
JEUGIAと言えば、京都。本拠地“京都”だからお贈りできる、選りすぐりのご当地講座です。

※実際のお料理とは異なる場合がございます。

歌舞音曲、茶、花などの芸事
のほか、和歌や俳諧などの知
識や品格など高い教養を身
につけた「傾城」（官許により
宴席で歌舞音曲をもって接
待する女性）の最高位。京都
で唯一の幕府公認の花街だ
った島原で大名・公家たちの
お相手を務めていた。

太夫（こったいさん）とは…

■お申込み、お問い合わせはJEUGIAカルチャー事業部、および
最寄りのJEUGIAカルチャーセンターで承ります。
■ホームページからのお申込み、お問合せも承ります。
■すべての講座で事前にお申込みが必要です。参加料（受講
料・事前諸経費等）は、最寄りのJEUGIAカルチャーセンター受
付窓口、または、銀行振込などにて事前にお支払ください。
■現地までの交通費、また移動にかかる交通費は含まれており
ませんので別途ご負担ください。
■保険料(事務手数料含む)の必要な講座もございます。
■お申込み完了後、集合場所等の詳細をご案内致します。
■各講座設定の定員になり次第締め切りとなります。
■最少催行人数に満たない時は、講座が中止になる場合がご
ざいます。
■申込締切日を過ぎての、お客様都合によるキャンセル及びご
欠席の場合、ご返金致しかねます。
■内容は一部変更になる場合がございます。また、講師は急病
などにより交代する場合がございます。
■飲酒を含む講座では20歳未満の方、お車でのご来場は固く
お断りしております。

◆定刻には出発致しますので集合時間までに
　必ずお集まりください。
◆荒天でない限り雨天でも催行となりますが、
　一部内容が変更となる場合がございます。

現地講座の
注意事項当社は、カルチャー教室事業、音楽教室、音楽・映像ソフト（CD・DVD）、楽器等の販売を営んで

います。 カルチャーセンターは全国58会場有り。［㈱JEUGIA ／本社：京都市］［東証二部上場］

WEB検索は JEUGIAご当地講座

【発行】 ㈱JEUGIA  2015年8月
【企画・主催】 ㈱JEUGIA カルチャー事業部
　　　　　　京都市中京区御池通河原町東入 御池阪急ビル2F
　　　　　　☎075-252-6661［月～金/10:00～18:00 ※祝日除く］※上記の他、全国のJEUGIAカルチャーセンター会場でもお申し込みいただけます。

ホームページからもお申し込み承ります!

フォーラム御池
カルチャーKYOTO
ファミリーカレッジ
イオンモール京都五条
イオン洛南
MOMOテラス
西友山科
エコール
イオンモール高の原
アル・プラザ城陽
石山平和堂
アル・プラザ瀬田
くさつ平和堂
イオンモール草津
イオン近江八幡

京都

滋賀

JEUGIAカルチャーセンター名 電話番号 所在地
京都市中京区
京都市下京区
京都市右京区
京都市右京区
京都市南区
京都市伏見区
京都市山科区
木津川市
木津川市
城陽市
大津市
大津市
草津市
草津市
近江八幡市

075-221-7272
075-254-2835
075-315-1808
075-326-8705
075-691-1415
075-623-5371
075-584-1512
0774-73-0715
0774-71-9287
0774-54-7230
077-531-0900
077-547-2312
077-561-1166
077-516-0006
0748-38-5160

☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎

イオンモール橿原
千里セルシー
イオンモール堺北花田
クロスモール
光明池
ららぽーと和泉
イオンモールりんくう泉南
ららぽーと甲子園
イオンモール伊丹昆陽

奈良
大阪

兵庫

橿原市
豊中市
堺市北区
堺市南区
和泉市
和泉市
泉南市
西宮市
伊丹市

0744-20-3025
06-6835-7400
072-246-6677
072-290-6571
0725-50-5560
0725-51-2327
072-480-4710
0798-81-6868
072-787-8820

☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎

◆ご当地講座のお申し込みは、お近くの 会場で承ります。

江戸時代に最も栄えた京都の花街・島原。かつて島原は文化人のサロンとして栄えまし
た。その島原に現存する「置屋くし菊」のお母さん、元・高砂太夫の櫛田一榮さんより、
「島原の文化」や「太夫（こったいさん）」についてお話をいただきます。
場所は四条河原町界隈の木屋町通沿いにある「京料理 あと村」。菊川太夫をお招きし、
かしの式・舞・お箏などを披露いただきます。太夫との写真撮影のお時間もございます。
季節の料理・普段は聞けない話・太夫の芸等、「味覚」「聴覚」「視覚」全てにおいてご満
足いただけるJEUGIA限定の内容になっております。

皇室とゆかりが深く「御寺(みてら)」と呼ばれ、泉涌寺を家元に仰ぐ泉山御流の香の世界を、普段入れない
本坊で体験していただきます。何種類かの香りを聞いて遊ぶ(組香)という雅な遊びの体験。初めての方に
も香炉の持ち方から、お教え致します。綺麗な香道具、床飾り、掛け軸等もご覧になれます。紅葉の始まり
と菊の泉涌寺、非公開部分の特別拝観。そして、心と体に優しい精進料理を味わっていただきます。

祇園の京都らしい風景をめぐりながら、祇園の街の成り立ち、祇園を訪れた
若き歌人の碑、祇園に隠れる怨霊ゆかりの地、
ガイドなしでは歩けない路地裏などを散策します。 

いつも、何気なく通っている新京極は限られた範囲
に、多くの社寺が集まっているため、ご朱印集めデビ
ューには最適なエリアです。「誠心院」「西光寺」では、
本堂参拝や御住職のお話も伺えます。京都を知りつ
くした講師の愉快な解説も楽しみながら新京極を歩
いてみましょう！新京極巡礼後、ご希望の方はレトロ
な喫茶店に御案内。今回は4社寺を巡礼予定。

～粋の極みを愉しむ～
京の花街・島原の秘話と菊川太夫と過ごすお座敷

皇室ゆかりの寺 泉涌寺で香を聞く

現地講座現地講座

現地講座現地講座

定員：30名
申込締切：9/19㈯迄

定員：30名
申込締切：10/30㈮迄

定員：30名
申込締切：11/19㈭迄

菊

川

太

夫

「京料理 あと村」17：20集合
京阪電車「祇園四条」駅または
阪急電車「河原町」駅から徒歩５分

【参加料】27,000円(税込)
　　　　　 ※食事代、1ドリンク代込

9/26㈯ 17：30
 ～20：30頃11日

講座

「京料理 あと村」
（京都市下京区木屋町四条下る斉藤町139）

会場
食事

木村武仁と幕末を歩く特別編
桂小五郎と幾松が駆けた幕末京都を歩く
  ～今も残る臨終の家、「幾松」の間～

現地講座現地講座

定員：25名
申込締切：10/31㈯迄

•現在では数えるほどしかいない、京のおもてなしのプロ・太夫と直接お目にかかれます。
•元、高砂太夫 櫛田一榮さんの島原・太夫についてのお話は、普段は聞けないとっておきの秘話。
•京情緒豊かな鴨川畔にある「京料理 あと村」で、鱧料理を含むJEUGIAオリジナル会席をお愉しみいただきます。
•「京料理 あと村」店主にそっくりの人形に会えるかも。

•ブームの火付け役「中勢以」の
  熟成肉４種を食べ比べできます。

•「中勢以」直営の新店で、ミシュラン
  一つ星シェフのオリジナルコース
  が味わえます。

•熟成肉の工程を間近で見ることが
  できます。 （熟成庫見学希望者）

•小五郎と幾松出会いの地から臨終の家まで、
 木村先生のわかりやすい解説で巡ります。
•息子・忠太郎が50年以上にわたり集めた、
 数万点の達磨コレクションがご覧いただけます。
•当時の様子が残る「幾松の間」を特別に見学いただきます。

幕末の倒幕運動に大きな役割を果たした維新の三傑、桂小五郎、西郷隆盛、大久保利通。なかでも
剣豪でありながら、「逃げの小五郎」とあだ名された桂小五郎（のち木戸孝允）ゆかりの地を霊山歴史
館学芸課長の木村武仁先生のわかりやすい解説で巡っていきます。臨終の家や、孝允の子・忠太郎
の日本一ともいわれ、数万におよぶ達磨(だるま)コレクション「達磨堂」の見学など見どころ満載です。
そして小五郎と三本木の芸妓幾松（のちの松子夫人）のゆかりの地で、二棟が国の登録有形文化財
に登録されている「料亭　幾松」ではお食事と「幾松の間」をご見学いただきます。幾松が恋人小五
郎を新選組の追跡から命がけで守ったという逸話で有名な長持や、不意の敵に備えられた仕掛けな
ど150年以上たった今も当時に近い状態で保存されています。小五郎と幾松の生きた幕末に思いを
馳せ歴史を感じながら、京会席料理をお楽しみ下さい。

「熟成肉」が全国食通のトレンドワード。一定期間熟成させたお肉は、ジューシーで香り高
く、肉本来の旨みにあふれます。この「熟成肉ブーム」の火付け役、「中勢以（なかせい）」
は、独自の目利きで厳選した但馬牛を枝肉と呼ばれる状態のまま、温度･湿度を管理した
熟成庫の中で4～12週間、熟成させ全国に出荷しています。本講座では、その中勢以の本
元でもある、「京都 中勢以」にて、選りすぐりました熟成肉4種（各約40g）をメインとしたオ
リジナルコースを味わいながら、熟成肉の歴史、本当の熟成肉とは？、うまさの秘密、各部
位の楽しみ方など、二代目の加藤謙一さんからお話をうかがいます。コース料理は今夜限
り、普段は味わえない特別メニューを東京のミシュラン一ツ星レストラン「ル・コック」の比
留間シェフが腕によりをかけてご提供いたします。また、これまで精肉販売のみを行ってき
た「京都 中勢以」が満を持して10月にオープンする直営店「古川町 京都 中勢以」をいち
早く体験できるのも魅力のひとつです。
※希望者は当日、「京都 中勢以」の熟成庫の見学ができます（地下鉄六地蔵駅17：00集合）。

幕末維新ミュージアム
霊山歴史館　学芸課長

木村武仁

10：20 京阪電車「神宮丸太町」駅改札

【参加料】8,888円(税込/食事代、保険料込)
10：30～
11：30～
12：00～

12：30頃～

……
……
……

…

梁川星巌寓居跡碑、三本木花街 吉田屋跡碑など
木戸孝允 臨終の家(中庭より)、達磨堂見学　
京都での天誅事件第一号・島田左近遭難の地、
桂小五郎 銅像など
「料亭 幾松」でお食事と見学

「料亭 幾松」 会席料理
（京都市中京区木屋町通御池上る）

行程
集合

10:30 泉涌寺門前（京都市東山区泉涌寺山内町27）
10:30…御寺 泉涌寺 門前に集合
11:00…開始 呈茶(お抹茶とお菓子)
　　　　　　 組香(菊に因んだもの)
12:30…昼食(精進料理)
13:30…泉涌寺拝観(非公開部分の特別拝観)、本坊拝観
14:30…解散　※その後、15:00頃まで菊花展自由見学

行程
集合

14:00 叡山電鉄／叡山線 「一乗寺駅」改札口集合

食事

11/8㈰ 10：30
 ～14：30頃

11日
講座

【参加料】4,032円(税込)（拝観料・保険料込）
11/22㈰ 14：00

 ～16：40頃
11日
講座12:30 髙島屋前（四条河原町交差点 西南角）集合

【参加料】4,428円(税込)（ご朱印帳・保険料込）
　　　　　　　　　　　　　 ※ご朱印代別途

10/13㈫ 12:30
 ～16:00頃

11日
講座

9:50 京阪電車「祇園四条駅」集合
【参加料】2,268円(税込・保険料込）
10/13㈫ 10:00～12:0011日

講座

【参加料】18,000円(税込)（拝観料・精進料理代込）
11/5㈭ 11：00～14：3011日

講座

「京都 中勢以」二代目

京都感動案内社代表

新京極商店街振興組合発行

京都旅屋代表・気象予報士

幕末維新ミュージアム
霊山歴史館 学芸課長

加藤謙一

香道泉山御流宗家 鳥休庵主　西極好譽

イイことあるかも？

あなたの知らない「新京極」社寺探訪
～今、ブームの朱印帳を持ってでかけよう～

小嶋一郎

※正座の出来ない方
　には椅子をご用意
　いたします。

 「京都 中勢以」 コラボ企画
～熟成肉うまさの秘密探求ディナー～

定員：20名
申込締切：10/6㈫迄

現地講座現地講座

※「古川町 京都 中勢以」は10月初旬
　完成予定です。店舗の完成が遅れ
　る場合、やむをえず実施
　日を延期することがあります。【参加料】19,440円(税込/食事代、１ドリンク代込)

「古川町 京都 中勢以」18:30受付開始
（京都市営地下鉄東西線「東山」駅から徒歩3分）
※熟成庫見学の場合は
　➡17：00 京都市営地下鉄東西線「六地蔵」駅改札

•（希望者のみ➡17：10～17：50 熟成庫見学、18：00～ 移動）
•19:00 ～ ディナーと講演
「古川町 京都 中勢以」 
 （京都市東山区 三条古川町下古川町商店街南詰573）

行程集合

食事

10/20㈫19：00～21：00頃
※熟成庫見学の場合は17：00～11日

講座

※
実
際
の
お
料
理
と
は
異
な
る
場
合
が
ご
ざ
い
ま
す
。

祇園の路地裏めぐり 定員：30名
申込締切：10/10㈯迄

吉村晋弥

秋の一乗寺を歩く
木村武仁と幕末を歩く 第8弾

～久坂玄瑞の位牌を特別公開～

木村武仁

現地
講座
現地
講座

現地
講座
現地
講座

現地
講座
現地
講座

大人気、木村先生の幕末シリーズ！ 今回は紅葉
シーズンの一乗寺で幕末ゆかりの地を巡ります。
長州藩士・久坂玄瑞と寺島忠三郎が最初に埋葬
された詩仙堂では「久坂玄瑞の位牌」を特別に
公開。他に、第１回ＮＨＫ大河ドラマ「花の生涯
」で主人公となった幕末の女スパイ・村山たかが
晩年に暮らした金福寺、吉田松陰と交遊があり安政の大獄で処
罰された梅田雲浜が隠れ住んだ旧跡碑、三条実美の父である
忠成公（三条実万）が隠棲した地に建つ碑、宮本武蔵ゆかりの
八大神社、比叡山延暦寺や近江国へ行く旅人の道しるべとなっ
た一乗寺下り松、親鸞聖人が身を清められた聖水が今も湧き出
る本願寺北山別院などをご案内します。

誓願寺 西光寺 錦天満宮

誠心院

定員：10名｜申込締切：10/6㈫迄


