
7,400円会員 2,090円会員

3,740円会員
6,050円会員

各8,470円会員 4,810円会員

各3,910円会員
7,150円会員

3,740円会員
3,630円会員

3,410円会員

3,410円会員
3,410円会員 3,410円会員

4,600円会員 2,200円会員
各1,650円会員

2,530円会員 3,630円会員
6,050円会員

各5,520円会員
3,850円会員

1,650円会員

5,500円会員 1,210円会員

3,201円会員 6,200円会員
2,750円会員

3,540円会員

5,610円会員
4,950円会員

ここは、中部と中四国、九州のご当地講座です。ここは、東北・北越と関東のご当地講座です。

JEUGIAカルチャーセンターイオンモール盛岡南
(盛岡市本宮7丁目1-1 イオンモール盛岡南1F)

南部小麦のベーグル屋さん「手作り工房きくぱん」
のスコーンは大手ネット通販サイトでも常に上位
の大人気！この講座では店主のきくさんと一緒に
岩手県産の南部小麦をはじめ、素材にこだわった
スコーン2種（プレーン・全粒粉）を作ります。

～外はサクサク！ 中はもっちり！～
風味豊かな南部小麦で人気の
スコーンを作る

定員6名申込締切 4/25㈯

手作り工房きくぱん店主・岩手県「食の匠」横沢きく

【受講料】2,750円(税込/材料費込)
4/29㈬㈷ 10:30～12:30

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1-1-1 イオンモール新潟南2F) 

酒造りに適した米や水、風土に恵まれた新潟で日本酒を学
びましょう。「少しの知識を身につけることで日本酒の楽し
み方が広がります」をモットーに、にいがた観光特使でもあ
る講師が日本酒の楽しみ方をレクチャーします。受講後は
「日本酒ナビゲーター」の資格を取得していただけます。

日本酒ナビゲーター認定講座
～これだけは知っておきたい日本酒の基礎知識～

定員10名申込締切 5/7㈭

SSI認定唎酒師 日本酒学講師村山和恵

【受講料】7,950円(税込/教材費･認定料込)
5/10㈰14:00～17:00

13:00 高岡市民体育館前
(富山県高岡市古城1-8)

加賀前田家二代当主前田利長が築いた高岡城
の城跡で、さくら香る思い思いの風景をスケッチ
に残してみませんか。
講師がアドバイスする｢ちょっとしたコツ」で素敵
な絵が描けます。

さくらの名所「高岡古城公園」で
スケッチを楽しむ会

定員30名申込締切 4/2㈭

高岡市美術作家連盟会員  富山県洋画連盟会員  モダンアート協会会員高倉隼志

【受講料】2,750円(税込/保険料込)
4/5㈰ 13:30～17:30

12:45瑞巌寺拝観者受付所前
(宮城県宮城郡松島町松島字町内91番地)

～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 5/17㈰瑞巌寺僧侶

【受講料】3,960円(税込/保険料・拝観料他込)
5/24㈰13:00～16:00

Atelier Orange Bell (埼玉県羽生市上岩瀬1553-1)

埼玉県羽生市の自然溢れる風景の中にある
「Atelier Orange Bell」は、車庫をヨーロッパ
の農家風にリノベーションして作られたカフ
ェ＆ギャラリーです。そんな羽生の隠れ家で
薔薇と季節の花々のアレンジレッスンをお
楽しみいただき、ティータイムで癒しのひと
時を過ごしましょう。

羽生の隠れ家カフェ＆ギャラリー
アトリエオレンジベルで
薔薇のアレンジレッスン

定員10名

申込締切
4/1㈬

フランスフローラルアート協会フローラルディレクター保坂道子

【受講料】6,270円(税込/材料費・デザートセット代込)
4/8㈬13:30～15:30

朝食喜心 kamakura
(神奈川県鎌倉市佐助1-12-9)

2018年に鎌倉・佐助にオープンした「朝食喜心
kamakura」で禅の心に触れるひとときを。
風情ある日本家屋の2階の囲炉裏のお部屋で、
臨済宗建長寺派 宗禅寺住職・高井正俊和尚によ
る坐禅と、鎌倉の建長寺発祥と言われている“け
んちん汁”についてのお話をお聞きいただきま
す。その後1階でけんちん汁のついた朝食喜心の
コースをじっくり味わい、食後は2階でお茶と甘味
を楽しみながら和尚の法話を聞き団欒します。

朝食喜心 kamakuraで禅の心に触れる
～坐禅・法話とけんちん汁～

定員各10名申込締切 各5日前

宗禅寺住職高井正俊

【受講料】各8,910円(税込/食事代込)
2/25㈫・8/25㈫ 各日11:45～14:45

16:00 多摩モノレール 立川北駅改札前

笑いあり、涙ありのお芝居と美しい艶姿にきらび
やかな歌声、豪華絢爛舞踏ショー。2015年にで
きた大衆演劇場「立川けやき座」で、大衆演劇を
初体験してみませんか。当日は劇団座長によるレ
クチャーもあります。大衆演劇の歴史や観劇の粋
な楽しみ方、化粧や舞台裏など、一般入場者では
みることのできないJEUGIAカルチャーセンター
特別講座です。（夕食弁当付）

魅惑のエンタメ「大衆演劇」を楽しもう！
立川けやき座

定員150名申込締切 3/17㈫

劇団座長

【受講料】5,000円(税込/保険料･観劇料・弁当代込)
3/24㈫ 16:30～20:30

9:45 鎌倉彫会館1階
カフェ＆ショップ「倶利 guri」
(神奈川県鎌倉市小町2-15-13)

　鎌倉彫会館 1階のカフェ＆ショップ 「倶利 guri 」にて
塗香（ずこう）作りとランチ「精進・刻御膳（ときごぜん）」
をお楽しみいただきます。鎌倉彫資料館見学の後、作り
たての塗香を持って、七福神めぐりを中心におすすめ
のお寺を数箇所まわります。新緑の鎌倉を五感で楽し
みましょう。鎌倉の名刹のオリジナル塗香を開発・制作
している香司（和の調香師）がご案内します。

春の鎌倉巡り
～塗香作りと鎌倉彫会館見学、鎌倉散策～

定員10名申込締切 5/10㈰

香司（和の調香師）西島　紫

【受講料】5,610円(税込/保険料・材料費込)
5/17㈰ 10:00～15:00

①10:00②13:00 西武国分寺線 恋ヶ窪駅改札口

毎年バラの季節になると多くの人が集う素敵な
お庭“my garden ”。 ローズオットーの精油を贅
沢に使ったアロマスプレーレッスンとティータイ
ム。薔薇の香りに包まれて優雅でとっておきの一
日を楽しみましょう！

薔薇の花咲きみだれる素敵なお庭で
優雅にガーデンレッスン
～アロマティックローズスプレー～

定員 各10名申込締切 5/9㈯

AEAJ認定アロマセラピスト寺門華子

「my garden」(東京都国分寺市戸倉1-2-21)

【受講料】各4,110円(税込/保険料･材料費・ケーキセット代込)
5/16㈯①10:30～12:30

②13:30～15:30

10:50 矢来能楽堂
(東京都新宿区矢来町60番地)

～初心者必見!! 能の魅力を徹底解剖～
能《弱法師・藤》鑑賞

定員10名申込締切 2/8㈯

観世流シテ方能楽師永島　充

【受講料】7,370円(税込/保険料･チケット代込)
2/29㈯ 11:00～16:00(昼休憩含む)

13:00 東京文化会館正面口
(東京都台東区上野公園5-45)

邦楽演奏家の塩原先生と「江戸邦楽」を感じられる
場所、春の上野を訪れます。歌舞伎や日本の伝統音
楽に興味のある方、江戸文化に触れてみたい方、上
野周辺を歩いてみたい方、邦楽ゆかりの場所を先生
と一緒に歩いてみませんか。
どこに行くかは当日のお楽しみ。

～塩原庭村と行く～ 江戸邦楽散歩
～塩原庭村の邦楽サロン～
邦楽の中にみられる夏の風情

定員10名

申込締切
3/7㈯

邦楽演奏家・演出家
塩原庭村

【受講料】4,070円(税込/保険料込)
3/14㈯ 13:00～15:30

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

定員15名申込締切 5/27㈬邦楽演奏家・演出家塩原庭村

【受講料】3,960円(税込)
6/3㈬19:00～20:30

11:00 東京メトロ日比谷線 築地駅出口1改札前

～占い師・銀谷先生と行く～
春の築地周辺散歩

定員8名申込締切 4/8㈬

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】3,740円(税込/保険料込)
4/15㈬ 11:00～13:30

9:50 JR有楽町駅京橋口改札前

江戸時代に作られた地図を見ながら丸の内・大手町の
オフィス街を歩き、町の成り立ちを学びます。
 予定コース  有楽町駅→東京国際フォーラム→第一生
命館（旧GHQ本部）→帝国劇場→馬場先門跡→三菱一
号館→東京駅丸の内口→井上勝像→丸ビル→和田倉
門跡(休憩）→和田倉堀→大手門→大名小路跡→東京
消防庁→錦橋→神田橋→江戸城外堀の石垣→竜閑さく
ら橋→新常盤橋→道三堀跡→東京駅日本橋口（解散）

古地図を見ながら歩く東京①
『丸の内・大手町を歩く』

歩き旅応援舎代表岡本永義

【受講料】3,740円(税込/保険料込)
4/13㈪ 10:00～13:00

古地図を見ながら歩く東京②
『神保町～市ヶ谷を歩く』

定員15名申込締切 4/11㈯ 9:50 都営新宿線・三田線・東京メトロ半蔵門線
神保町駅A6出口階段上

江戸時代に作られた地図を見ながら江戸城の北の丸公園
周辺を歩き、町の成り立ちを学びます。
 予定コース  神保町交差点→古書店街の古建築→妙法
衛護稲荷神社→竹橋門跡→江戸城の土塁跡→清水門
→北の丸公園(休憩）→乾門前→千鳥ヶ淵→英国大使館
前→一番町→御厩谷坂―二七不動堂→番町の崖→東
郷元帥記念公園→帯坂→市ヶ谷駅（解散）

歩き旅応援舎代表岡本永義

【受講料】3,740円(税込/保険料込)
5/11㈪ 10:00～13:00

定員15名申込締切 5/9㈯
9:50 東京メトロ半蔵門線・都営大江戸線
清澄白河駅 清澄通り方面改札前

江戸時代に作られた地図を見ながらかつては縦横に
運河があった深川を歩き、町の成り立ちを学びます。
 予定コース  清澄白河駅→霊巌寺→浄心寺→福冨川公
園跡→吉岡水門跡→富島橋跡→都立木場公園(休憩）
→木場公園大橋→要橋→木場親水公園→市川団十郎
宅跡→川並の像→繁栄稲荷神社→洲崎神社→洲崎橋
跡→木場駅（解散）

歩き旅応援舎代表岡本永義

【受講料】3,740円(税込/保険料込)
6/15㈪ 10:00～13:00

定員15名申込締切 6/13㈯

古地図を見ながら歩く東京③
『深川木場を歩く』

11:30 磯料理まるけい(愛知県名古屋市中区大須3-43-1)

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、小ばなしなど、生の芸を身近にご覧
いただけます。楽屋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20名

申込締切
5/16㈯

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】4,800円(税込/食事代込)
※当日別途ドリンク代実費

※当日別途材料費500円（税込）

※当日別途入園料200円(税込) 65歳以上の方は無料  ※希望者のみ道具レンタル代300円(税込) 

5/26㈫ 11:40～14:00

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)

大人から子どもまで年齢に関係なく、誰でも使
うことが出来るお得な切符の利用法などを座学
で知る「青春18きっぷ」入門コースです。切符の
買い方、特徴や使い方を中心に、実際に旅をし
たから分かる体験談やおすすめコースの情報
をご紹介します。時刻表を片手にゆっくり車窓を
楽しむ春旅の計画を！

日本の中間地点｢名古屋」からなら
東西どちらも行きやすい！
おトクな切符「青春18きっぷ」活用術

定員10名

申込締切
3/5㈭

セカンドライフコーディネーター戸張里美

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)

【受講料】2,410円(税込)
3/8㈰ 10:30～12:30

知多半島を弘法大使が行脚されたご縁にあやかり、経文を
曼荼羅の形にして写経をしていきます。書くことで無心にな
って心を浄化し、穏やかな気持ちに。一文字書き写すだけで
功徳が頂けるという写経。講師が実際に巡った知多新四国
の面白エピソード、般若心経の解説も。

弘法大使
ゆかりの地で親しむ写経

定員 各8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】各1,815円(税込)

3/7㈯･6/6㈯
10:30～12:30

11:45 六華苑入口前
(三重県桑名市大字桑名663-5)

桑名にある国の重要文化財・六華苑を絵てがみに描きます。
池泉回遊式庭園で春の植物を探して･･･洋館のステンドグ
ラスに貴重な家具の装飾、和館には鴨居の釘隠しの菊や桐
の花。絵になるものを探して描く絵てがみ講座。初めての方
も描きやすいタオル筆をご用意します。

春の六華苑で愉しむ
タオル筆で絵てがみ講座

定員15名申込締切 4/16㈭

絵てがみ講師花村ひろ子

【受講料】2,640円(税込/材料費・入苑料込)
4/23㈭ 12:00～15:00

10:00 桑名市パブリックセンター
料理実習室(旧公民館) ※駐車場あり
(三重県桑名市中央町3丁目44番地)

水や緑に恵まれた三重県桑名市長島町にあるいちご
農家『のらくら農園』の濃厚ないちごの味を贅沢に楽し
めるいちごジャムを作ります。添加物を一切使わずいち
ごとお砂糖だけで一番美味しい作り方を伝授！もちろん
びん詰めにして持ち帰ります。お子様連れOK。

三重・長島町『のらくら農園』伝授！
絶品いちごジャムづくり

定員10名申込締切 3/19㈭

のらくら農園上田周平

【受講料】3,740円(税込/材料費込)
3/26㈭ 10:00～12:00

12:45 樽見鉄道 本巣駅(岐阜県本巣市曽井中島680-11)

岐阜・大垣市から日本三大桜「淡墨桜」が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。

～ローカル列車を走らせよう～
300m樽見鉄道レールバス運転体験

定員20名申込締切 5/31㈰

定員20名申込締切 3/28㈯

樽見鉄道　指導運転士清水弘樹

【受講料】6,490円(税込/保険料込)
6/7㈰12:45～15:00

JEUGIAカルチャーセンターモレラ岐阜
(岐阜県本巣市三橋1100 モレラ岐阜2F)

和菓子コンテスト日本一に輝き
SNSでも人気の和菓子職人によ
る貴重な練りきりの体験レッスン
です。普段なかなか体験できない
和菓子作りをしてみませんか。2
種類のデザインを2個ずつ一緒に
作ります。デザインは季節によっ
て変ります。

菓匠 三納寛之から学ぶ
季節の和菓子レッスン

定員 各10名

申込締切
各1週間前

和菓子作家三納寛之
【受講料】各5,850円(税込/材料費込)
3/29㈰・5/10㈰・6/15㈪①10:30～12:30

②14:00～16:00 

10:00 JR高松駅改札前

高松城はまたの名を玉藻城と呼ばれ
瀬戸内の海水を引き込んだ日本三大
水城のひとつと言われています。その
高松城跡、玉藻公園をガイドと共に
散策し春の陽気の中、思い想いの絵
手紙を書きます。
お昼は老舗料亭二蝶のお弁当を。
まんでがん(全て）讃岐の春を楽しん
で下さい!

史跡高松城跡 玉藻公園で絵手紙
～まんでがん讃岐の春～

日本絵手紙協会公認講師岩原千文

【受講料】4,070円(税込/保険料･食事代込)
4/7㈫ 10:00～14:00

JEUGIAカルチャーセンター高松
(香川県高松市常磐町1-3-1 瓦町FLAG10Ｆ)

香川県伝統工芸品「讃岐かがり手まり」と松の盆栽生産量
日本一の香川の盆栽を融合させたこけ玉を作ります。
植物のプロによる育て方のレクチャーもあり。
讃岐色のあるこけ玉を作ってみませんか。

こけ玉作り～讃岐風アレンジVer ～

讃岐×手まり×盆栽

定員20名申込締切 3/26㈭

フラワーガーデン花崎花崎かおり

【受講料】1,760円(税込)
4/5㈰10:30～11:30

立花ガーデン
(広島県尾道市向島町立花287-1)

尾道・向島の小さなリゾート「立花ガーデン」。まるで南国に来た
かのような気分にさせてくれます。そんな立花ガーデンで瀬戸内
の夕景を目前に、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の食事をいただき、心と身体
に潤いを。そして、ガーデン内cosakuuのデザートで最高のひとと
きをお過ごしください。 

～絶景 尾道・立花ガーデンで～
夕暮れのヨガとお食事会

定員10名申込締切 4/12㈰

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】6,000円(税込/保険料・食事代込)
4/19㈰17:00～19:00

9:00 あさの汐風公園の噴水広場
(福岡県北九州市小倉北区浅野3丁目3番地)

地図とコンパスを頼りに小倉のインスタ映えスポット
を探しながら巡ります。チェックポイントでは楽しい
だけではなく難しい!?写真撮影を行って得点を獲得
します。遊びながらプチ観光できて楽しいこと間違い
なし!チームで立てた作戦を時間内にクリアできるの
か?ハラハラドキドキの冒険してみませんか。

ちずあそびで小倉の
インスタ映えスポットを探索しよう!

定員50名申込締切 4/10㈮

定員10名申込締切 3/29㈰

ちずあそび代表下岡隆治

【受講料】1,320円(税込/保険料込)
4/12㈰9:00～16:00

※雨天の場合4/26㈰に延期

tette(福岡県北九州市小倉北区東城野町5-1)

小倉の有名韓国料理店オーナーが韓国、
そして北九州の食材をふんだんに使った
タコ鍋等、秘伝の味をお教えします。韓国
の本場の味を学びながら韓国の食文化や
観光スポット等、旬の韓国の話題も盛り込
んで楽しい時間をお過ごしいただきます。

北九州ブランドの食材をふんだんに使った
贅沢なお料理の会～海の幸編～

定員20名申込締切 3/25㈬

韓国料理 味術(ミスル) オーナー原　歩海

JEUGIAカルチャーサロン天神
（福岡市中央区天神1-12-5 大和証券福岡ビル5F）

tette(福岡県北九州市小倉北区東城野町5-1)
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)

【受講料】3,421円(税込/材料費込)

3/28㈯
11:00～14:00

北九州ブランドの合馬のたけ
のこ、小倉牛、若松トマトなど
北九州ご自慢の食材を使っ
て贅沢なおもてなし料理を作
ります。カリスマ料理研究家
の香織先生の見て楽しみ食
べて楽しむお料理を堪能して
いただきます。

北九州ブランドの食材をふんだんに使った
贅沢なお料理の会～おもてなし料理編～

定員20名申込締切 3/12㈭

k's-kitchen主宰永沼香織

【受講料】6,310円(税込/材料費込)
3/19㈭10:30～14:00

北九州市内に店舗を経営する、カフェカクタスのオーナーによる、ご家
庭で珈琲を美味しく淹れる際のポイントを紹介。生産地別による珈琲
豆の特徴などを学びながら、試飲してお好みのコーヒーを見つけて
頂き、オリジナルブレンドコーヒー作りにチャレンジ！ 考案したコーヒ
ー豆のお持ち帰り、焼き菓子付きです。家庭用エスプレッソマシーン
を使ったラテアートのデモンストレーションもあります。
美味しい、香り高い珈琲で癒されませんか。

マイオリジナルブレンドコーヒー作りと
美味しい珈琲の淹れ方

コーヒーマイスター・自家焙煎珈琲専門店 Cafe CACTUS 店主丹波地美希

【受講料】2,970円(税込/材料費込)
4/5㈰13:00～15:00

日本の自然や四季を形や色で表現した生菓子練り
切り。今回は大牟田市に本店を構える老舗和菓子店

「吉蔵」の店主によるここでしか聞けない和菓子の魅
力や文化についての解説を聞き、春を感じる練り切
りを実際に作っていただけます。目でも口でも楽しめ
る美しい「てしごと」に触れ和菓子に親しむ時間をお
楽しみ下さい。作った練り切りはお土産としてお持ち
帰りいただけます。

和菓子職人が伝授！
五感で楽しむ和菓子の文化と
練り切り体験

定員20名申込締切 4/11㈯

和菓子処吉蔵店主溝口裕典
【受講料】3,760円(税込/材料費込)
4/15㈬ 13:00～15:00

JEUGIAカルチャーセンター木の葉モール橋本
(福岡市西区橋本2丁目27番2号 木の葉モール橋本2F) 

見て、作って、飾って楽しい、福岡ご当地バージョンのア
イシングクッキーです。（博多織・博多人形・福岡タワー・
博多おはじき・明太子？・うどん？にわかせんぺい？など
など）絵柄は当日のお楽しみ。作品が固まるまでの時間
は先生お手製のクッキーと紅茶でアフタヌーンティーを
楽しみましょう。初心者の方から経験者の方まで楽しん
でいただけます。親子でのご参加もOKです。

作って楽しい！ もらって嬉しい！
可愛いアイシングクッキー作り
～博多モチーフ編～

定員20名申込締切 3/23㈪sugar decor代表中路　朋

【受講料】5,830円(税込/材料費込)
4/2㈭ 10:30～12:30

12:30 筥崎宮境内鳥居前(国道3号線沿い)(福岡市東区箱崎1-22-1)

放生会で有名な筥崎宮で衣装を身にまとい、刀を
握って身も心も武士気分！講師による殺陣パフォ
ーマンスをご覧頂いた後は、ご自身で刀を握り実
践しましょう。刀の歴史等の豆知識も織り交ぜな
がら技を習得したあとは参加者全員でのイベント
を行います。ワークショップで使用した竹光(刀)は
お土産としてお持ち帰り下さい。自前の浴衣・袴の
他、コスプレ衣装でのご参加も大歓迎です！

殺陣教室ワークショップ！
～筥崎宮で武士になりきってみよう！～

定員20名

申込締切
3/1㈰

忍者パフォーマー
元大道芸人蓮

【受講料】5,390円(税込/保険料･刀代込)

対象:8歳～大人

3/15㈰13:00～15:30

※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。

精進・刻御膳（ときごぜん）

※薔薇の写真はイメージです。

※お菓子の写真はイメージです。

※小雨決行･雨天延期

※お料理、景色の写真は
　イメージです。

※お料理の写真はイメージです。

※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。

※作品の写真は
　イメージです。

※お料理の写真は
　イメージです。

瑞巌寺本堂(国宝）瑞巌寺本堂(国宝）

※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。

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。

※追加の一品料理ご注文の場合は実費

※昼食は各自お取りいただきます。

※写真は当日出演者と異なる
　場合があります。

※当日別途材料費2,200円(税込)

※ランチ代（ドリンク代）実費

※当日別途鎌倉彫会館常設展入館料300円、
　昼食代1,760円(税込)他、拝観料、交通費等

国指定の登録有形文化財(建造物)である神楽坂の矢来
能楽堂にて能《弱法師・藤》を鑑賞します。公演前に「藤」の
シテ(主役)を演じる永島充氏
に見どころや装束、面などの
お話を聞き能の魅力に触
れ、より深く舞台をお楽しみ
頂けます。

歌舞伎、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、まだ実際に観たり聴いたりしたことがない方、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、より深く知
りたい、そんな方にオススメの講座です。
テーマは「邦楽の中にみられる夏の風情」
です。ご自身も歌舞伎公演、演奏会等でご
活躍されている先生が実演を交えながら
わかりやすく解説してくださいます。

大好評占い師・銀谷先生と寺社
を訪れるシリーズ、「春の築地
周辺散策」です。築地といえば

市場のイメージがありますが、魅力的な寺社や近く
に隅田川もあります。先生と一緒に築地界隈を歩い
た後はランチ（お茶）タイム。普段気になっている寺
社やパワースポットについても聞いてみるチャンス
です。場所は当日のお楽しみ。銀谷先生と一緒に春
の1日を過ごしてみませんか。

［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)

※希望の方のみ袴レンタル料上下2,000円、袴(下)のみ1,000円(税込)

※袴レンタルを希望される場合はお申込み時にお伝え下さい。
※履物のレンタルはありません。
※袴レンタルの方は12:00より受付開始致します。
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