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【企画・主催】

小島豊実

石蔵酒造株式会社

酒造部統括

福岡藩、黒田家の御用商人に端を発し、国の有形文化財に指定され
た博多の街に唯一残る造り酒屋、博多百年蔵。日本明治の雰囲気や
代々受け継がれている博多の地酒をみて、感じて、味わってみません
か。酒蔵見学の後に日本酒の飲み比べ、
そして美味しいランチと一緒
に日本酒を味わいます。

4/26㈫ 11:30〜13:30

【受講料】4,070円(税込/食事代込) 会員 3,850円

※お料理の写真はイメージです。
石蔵酒造株式会社 博多百年蔵
（福岡市博多区堅粕1丁目30-1） ※飲酒を含みますので20歳未満の方

定員20名

申込締切 4/19㈫

及び、
お車・バイクでのご来場は固く
お断りします。

福岡

福岡
1

博多唯一の造り酒屋 博多百年蔵で
酒蔵見学と日本酒ランチを愉しむ

2

カルチャー事業部

国指定重要文化財
旧松本邸で味わう旬のフルコースと
薔薇のコンポジション作り
大塚久美子 ロイヤルフラワーアレンジメント正教授

明治の建築家辰野金吾の設計によるアール
ヌーボー様式のデザインで、国の重要文化財
に指定され数々のロケも行われる洋館、旧松
本邸で味わう旬のフルコースと薔薇のコン
ポジション作り。講師が花市場から直接仕入
れた新鮮でレアな薔薇であなただけのロマ
ンティックでシックなテーブルアレンジをお
作りいただきます。薔薇の甘美な香りに包ま
れながら優雅なひと時をお過ごしいただきま
す。講師アレンジによる薔薇をテーマにした
ミニテーブルもお楽しみください。

5/11㈬ 11:00〜14:30

【受講料】11,870円(税込/材料費･食事代込) 会員 11,650円

定員20名

10:50西日本工業倶楽部(福岡県北九州市戸畑区一枝1-4-33) 申込締切 5/1㈰

※お料理の写真は
イメージです。

福岡

福岡

「令和」ゆかりの太宰府
3 坂本八幡宮参拝と文化遺産散策
遠藤光男

古民家カフェで愉しむ中国茶と
4 二胡の調べ
ティーサロン月と星代表
末永星月
帯金真理子 二胡奏者

大宰府史跡解説員

太宰府には飛鳥から奈良・平安時代にかけて地方最大の
役所「大宰府」
が置かれ、九州の統治・外交・防衛の拠点と
いう重要な役割を担っていました。大宰師として赴任した
大伴旅人は、政治だ けではなく歌人としても才を発揮、
「万葉集」
の
「梅花の三十二首序文」“初春の令月、気淑しく
風和ぐ”の箇所は元号「令和」
の典拠となったとされてい
ます。
かつての歌人達が詠んだ歌とともに、坂本八幡宮、
大宰府政庁跡、戒壇院、
観世音寺を巡り、人々が美しく心
を寄せ合う中で育った文化に触れてみませんか。

写真 太宰府市

小倉南区道原にある古民家cafe日日好茶。
今回はティーサロン月と星代表の末永星月さ
んによる中国茶のお話と生産者と交流しな
がら直接仕入れるおいしいお茶をいただき
ながら各地で活躍中の二胡奏者帯金真理子
さんによるコンサートをお愉しみいただきま
す。優雅な二胡の調べに耳を傾けながら至福
のひとときをお過ごしください。

5/18㈬ 10:00〜13:00

【受講料】2,460円(税込/保険料･拝観料込)

4/25㈪ 11:00〜13:00

【受講料】5,740円(税込/お茶代込)
会員 5,520円 申込締切 4/18㈪ 定員20名

会員 2,240円 ※別途希望者のみ御朱印代 500円 申込締切 5/15㈰ 定員8名

10:50日日好茶(福岡県北九州市小倉南区道原1449)

9:50西鉄大牟田線令和の里都府楼前駅西口ロータリー (福岡県太宰府市通古賀3丁目14)

福岡

大分

北村直登
〜北村直登の世界〜
ライブペイントとオリジナルのペイント体験
画家

大分市在住の画家北村直登氏の
絵画は鮮やかな色彩と繊細な表情
が魅力です。2014年話題のドラマ
『昼顔』
に絵画を提供し話題となり
現在は全国で活躍されています。
講座では独特な世界観を目の前で
体感できるライブペイントを。
その
あとはご準備していただいたグッ
ズに北村直登氏と一緒に絵具を使
いペイントを楽しみます。

4/24㈰

14:00〜15:30
16:00〜17:30

5

春爛漫の海の中道海浜公園を歩こう！

心も体も軽やかに！
ノルディックウォーキング・
ポールエクササイズ

atsuko Beautiful Flow代表 ノルディックウォーキングインストラクタ―

春爛漫♪海の中道海浜公園で一面海のようなブルーが広がるネモ
フィラやバラなど春の花々を見ながらノルディックウォーキングを
楽しみます。2本のポールを使った足腰に優しいノルディックウォーキング・エクササイズは、
ウォーキング(有酸素運動)だけでなく全身のストレッチにも大変効果的です。専用のポール
で凝り固まったカラダをほぐし、基本の姿勢や歩き方を学び、
ウオーキング瞑想を体験しま
す。春の自然の中で全身を動かし五感を活性化させ心と身体をリフレッシュしましょう！

定員各16名
申込締切
4/17㈰

4/24㈰ 10:00〜13:30 ※雨天順延の場合：5/8㈰

【受講料】4,180円(税込/保険料込) 会員 3,850円

【受講料】3,610円(税込/保険料込) 会員 3,110円

JEUGIAカルチャーセンターパークプレイス大分
(大分市公園通り西2丁目1番 パークプレイス大分 ガーデンウォーク3F)

福岡
6

【当日別途入園料】大人15歳以上450円、65歳以上210円
※レンタルポール代：550円(希望者のみ)

9:50 JR海ノ中道駅前
(福岡県福岡市東区大字西戸崎6)
申込締切 4/17㈰ 定員20名

アグリゾート農園の素敵な野菜で作る

料理研究家 永沼香織先生による
ヘルシーな映え料理を愉しむ会

専門の農コンセルジュ付きメンバー制の参加型共同農園アグリゾート
農園の可愛くておいしいとれたて野菜を使って野菜ソムリエでもいら
っしゃる大人気料理講師永沼香織先生による身体に優しいお野菜料理
の数々をお愉しみいただきます。当日はアグリゾート農園の小村泰秀
さんによる楽しいお野菜の話もうかがえる大満足間違いなしの企画で
す。
アグリゾート農園のお野菜が当たる抽選会もお楽しみに！

7/6㈬ 10:00〜14:00

【受講料】7,370円(税込/食事代込) 会員 7,150円
永沼香織 k'ｓ-kitchen主宰

●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は、原則学校・職場等や保健所の指示に従い、受講をお控えくださいます
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。

JEUGIAカルチャーセンター会員特別料金（受講料）
となります。

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
注意事項
も催行となります。
（講座により異なります）

◆受付窓口でのお申し込みは、
お近くの
地域

カルチャーセンター

福岡市東区

イオンモール香椎浜

糟屋郡

イオンモール福岡

福岡市西区

木の葉モール橋本

北九州市八幡東区 イオンモール八幡東
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電話番号

☎ 092-674-3401
☎ 092-811-8090
☎ 092-939-7360
☎ 093-663-6383

北九州市小倉南区 サンリブシティ小倉
筑紫野市

上益城郡嘉島町 イオンモール熊本

大分市公園通り西 パークプレイス大分

鹿児島市東開町 イオンモール鹿児島

【企画・主催】

☎ 093-932-3677
☎ 092-918-3481
☎ 096-235-7522
☎ 097-528-7620
☎ 099-210-4180

※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。

イオンモール筑紫野

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。

長時間歩く
… 歩きやすい
服装・靴で

申込締切
6/28㈫

9:50 アグリゾート農園(福岡県北九州市若松区安屋57-1)

※お料理の写真はイメージです。

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。

会員 金額記載

定員20名

facebook
facebook
あります!
あります

ね！

いい

あります

