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【企画・主催】

東京

東京

「日本の台所」豊洲市場と周辺散策
1
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千本木亨雄 フリーライター

築地から豊洲へ移転した 中央卸売市場
と、
その周辺を散策する企画です。豊洲市
場の周辺にはガスの科学館や旧石川島
播磨重工業の施設跡、昨年熱戦が繰り広
げられた有明のオリンピックの各種競技
場などが立ち並んでおり、見るものには事
欠きません。昼食やお買いものも、時間内
にご自由にお楽しみいただけます。

4/18㈪ 10:00
〜15:30

占い鑑定士から学ぶ！
正しい参拝方法(個人鑑定つき)

4/24㈰ 10:00〜12:00

定員15名

10：00 京王線府中駅南口改札

※小雨決行

※お料理の写真はイメージです。

千本木亨雄 フリーライター

日本にはバラ園がたくさんあります
が、
その殆どが千葉県の京成バラ園で
栽培されており、1500品種1万株と言
うバラは一見の価値があります。国際
的なバラコンクールにおいて数々の
受賞実績もあり、非常に人気の高いス
ポットです！バラ園散策後は、
フランス
料理「貝殻亭」
で、
ナニワイバラと言う
バラに囲まれた素敵なランチタイムを
お過ごしください。

宮城

千葉

京成バラ園散策と
「貝殻亭」
で
バラに囲まれ素敵ランチタイム

占い鑑定士

定員

4/18㈪

※カフェタイムは自由参加です。
お帰りになる方は後日メールにて鑑定をお送りします。

〜日本三景・松島の古刹〜
伊達政宗公ゆかりの
国宝・瑞巌寺で坐禅と写経

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。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。

5/16㈪ 10:00〜14:30 申込締切 5/9㈪

【受講料】4,290円（税込/保険料込） 会員 3,960円

扇立よひら

【受講料】4,510円（税込/保険料・鑑定代込） 5名
会員 4,180円 ※お賽銭・飲食代実費 申込締切

10:00 ゆりかもめ・市場前駅改札

※バラ園入館料1,500円(税込)・食事代実費

〜春のパワースポットめぐり・大國魂神社〜

占い鑑定士の扇立よひら先生と、武蔵国の守り神
『大國魂神社』
に参拝し、日頃の感謝と皆様の御多幸
をお祈りします。境内の社もあまさずお参りし”人形
流し”で穢れを祓いましょう。神仏に喜ばれる参拝や
お水取りの作法を楽しみながらご伝授します。御朱
印を集めていらっしゃる方はぜひお持ちください。参
拝後は、
カフェタイムで個人鑑定(一人5分程度)を
行います。

【受講料】4,290円（税込/保険料込） 申込締切
4/11㈪
会員 3,960円 ※食事代実費
※小雨決行

カルチャー事業部

定員15名

※小雨決行

10:00 東葉高速線・八千代緑が丘駅改札

5/15㈰ 13:00〜16:00

瑞巌寺僧侶

©瑞巌寺

©瑞巌寺

12:45 瑞巌寺拝観者受付所前
【受講料】3,960円(税込/拝観料その他・保険料込)
(宮城県宮城郡松島町松島字町内91番地)
申込締切
5/8㈰
定員15名
会員 3,740円
※専用駐車場はありません。

東京

埼玉

〜日本茶インストラクターから学ぶ〜
埼玉県産ブランド「狭山茶」の魅力
今井久仁子 ティーアーチ代表・日本茶インストラクター

千本木亨雄 フリーライター

茶の選択、茶器と湯の扱い、淹れる所作・・・そこからは
「おもいやり」「おもてなし」の心が伝わります。心を込
めて淹れた茶は、友と、大切な人と、家族を繋ぐ架け橋
になるでしょう。
本講座は、日本茶・狭山茶の解説、埼玉県産の茶3種【緑
茶（新茶）、烏龍茶、紅茶】の飲み比べ、マイブレンドティ
ー作りと盛りだくさん！目から鱗の狭山茶業界とってお
き情報を盛り込みながら、楽しく学んでいただきます。
ブレンドした茶葉はお土産としてお持ち帰りください。

昨年の大河ドラマの主人公である渋沢栄一は、
「近代日本
経済の父」
と呼ばれた人物で、令和6年に刷新される新一万
円札の肖像に選ばれました。各種産業の育成と、多くの近代
企業の確立に努めた彼の活動の中心地であった、日本橋〜
丸の内・王子周辺のゆかりの地をめぐります。
《コース予定》

・東京証券取引所・常盤橋公園・渋沢栄一銅像
・東商渋沢ミュージアム・飛鳥山公園・渋沢資料館 など

6/6㈪ 10:00〜16:00

6/11㈯ 10:45〜12:45

【受講料】3,520円(税込)

「近代日本経済の父」渋沢栄一
ゆかりの地めぐり〜東京編〜
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【受講料】4,290円（税込/保険料込） 会員 3,960円

※当日別途材料費300円(税込)

東京

申込締切 6/4㈯ 定員10名
JEUGIAカルチャーセンターイオンレイクタウン
(埼玉県越谷市レイクタウン3-1-1 イオンレイクタウンMORIエリア3F) ※写真はイメージです。

新潟

確かな鑑定経験を持つ占い
銀谷唯志
鑑定士・銀谷唯志先生と、都
内浅草を護るパワースポットをめぐります。
街歩き後、
お洒落なイタリアンレストランで
のランチタイムでは、希望者へ占い鑑定も行
います。

今代司酒造㈱

申込締切 5/30㈪

占い鑑定士

4/2㈯ 11:00〜14:00

渡辺 佳

SAKE DIPLOMA資格保有

※小雨決行

【受講料】3,960円(税込/保険料込)
会員 3,410円 ※食事代実費

創業1767年と250年以上もの歴史を持つ「今代
司酒造」。趣のある酒蔵見学では専門スタッフ
が新潟の歴史を織り交ぜながらご案内します。
利き酒セミナーではSAKEDIPLOMA資格を保
有する講師が、3〜5種類のお酒で利き酒を実践
します。無料のテイスティングには甘酒もありま
す。
ご希望の方には、安心・安全な食材を使った
おもてなし弁当もご提供いたします。

11:00 JR浅草橋駅西口改札
申込締切 3/26㈯ 定員10名

岩手

定員10名

5/22㈰ 10:30〜12:30 申込締切

5/15㈰
【受講料】3,960円(税込/保険料込)
会員 3,630円 ※お弁当購入希望者は別途2,500円(税込)
10:20 今代司酒造㈱
(新潟県新潟市中央区鏡が岡1番1号)

定員15名

占い鑑定士と歩く、
春の浅草パワースポット
〜鳥越神社と東本願寺〜
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〜新潟の歴史を知る〜
酒蔵見学と利き酒セミナー

※食事代実費

10:00 東京メトロ・茅場町駅「茅場町方面」改札 ※小雨決行

沼崎聡子

いわての胡桃ピンクッション

ハンドメイド作家

いわてっこはくるみが大好き！岩手の食文化の一端を
担う胡桃。岩手県産の胡桃の殻を使って、青森津軽地方
に伝わる伝統的な刺し子「こぎん刺し」
を施したミニサ
イズのピンクッション(針山)をつくります。手芸初心者
の方向けのレッスンです。北東北の手仕事を感じなが
らのんびりつくりましょう！

※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。
※お弁当の画像はイメージです。

4/12㈫・5/10㈫・6/14㈫
10:30〜12:30

【受講料】1,760円(税込)
会員 1,540円
【材料代】700円(税込)

申込締切 各3日前 定員4名
JEUGIAカルチャーセンターイオンモール盛岡南
(岩手県盛岡市本宮七丁目１番１号 イオンモール盛岡南1F)
ご受講にあたり、JEUGIAカルチャーセンター新型コロナウイルス感染症予防に関する
基本方針をご確認いただきますようお願いいたします。

●当日はご自宅で検温および体調をセルフチェックしていただいた上でご参加ください。
また集合時にも検
温をさせていただきます。●風邪の症状や発熱、咳、のどの痛み、だるさや息苦しさ、味覚や嗅覚の低下等の
症状がある場合、
レッスンの受講は見合わせていただきますようお願いいたします。●受講生ご自身・同居の
ご家族が新型コロナウイルスの濃厚接触が判明した場合やPCR検査を受検されることが決定した場合、
レッ
スンの受講はご遠慮ください。●受講生ご自身が通われる保育園・幼稚園・学校・職場にて、学年・学級・学
校・職場休業等が発生した場合の講座参加につきましては、原則学校・職場等や保健所の指示に従っていた
だきますようお願いいたします。●受講生ご自身・同居のご家族に14日以内に海外から帰国した方がいらっし
ゃる場合も、恐れ入りますが受講はお控えくださいますようお願いいたします。●受講中はマスク着用をお願
いいたします。
また施設への入館の際には、施設の規定に従い手指消毒などのご協力をお願いいたします。
●飲食を伴う講座では、
お食事中の会話はお控えください。●新型コロナウイルスの感染状況や実施会場の
営業状況・開館状況等により、講座内容を一部変更して実施、
または開催延期・中止する場合がございます。

会員 金額記載
JEUGIAカルチャーセンター
会員特別料金（受講料）
と
なります。

…歩きやすい靴で

…長時間歩く歩きやすい服装・靴で

現地講座での 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。
注意事項
（講座により異なります）

地域

カルチャーセンター

東京｜多摩市

多摩センター

東京｜立川市

ららぽーと立川立飛

埼玉｜羽生市

イオンモール羽生

東京｜武蔵村山市 イオンモールむさし村山

神奈川｜藤沢市 テラスモール湘南
埼玉｜越谷市

イオンレイクタウン

は !
講座 必至 !
人気 満席 ック
に
ェ
早期 にチ 約》
早め 要予
《

電話番号

☎ 042-357-5303
☎ 042-590-0355
☎ 042-540-7151
☎ 0466-38-3134
☎ 048-560-3730
☎ 048-990-1273

埼玉｜富士見市 ららぽーと富士見
千葉｜印西市

【企画・主催】

BIGHOP印西

新潟｜新潟市

イオンモール新潟南

岩手｜盛岡市

イオンモール盛岡南

宮城｜石巻市

イオンモール石巻

☎ 049-275-1055
☎ 047-480-0911
☎ 0476-40-7022
☎ 025-383-1331
☎ 0225-92-6311
☎ 019-656-4422

※JEUGIAカルチャーセンターは全国53会場あります。

●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。

ホームページから
ご予約承ります!
【発行】2022年2月

会場で承ります。

千葉｜八千代市 イオンモール八千代緑が丘

カルチャー
事業部

〒604-8082
京都市中京区三条通寺町西入弁慶石町61 サウンドステージ2F
☎075-252-6661［月〜金/10:00〜18:00 ※祝日除く］

いい
ね！

■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。受講料
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、
また一部にWEB決済可の
講座もございますので、
何れかをお選びいただき、
申込締切日までに完了をお願いします。
（お申
込後にご案内いたします）
■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。
■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。■講座の進行状況により終了時間が変更になる
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。■食べ物などのアレルギーがある
方は事前にお申し出下さい。■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。

◆受付窓口でのお申し込みは、
お近くの

facebook
facebook
あります!
あります

ね！

いい

あります

