香川と広島と、京都からの出張ご当地企画の特集です。
「香川県で米屋をやってます。米屋 溝口食糧！先代の血と商売を
残す為、
日々奮闘中。情に厚く、米に熱く生きたい！」
そんな4代目
が香川県産の玄米について熱く語ります！お米マイスターだから
こそ語れる真のおいしさは試食付。食生活アドバイザーとして
「雑穀」
のブレンドもレクチャーいたします。

1日 3/13㈰ 11:00〜12:30

申込締切 3/6(日)

定員10名

1日 5/20㈮ 13:00〜15:00

申込締切 3/20(日)

鞆の浦（とものうら）史跡めぐりガイド

申込締切 2/6㈯

定員30名

4/27㈬

11:00〜12:30
13:30〜15:00

関口潤子 ・ムジナもん＆いがまんちゃん

2/21㈰・3/13㈰

13:00〜14:00
14:00〜15:00

前田眞子・名古屋城＆金鯱

4/19㈫ 10:00〜11:00
11:00〜12:00

川村佐知 ・飛行機〜伊丹空港〜
イオンモール伊丹昆陽

3/26㈯ 10:30〜15:30

まきしまりえこ ・宇宙のテーマパーク

カルチャーセンター名

京都 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
滋賀 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
大阪 千里セルシー

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59会場有り。［㈱JEUGIA ／本社：京都市］
［東証二部上場］

☎ 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

豊中市

クロスモール

堺市南区

光明池

和泉市

ららぽーと和泉

和泉市

イオンモールりんくう泉南 泉南市
アゼリアカルチャーカレッジ 池田市
奈良 イオンモール橿原

橿原市

兵庫 ららぽーと甲子園

西宮市

イオンモール伊丹昆陽 伊丹市
岐阜 モレラ岐阜
アクアウォーク大垣

本巣市
大垣市

三重 桑名

桑名市

愛知 イオンタウン有松

名古屋市緑区

イオンタウン千種

名古屋市千種区

mozoワンダーシティ 名古屋市西区
東京 多摩センター

京都市中京区御池通河原町東入 御池阪急ビル2F ☎075-252-6661

JEUGIAカルチャーセンター

MASAMI

JEUGIAカルチャーセンター
イオンモール鹿児島

大府市
多摩市

イオンモールむさし村山

武蔵村山市

ららぽーと立川立飛

立川市

千葉 BIGHOP印西
イオンモール八千代緑が丘

印西市
八千代市

住

炭屋旅館11:50（京都市中京区麩屋町三条下る）

日本おひるねアート協会認定講師

所

〒604-8006 京都市中京区御池通河原町東入 御池阪急ビル3F
〒600-8002 京都市下京区四条河原町西入御旅町39 シカタビル8F
〒615-0072 京都市右京区山ノ内池尻町１-１ 京都ファミリー 3F

堀部寛子 炭屋旅館三代目女将

〒619-0223 木津川市相楽台1丁目1番-1 イオンモール高の原3Ｆ
〒610-0111 城陽市富野荒見田112番地

アル・プラザ城陽店4F

〒520-0831 大津市松原町13番15号 平和堂石山店5F

「米と水と気候と技術を生かした、品質の高い清酒を
造り続ける」市島酒造。創業200年にわたる伝統の酒
造りに携わる杜氏の話と、通常は見る事ができない、
銘酒が生まれる老舗の酒蔵を間近でご覧いただきま
す。当日は試飲も楽しんでいただきます。
※飲酒を伴い
ますので20歳未満、
お車での参加はいただけません。

〒523-0891 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

☎ 06-6835-7400
☎ 072-246-6677
☎ 072-290-6571
☎ 0725-50-5560
☎ 0725-51-2327
☎ 072-480-4710
☎ 072-761-0660
☎ 0744-20-3025
☎ 0798-81-6868
☎ 072-787-8820
☎ 058-320-3888
☎ 0584-83-7861
☎ 0594-27-7211
☎ 052-629-1011
☎ 052-745-5201
☎ 052-509-2561
☎ 0562-45-4971
☎ 042-357-5303
☎ 042-590-0355
☎ 042-540-7151
☎ 0476-40-7022
☎ 047-480-0911

埼玉 イオンモール羽生

羽生市

モラージュ菖蒲

久喜市

イオンレイクタウン

越谷市

ららぽーと富士見

富士見市

神奈川 テラスモール湘南

藤沢市

カルチャーサロン川崎 川崎市川崎区
富山 イオンモール高岡

高岡市

新潟 イオンモール新潟南

新潟市江南区

岩手 イオンモール盛岡南

盛岡市

宮城 イオンモール石巻

石巻市

広島 福山

福山市

香川 高松

高松市

愛媛 エミフルMASAKI

伊予郡松前町

大分 パークプレイス大分

大分市

福岡 カルチャーサロン天神 福岡市中央区
イオンモール香椎浜

福岡市東区

木の葉モール橋本

福岡市西区

イオンモール福岡

糟屋郡粕屋町

サンリブシティ小倉

北九州市小倉南区

イオンモール八幡東

北九州市八幡東区

イオンモール筑紫野

筑紫野市

熊本 イオンモール熊本

上益城郡嘉島町

鹿児島 イオンモール鹿児島

鹿児島市

☎ 048-560-3730
☎ 0480-87-2251
☎ 048-990-1273
☎ 049-275-1055
☎ 0466-38-3134
☎ 044-245-5020
☎ 0766-27-2470
☎ 025-383-1331
☎ 019-656-4422
☎ 0225-92-6311
☎ 084-991-3088
☎ 087-812-5060
☎ 089-961-6360
☎ 097-528-7620
☎ 092-715-1122
☎ 092-674-3401
☎ 092-811-8090
☎ 092-939-7360
☎ 093-932-3677
☎ 093-663-6383
☎ 092-918-3481
☎ 096-235-7522
☎ 099-210-4180

※当日移動交通費として別途1,000円程度必要となります。
JR三宮駅東口 改札前 13:00 ※小雨決行

1日 5/21㈯ 13:30〜15:30

講座
【受講料】3,348円(税込/保険料込)
会員 2,268円

JR新発田駅改札前 13:15
申込締切 5/14(土)

定員10名

現地講座

香司と歩く
鎌倉江の島七福神巡り

自分の手で仕込む
「しろたまり」講座

愛知県発祥の
「しろしょうゆ」
は、黄金色をした醤油です。特徴は、料理の色をキレイに
仕上げ、素材の風味を引き立てること。
日東醸造が原材料の小麦・塩と仕込む水にこ
だわった
「しろたまり」
は、実はしろしょうゆとは呼べないのです！
その謎やしろしょうゆを含めたしょうゆの種類・歴史を知り、実際に
「しろたまり」
の仕込
みを体験、
そしてどんな料理に合うのかを試食しながら学びます。
すぐ使えるしろたまり
のお土産つきです！

1日 2/24㈬
講座

10:30〜12:30

【受講料】2,700円(税込/材料費込)

1日 2/20㈯ 10:00
講座

※食事代、有料施設入館料、御朱印料、交通費（各自負担）

日東醸造株式会社

申込締切 2/17(水)

西島

定員16名

紫 和の調香師

申込締切 2/17(水)

JR横須賀線
北鎌倉駅改札前
定員15名

太宰府のんびり散策“良縁”願い竈門神社と
太宰府天満宮･光明禅寺めぐり 現地講座

古代、太宰府政庁の鬼門にあたる宝満山に八百万神が祀ら
れました。後に玉依姫が祀られ、山頂には竈門神社の上宮、
山麓に下宮が鎮座しています。現在は縁結びの神様として有
名なその竈門神社を訪れます。一見カフェ？と見間違えるよう
なピンク大理石の壁の社務所にはお守りグッズが沢山並ん
でいます。
のんびり散策しながら、博多銘菓石村萬盛堂のマ
シュマロ工場へ立ち寄り、出来立ての鶴乃子をご賞味。学問
の神様で有名な菅原道真公をまつる太宰府天満宮を参拝後は最初に境内での営業を許された
門前五軒の一軒、松島茶屋で昼食をお楽しみください。最後は苔寺として有名な光明禅寺の庭園
を堪能。陸を青苔、大海を白砂で表現した
「一滴海庭」
で癒されてください。

講座

JEUGIAカルチャーセンター イオンタウン有松

〜17:00

【受講料】3,348円(税込/保険料込) 会員 2,808円

1日

会員 2,500円

現地講座

鎌倉の名刹のお香作りをしている香司
（こうし＝和の調香師）
が、寺社の歴史な
どを語りながら、鎌倉江の島七福神巡り
をご案内します。
北鎌倉駅から出発して途中古民家café
で昼食をとって頂きます。最後に日本三
大弁財天の一つ江の島神社を巡ります。

市島酒造杜氏

愛知の食文化、和食にかかせない調味料

定員20名

小池陽人 須磨寺副住職 川野憲一 神戸市立博物館学芸員 申込締切 2/18（木）

〜寛政年間創業の蔵元〜

〒525-0067 草津市新浜町300番地 イオンモール草津2F

2/23㈫

13:30〜16:30
講座
【受講料】2,916円(税込/保険料・入館料込) 会員 2,592円

レストラン「蓬莱パンチャン551」
（大阪府大阪市浪速区元町1-10-2）
定員50名
田中一昭 株式会社蓬莱 常務取締役 申込締切 5/7(土)

〒525-0032 草津市大路1丁目10-27 くさつ平和堂4F

申込締切 3/14（月） 定員36名

〜歴史の浪漫が薫りたつ〜【必見！須磨寺秘仏本尊 聖観世音菩薩御開帳】 現地講座

1日

講座
【受講料】4,320円(税込/ランチ代込)※ドリンク代実費 会員 3,996円

市島酒造の杜氏が語る酒造りと、酒蔵見学

京阪石山坂本線
唐橋前駅改札前12：20

日本を代表する国際港都･神戸。旧居留地にある神戸市
立博物館で開催中の特別展「須磨の歴史と文化ー受け
継がれる記憶」企画展「太山寺」
で普段、眼にすることが
できない神戸の名宝を学芸員の解説付きで観覧。
その
後、“源平ゆかりの古刹”と知られる須磨寺で平安時代の
美しい秘仏を特別拝観。副住職から歴史やゆかりの品々
についてお聞きします。

1日 5/14㈯ 12:00〜15:00頃

〒520-2152 大津市月輪1丁目3番8号 アル・プラザ瀬田店4F

※お料理はイメージになります。

「神戸 須磨」受け継がれる記憶。
そして須磨寺へ

関西でおなじみのテレビCM「ある時、
ない時」
といえば551蓬莱。
その看板商品であり大阪を代表
するお土産である
「豚まん」人気の秘密や551蓬莱の歴史、食へのこだわりを、CMにもご出演の同
社常務取締役の田中一昭さんに楽しくお話いただきます。
その後本格中国料理を味わえるレスト
ラン
「蓬莱パンチャン551」
でちょっと贅沢なオリジナルランチをご堪能いただきます。田中常務を
交えてのランチタイムを是非ご一緒に！関西以外の地域では催事でしか出会うことのできない
551蓬莱を、本場・大阪で存分にお楽しみください。

〒607-8075 京都市山科区音羽野田町1番地 西友山科店別館2F

3/17㈭

前田伸生 ㈱松喜屋 専務取締役

申込締切 4/7（木) ※お料理はイメージになります。

「大阪のうまいもん・豚まんの魅力」＆
本格中華オリジナルランチ 現地講座

〒601-8327 京都市南区吉祥院御池町31 イオン洛南ショッピングセンター 2F

〒619-0224 木津川市兜台6-6-3 ハイタッチ・リサーチパーク

定員15名

551蓬莱 田中一昭常務が語る

〒612-8002 京都市伏見区桃山町山ノ下32 ＭＯＭＯテラス 別館2F

近江牛の老舗『松喜屋』
の歴史と
おいしいおはなし 現地講座

12:30〜14:30
講座
【受講料】7,884円(税込/食事代込) 会員 7,560円

「ある時〜！」
のCMでおなじみ

〒615-0035 京都市右京区西院追分町25-1-127 イオンモール京都五条3F

JEUGIAカルチャーセンター会員特別料金（受講料）となります。
会員 金額記載 ←マークは、

1日

講座
【受講料】22,896円(税込/お食事代・お茶体験料込) 会員 22,680円

イオンモール熊本

3/25㈮ 13:00〜14:30

電話番号

イオンモール堺北花田 堺市北区

リソラ大府

【企画・主催】㈱JEUGIA カルチャー事業部

蘭 ・桜満開！熊本城&くまモン

福岡 ①

●お申し込みは、お電話・店頭またはホームページにて事前にご予約ください。

久保

1日 4/14㈭ 12:00〜15:00頃

神奈川 ①

JEUGIAご当地講座

サンリブシティ小倉

3/27㈰ 10:00〜13:00

電話番号一覧は裏表紙面に掲載しています。
《要予約》
【発行】㈱JEUGIA 2016年1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

兵庫 ①

全国ご当地講座のお申し込みは、
全店の
お電話またはホームページにて承ります。

JEUGIAカルチャーセンター

愛知 ①

全国のJEUGIAカルチャーセンターでお申し込み承ります

まきしまりえこ ・小倉祇園太鼓

全国のJEUGIAカルチャーセンターでお申し込み承ります。

明治・大正・昭和の三代にわたり宮内省御
用達として、大膳寮に天皇が召し上がる近
江牛を納めてきた松喜屋の歴史と低温熟
成により旨みを最大限に引き出した認定
近江牛を部位ごとに説明。最後には、様々
な調理法で完成した「近江牛尽くしコー
ス」
をお召し上がり頂きながら、おいしいお
話を伺います。
（午前の唐橋焼のコースが
参加可能：滋賀・奈良ページ参照）

大正時代初期の創業以来、京都を代表する老舗旅館として、京都の中心街にあり
ながら、静かにくつろぎの時が流れる炭屋旅館で
「おもてなし」
の京料理を味わって
いただきます。素材のお話、見る楽しみを満喫していただきな
がら、
ゆったりとしたお時間をお過ごし下さい。
お料理の後は、
代々伝わる茶室でお茶体験。京都の中心でまるで別世界のよ
うなひと時をお過ごし下さい。

新潟 ①

お申し込み受付中

3/27㈰ 10:30〜15:30

会場で承ります。
地域

炭屋旅館で味わう京料理・お茶体験

大阪 ①

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下さい。
荒天でない限り雨天でも催行となります。
（講座により異なります）

・太陽の塔

千里セルシー

イオンモール八幡東

全国ご当地講座のお申し込みは、
お近くの

※大阪⑫⑬⑭講座のお申込みは、アゼリアカルチャーカレッジ（大阪）のみで承ります。

川村佐知

JEUGIAカルチャーセンター

イオンタウン有松

熊本

鹿児島

【福岡】JEUGIAカルチャーサロン天神

株式会社 山田製油 【受講料】1,080円(税込) 申込締切 各5日前 定員25名

会員 金額記載 ←マークは、JEUGIAカルチャーセンター会員特別料金（受講料）となります。

3/29㈫

10:00〜11:00
11:05〜12:05

【受講料】2,160円(税込) 会員 1,944円
※兄弟・姉妹で写る場合は
・鹿児島名物〜桜島、白熊、西郷さん〜
追加1,080円(税込)

4/24㈰ 10:30〜12:30

■お申込み、お問い合わせは最寄りの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
払願います。
■現地までの交通費はお客様負担となります。
■保険料の必要な講座がございます。
■講座によっては入館料などの諸経費を現地にて当日お支払頂く場合もございます。
■お申込みの際に講座の詳細をご案内させていただきます。
■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。
■ご入金後のお客様都合によるご欠席・キャンセルの場合ご返金は出来ない場合がご
ざいます。
■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。
■お料理等の写真はイメージになります。
■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。
■その他、お申込みの際に詳細をご案内させていただきます。

イオンレイクタウン

現地講座

炭屋旅館へおこしやす

内田友紀子 ・湖・草加せんべい

JEUGIAカルチャーセンター

【福岡】JEUGIAカルチャーセンターイオンモール筑紫野

定員30名

イオンモール羽生

〜ほんまもんのおもてなし〜

10:30〜12:00
12:00〜13:30

ホームページからも承ります!
WEB検索は JEUGIAご当地講座

保存版

お申し込み受付中

JEUGIAカルチャーセンター

福岡

【東京】JEUGIAカルチャーセンターららぽーと立川立飛

4/23㈯ 14:00〜16:00

【受講料】2,160円(税込)

WEB検索は

3/18㈮

JEUGIAカルチャーセンター

福岡

講座

JEUGIAカルチャーセンターららぽーと立川立飛

現地講座での
注意事項

BIG HOP印西

JEUGIAカルチャーセンター

1日 3/27㈰ 13:30〜15:30

1日 1/30㈯ 11:00〜12:30《お土産つき》
申込締切 1/23㈯

JEUGIAカルチャーセンター

テラスモール湘南

大阪

京都 山田製油 伝統の香りと風味
体のためになるほんまもんのごま講座

兵庫

③

●『京つけもの 西利』
の紹介
●『京の三大漬物』
について
(千枚漬・しば漬・すぐき）
●漬物と発酵(漬物の漬かるしくみ)
●おいしい漬物の簡単な漬け方
(糠漬け・浅漬け) など

おおかまみづえ ･節分・落花生

JEUGIAカルチャーセンター

昔ながらの手作業で添加物を使わない美味しい
ごま油作りを、三代にわたり頑固（へんこ）に守り続
け、京都から全国へごま製品を届ける山田製油。
実際にごまの食べ比べ、利き油、胡麻すり実演を体験いただき、健康面でも
大注目のごまを五感で感じていただける、おいしく体のためになる講座です。

「千枚漬」
「京のあっさり漬」
などの看板商品
を持つ
『京つけもの西利』
のつけもの講座で
す。試食を交えながらお楽しみいただきます。

2/2㈫ 10:30〜12:00

JEUGIAカルチャーセンター

愛知

東京立川＆福岡出張講座

東京立川出張講座

京つけもの西利の
おいしいつけもの講座

佐々木酒造株式会社 代表取締役

星野Seiya・江の島

カルチャー初のコラボ講座満載！日本各地のご当地企画です。

滋賀 ①

佐々木 晃

12:30
3/20㈰ 14:30
〜15:30 4/24㈰ 〜13:30

埼玉

田丸みゆき 京菓匠 笹屋伊織 取締役十代目女将 京都観光おもてなし大使

JEUGIAカルチャーセンター
ららぽーと立川立飛
※20歳以上限定。お車でのご来場は堅くお断りいたします。

伝統・文化・歴史・社寺・名所旧跡
老舗・食・癒し・文学などご当地企画

※店舗によって対象年齢・定員が異なりますので
開催会場へお問合せください。

埼玉

定員20名

今大人気！赤ちゃんに背景や小物をつけて撮影する、
赤ちゃんと一緒に作るアート写真「おひるねアート」。
赤ちゃんの成長の記録を残すのにもぴったりです。
今回は関東から九州まで、
「ご当地」
をテーマにした
セットで記念撮影です！
お手持ちのスマホ・デジカメ･一眼レフ等で撮影しま
すので、
お好きなカメラをご持参ください。

京都 ①

JEUGIAカルチャーセンターららぽーと立川立飛

[佐々木酒造プロフィール]
千利休が茶の湯に使ったといわれ
る聚楽第ゆかりの「金明水・銀明水」
を仕込み水に、洛中伝承の技法を
守る。祇園の料亭で好評な銘柄「古
都」はノーベル賞作家の川端康成
氏をして
「この 酒 の 風 味こそ京 の
味」
と言わしめた。

お待たせしました！2016年も珠玉のラインナップが勢揃い！

「ご当地おひるねアート」

千葉

13:30〜14:30
15:00〜16:00

定員20名

日本おひるねアート協会タイアップ企画

神奈川

講座

申込締切 5/10(火)

今年も
ありま
2016 す!
年版

講座

1日 2/13㈯

【受講料】3,780円(税込)

【受講料】2,986円(税込)

参加者には佐々木酒造の
銘入り利き猪口プレゼント！

ドラマや舞台で大活躍の佐々木蔵之介さんのご実
家である佐々木酒造の飲み比べ利き酒セミナーで
す。季節限定商品から数量限定の純米大吟醸まで
数種類のおいしいお酒を飲みながら、蔵之介さん
のご実弟、佐々木晃社長の利き酒のレクチャー、
お
酒の楽しみ方をお聞きいただきます。

〜15:00

平井誠一 株式会社西利 代表取締役社長

定員15名

佐々木酒造の
日本酒利き酒セミナー

1日 2/28㈰ 13:30

講座

会員 1,512円
【いろは丸展示館入館料】200円
【龍馬宿泊跡入館料】200円
鞆の浦観光情報センター（ともてつバスセンター）12:45 広島県福山市鞆町鞆416

特別企画★ご当地おひるねアート

②

①

2016年に創業300年を迎える京菓子の老舗「笹屋伊織」
の女将で
あり、京都観光おもてなし大使としても活躍される田丸みゆきさん
より、
京菓子にまつわる“誰かに話したくなるとっておきのお話”を
していただきます。普段はなかなか聴くことのない老舗の話は、老
若男女問わず笑いあり、涙あり！そして、
いつのまにかステキな知識
が身につきます。
この日のために作られた
「笹屋伊織×JEUGIAオリジナル京菓子」
を
お召し上がりいただきます。

申込締切 2/18㈭

【受講料】1,620円(税込/保険料込)

曽川満里子 香川県伝統工芸士

東京立川出張講座

東京立川出張講座

女将による「京菓子がもっとたのしくなる話」

講座

講座

13:00〜15:00

溝口雄介 お米マイスター・食生活アドバイザー・溝口食糧(株)代表

「京菓匠 笹屋伊織」

1日講座

鞆の浦を歩く 現地講座

1日 3/27㈰

JEUGIAカルチャーセンター高松

JEUGIAカルチャーセンター高松

〜坂本龍馬ゆかりの地〜

坂本龍馬がいろは丸沈没事件の際、滞在した
というゆかりの地、広島県福山市鞆の浦を散
策します。
いろは丸の引き揚げ物などを展示し
ているいろは丸展示館や龍馬が宿泊した枡屋
清衛門宅などをめぐります。

【受講料】1,836円(税込) 会員 1,620円
【材料費】1セット1,000円(税込)

【受講料】2,376円(税込) 会員 2,160円
【材料費】1セット1,200円(税込)

企画です!

全国版特別

“春”のお稽古は時節柄の“桜かがり”です。
さぬきてまり
の特徴は、草木染めをした糸を使います。
ひと針ひと針
を丁寧にかがっていく楽しさ、
そして手の中で少しずつ
完成していく喜びを伝統工芸士曽川先生が手ほどきを
してくださいます。

講座

講座

広島

〜楽しい体験付「作ってみよう！オリジナルブレンド雑穀米」〜

伝統工芸士から学ぶ
さぬきてまり“春”のお稽古

②

①

香川県産おいしい玄米講座

香川

香川

老舗米屋4代目はお米マイスター！

の

3,352円
3/17㈭ 10:00〜14:00 【受講料】
会員
藤田百合子 大宰府史跡解説員

3,028円

(税込/保険料・昼食代・拝観料込)

申込締切 3/14（月）

西鉄太宰府駅 9：50
定員8名

