
2,915円会員

3,410円会員

2,860円会員
4,180円会員

5,490円会員

4,650円会員

3,410円会員

4,360円会員

16:10東寺拝観受付前 （京都市南区九条町1番地）

秋の東寺を堪能する魅力あふれる特別コースです。
ご本尊薬師如来を祀る金堂（国宝）･密教美術の宝
庫といわれる講堂（重文）・普段は非公開である堂本
印象画伯の手による小子房､襖絵を､東寺職員によ
るご案内とともに貸切で拝観いただきます。お抹茶
を楽しんだ後は、ライトアップされた日本で一番高
い木造五重塔(国宝）が美しく映りこむ池を配した庭
園と色鮮やかな紅葉をあわせてご覧いただけます。

秋の京都 世界遺産真言宗総本山
東寺貸切拝観と紅葉ライトアップ

定員25名申込締切 10/30㈬

真言宗総本山教王護国寺東寺僧侶

【受講料】3,245円(税込/保険料・拝観料・抹茶代込)
11/2㈯16:30～18:00

(ライトアップ後は自由解散）

厳選された食材を使ったできたてのお料理を、瀟洒なカウンターで味わい
ましょう。華やかで美味、和食の楽しみを満喫していただきます。江里さん
による独自の解説も毎回大好評！またとない機会をどうぞお見逃しなく。

関谷江里さんと
「日本料理 とくを」割烹の秋を楽しむ

定員10名申込締切 10/9㈬

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/食事代・1ドリンク代込) ※ドリンク2杯目以降実費
10/16㈬ 11:45～14:00

京都で話題の常識をくつがえすパン教室
「パンの耳」で驚きの時短パン作り

ベーカリーコンサルタント内村浩一

10:30 京阪本線中書島駅北改札前
【解散】京阪本線伏見桃山駅

「林修の歴史ミステリー」で木村先生が
林先生を案内したコースを歩きます。
寺田屋襲撃事件、龍馬の逃走ルートを再
現しながら、西郷も出入りしていた薩摩
藩伏見藩邸、寺田屋（中庭のみ）、龍馬が
隠れた材木小屋跡碑、大黒寺などを解説
付きでご案内します。

寺田屋襲撃事件
龍馬の逃走ルートを歩く

定員30名申込締切 11/7㈭

幕末維新ミュージアム・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)
11/10㈰ 10:30～12:45

9:30ＪＲ嵯峨野線亀岡駅改札前

【行程】ＪＲ嵯峨野線 亀岡駅 ➡１番札所前
 ➡（２番～7番札所） ➡ＪＲ千代川駅

日本に数ある七福神めぐりの中で、日本で一番早く
巡れると言われる「丹波七福神めぐり」。見どころ満載
のいにしえの街道をゆっくり歩き、吹き渡る風に心を
癒されながら、秋の一日を過ごしましょう。

秋のウォーキング
「丹波七福神めぐり」

定員15名申込締切 10/19㈯

京都府山岳連盟理事長
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)
※当日別途交通費要

10/26㈯ 9:30～15:00

13:15 JR万葉まほろば線
三輪駅改札前

古代大和王権の中心地でもあったという桜井の地に坐
す大神神社とその境外摂社である檜原神社への参拝。
その間の「山辺の道」は最古の道と伝わり、歩いている内
に万葉人の思いを体感できます。帰り道では、卑弥呼の
墓ともいわれる「箸墓古墳」にも立ち寄ります。

万葉のまほろばを歩く
大神神社と山辺の道

定員15名
申込締切 10/7㈪

京都感動案内社代表小嶋一郎

【受講料】2,970円(税込/保険料込)

10/14㈪㈷
13:15～17:00

11:00 近鉄南大阪線福神駅改札出口

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

定員12名
申込締切 10/29㈫

※当日別途交通費(往復)約1,000円

※お料理の写真はイメージです。
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)
11/5㈫ 11:30～14:00

11:10 京都市営地下鉄東西線
蹴上駅改札口前

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秋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、普段は入るこ
とができない関西電力の蹴上水力発電所を見学しま
す。(※階段や坂道等ございます。ヘルメットの着用義
務あり)見学後はガイドと一緒に紅葉のインクライン
や南禅寺、水路閣などを巡ります。

～秋の紅葉京都～ 京都蹴上水力発電所見学＆
「南禅寺 八千代」秋のお庭を楽しむ京懐石弁当

定員15名申込締切 11/29㈮

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)
12/6㈮ 11:20～15:30

13:20糀屋吉右衛門（滋賀県野洲市三上1039番地）
※JRご利用の方は各自タクシーでお越し下さい〈約15分〉
※駐車場有

近江米で作られたこだわりの糀。
昔ながらの製法で創業時と変わら
ない安心安全で深みのある糀を製
造。大豆も滋賀県産を使用、味わい
のあるお味噌を作ります。この味が
忘れられずに、毎回ご参加の方もい
らっしゃいます。今年は新しくなった
作業場で体験して頂きます。

～こだわり続けた地産と180年の伝統～
「糀屋吉右衛門」で味噌作り

定員20名申込締切 11/25㈪

糀屋吉右衛門4代目店主山﨑豊彦

【受講料】3,850円(税込/材料費込)
※容器の必要な方は715円、味噌追加希望の方は2,200円

11/28㈭ 13:30～15:00

竜王町で50年以上続く古株牧場のチーズ職
人・古株つや子さんよりチーズができる工程
を学びながら実際に作って食べられる体験教
室です。体験後には自家製キッシュやラクレッ
トチーズの美味しいランチ＆搾りたて牛乳を
使用したジェラートをお楽しみいただきます。

フランスや北海道でチーズ作りを修業し滋賀県産第1号のチーズを開発。古株牧場のミルクを使った
熟成チーズ“つやこフロマージュ ”は国産チーズコンクールで金賞を受賞し、有名ホテルのレストラン
やファーストクラス機内食などにも採用されている。

古株牧場で
チーズ作り体験＆ランチ

（ジェラート付き）

定員10名申込締切 11/2㈯

古株牧場チーズ製造責任者・直営スイーツショップ『湖華舞』店舗ディレクター古株つや子

【受講料】4,870円(税込/材料費･飲食代込)
11/9㈯ 11:30～14:00

9:30 大阪メトロ御堂筋線淀屋橋駅1番出口

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15名申込締切 11/4㈪弁護士岡本大典

【受講料】3,740円(税込/保険料込)
※当日別途食事代

行ってみたいけど・・・　一人では行きづらい・・・

11/11㈪ 10:00～15:15

11:00 阪急神戸線王子公園駅
東改札口前付近

神戸灘の下町、水道筋商店街をガイドの
たけちゃんと一緒に巡ります。お昼は神戸
のめっちゃおいしい創作穴子コース料理
を堪能していただきます。「ふっくら、あま
ぁい本格穴子料理」を食べたいと思って
いる方は是非！解散後はパンダ見学など
神戸を自由にお楽しみ下さい。

神戸下町歩き＆神戸で食す
「あなご屋 韋駄天」贅沢穴子コース

定員13名申込締切 11/6㈬

神戸案内人ガイドたけちゃん

【受講料】4,580円(税込/保険料・食事代込)
11/13㈬ 11:10～13:30

10:30 松井酒造㈱前(京都市左京区川端一条東入ル)

洛中最古の蔵元で、300年近くに渡り守り続けている日本伝
統の酒造りを学び、利き酒を楽しみながら歴史にふれる体験
をしましょう。《酒米のお結び試食付き》

松井酒造 登録銘柄「五紋神蔵KAGURA」

定員15名

申込締切
11/2㈯

松井酒造十五代目当主
松井治右衛門

【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は 2,970円(税込/材料費込)

11/9㈯ 10:30～12:30

日本料理 とくを(京都府京都市下京区木屋町通り仏光寺上る天王町151)
※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。

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）

京都で話題のパン教室です。特別な
道具や材料は使いません。お店で売っ
ているようなパンを自宅で短時間に
作るコツを楽しくお教えします。今回の
メニューは「クランベリーかオレンジの
ショコラバスケット」と「グルテンフリー
の米粉ブレッド」です。

定員 6名申込締切 10/13㈰

有限会社古株牧場　※駐車場有
(滋賀県蒲生郡竜王町大字小口不動前1183-1）

【受講料】8,250円(税込/材料費込)
10/20㈰10:00～13:00

ショコラバスケット米粉ブレッド

木村武仁と幕末を歩く 第18弾

ＪＥＵＧＩＡ文化好奇心講座

～自然の素材だけでおいしいものを～

※本講座に林先生のお越しはございません。

※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。

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。

御酒印帳®プロジェクト公認
～酒蔵巡りを楽しもう！～

御酒印帳®付き！
(税別定価1,500円相当）

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

10:30 (有)平井商店前(大津市中央1丁目2-33)

創業は万治元年(1658年)と、長い歴史を持つ平井商店。古い
商家のたたずまいを残し、小さな蔵だからこそ出来るこだわり
の酒造りを、利き酒とともに学びます。《酒粕のお土産付き》

平井商店 登録銘柄「浅茅生（アサヂヲ）」

定員20名

申込締切
9/21㈯

杜氏
平井弘子

【受講料】3,240円(税込/材料費込・手帳付き)
※御酒印帳をお持ちの方は 2,700円(税込/材料費込)

9/28㈯ 10:30～12:30

滋
賀
・
大
津

※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

ソーセージは
滅菌処理をして
お持ち帰り
いただけます
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