蔵元の様子やお
酒の特徴等を書きとめる手帳
です。自分の好きな銘柄との
出会いや旅の思い出を1冊の
手帳に残しませんか。

京
都
・
洛
中

定員15名
申込締切 3/21㈯

米だけで作る「純米酒」にこだわり、酒造りを続ける玉乃光酒造。原料である米に
も強いこだわりをもち、精米作業も自分たちで行います。間近で作業工程を見学し
ながら、京都・伏見の豊かな水に感謝しつつ、昔ながらの伝統的なやり方で作られ
る「日本酒」を存分に味わいます。 《おすすめ日本酒のお土産付き》

10:30 玉乃光酒造㈱前(京都市伏見区東堺町545-2)

【受講料】3,520円(税込/材料費込・手帳付き)
　　　　※御酒印帳をお持ちの方：2,970円(税込/材料費込)

松嶋康之玉乃光酒造 登録銘柄「玉乃光」

3/28㈯10:30～12:30

京
都
・
伏
見

※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。

5色よりお好きな色の御酒印帳をお選びください
左から、緑・黄・ベージュ・ピンク・ブルー

甲賀は古くから薬草とともに活躍し
た忍者の歴史から、薬草の宝庫とさ
れてきました。講座ではまず里山を
散策し、この時期しか会えない”薬の
草花”を解説します。また人と薬のか
かわりと歴史が学べる「くすり学習館」を見学し、薬草を使ったクラフトを
体験します。地元で採れた旬の恵みがいっぱい詰った薬草御膳をいただ
き、見て、体験して、食べて！まるごと薬草尽くしの一日へご案内します。

趣味の王様といわれ、最近では女性にも人気の鉄道模型の世界。初心者
のための楽しみ方をお教えします。会場はマニアの間では知る人ぞ知る、
飲食しながら鉄道模型を楽しめるジオラマ
103。ご自宅にあるNゲージをお持ちいた
だけば、故障診断と試運転も行えます。
駅弁人気ナンバーワンの呼び声の高い
「ひっぱりだこ飯」をいただきながら、精巧
に作られたジオラマ（情景模型）を走る列
車に癒やされましょう。

古民家カフェ『nowa cafe』で、関西の発酵食レッスンのスペ
シャリスト藤田先生の甘酒のレッスン。日本古来の発酵食品
で私たちが毎日必ずと言って良いほど食
している麹はとても万能です。美に、健康
に重要なアイテム「麹」から作る甘酒の種
類や効能などを、デモンストレーション、試
食ありで堪能いただきます。『nowa cafe』
ケーキセットのカフェタイムあり！ほっこり
過ごせます。

路地裏の蔦の絡まるお洒落な一軒家ビストロ「PERTICA」には世界中
のワインが1,000本以上も。オイルパステルという画材を使い「チョーク
アート」を体験。指でくるくるとワインを描く楽しい時間の後は、料理人
コンペティション「RED U-35」2019受賞の
実力派シェフの本格ランチコースとワイン
をシェフの楽しいお話とともにいただきま
す。ワインがもっと好きになりますよ！

江戸時代から商都として栄えた大阪は、明治維新
後近代都市大阪として近代日本の商工業のなか
で大きな役割を担いました。そうした歴史を象徴
する中之島の大阪市中央公
会堂、淀屋橋界隈の適塾や近
代建築をめぐり、大阪の文化
を代表する四天王寺界隈を
歩き、大阪の歴史と文化を追
体験します。

令和2年の大河ドラマの主役、明智光秀にちなんで大阪城
と光秀の娘・ガラシャのゆかりの地を訪ねます。
大阪天満宮から大阪城、玉造稲荷神社、聖マリア大聖堂、
越中公園、難波宮跡や
大村益次郎が亡くなっ
た地など”大阪”を再発
見しましょう。

※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。
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