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ご当地シリーズ特別企画!

お申し込み受付中!!

特別講座

WEB検索は
お申し込みは、お電話・店頭にて事前に
ご予約ください。ホームページからも承ります。 JEUGIAカルチャー

現地

〜『るろうに剣心』等の舞台〜

映画のロケ地「八幡堀」を巡る
片山

昇

滋賀ロケーションオフィス

近江の名麩「麩惣の丁子ふ」お土産つき！

滋賀ロケーションオフィス（滋賀県内での映像製作の誘致・支
援）の協力のもと、佐藤健主演の映画『るろうに剣心』撮影にも
立ち会われたスタッフのお話を聞きながらロケ地である滋賀
県近江八幡市八幡堀を散策します。数々の映画のロケ地とな
り、名作を彩った風景に出会える映画ファン必見の講座です。

1日 10/27㈰
講座
10:30 〜 12:30

近江八幡の風景は
テレビ・映画で
大活躍です!
ぜひ、そのロケ地を
体感してみませんか!!

申込締切 10/24㈭
定員15名

2,100円(税込)※保険料別途要

集合場所 JR近江八幡駅 改札口 AM10:00 集合

現地 講義

信長と安土城 【全3回】
大沼芳幸
滋賀県立安土城考古博物館副館長

信長の琵琶湖戦略や、信長神の神殿
と位置付け、安土城に込めた信長の
思想を3回にわたって解説します。
ご希望の回だけの参加も可能です。

3日 ①11/24㈰「信長の水城と琵琶湖戦略」《講義》
講座 ②12/１㈰「県立安土城考古博物館の
展示と安土城跡を歩く」
《現地》
《講義》
③12/15㈰「神殿としての安土城」

①③11:00 〜 12:30 ②11:00 〜 15:00

①③各2,100円(税込) ②3,150円(税込/入館料・保険料別途要)

定員各20名

申込締切 ①11/20㈬ ②11/27㈬ ③12/11㈬

❷ 集合場所 JR安土駅 改札口 AM10:30 集合
❶❸ 講義会場 JEUGIAカルチャーセンター平和堂近江八幡

（JR琵琶湖線 近江八幡駅 北出口よりすぐ）
近江八幡市鷹飼町571番地 平和堂近江八幡店5F ☎0748-31-1441

現地

滋賀県立安土城考古博物館学芸員と歩く

歴史探訪「坂本」
大槻暢子

滋賀県立安土城考古博物館学芸員

坂本に所在する寺院や寺社をめぐ
り、今に残る貴重な文化財や歴史を
解説します。明智光秀ゆかりの西教
寺では、宝物殿の特別拝観と季節限
定の《菊御膳》をお楽しみください。

1日 11/10㈰
講座 11:00 〜 16:00

11:00
11:30
13:30
14:30
15:00
16:00

比叡山坂本集合
西教寺(境内・本殿・客殿拝観と菊御膳)
日吉大社
3,150円(税込)
生源寺
※拝観料・昼食代・保険料別途要
滋賀院
申込締切 11/2㈯ 定員20名
解散

集合場所 JR比叡山坂本駅 改札口 AM11:00 集合
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ご当地シリーズ特別企画!

お申し込み受付中!!

講義

講義

目指せ琵琶湖1周！ [協力：輪の国びわ湖推進協議会]

入社３年目までに必要な資格ランキング４位！
(日経キャリアマガジン・資格スキルランキング2012)

はじめてのスポーツ自転車 知的財産管理技能検定
①②…目片貞明

侍サイクル

③…浦松武司

自転車工房ふぃっと

エコからも大注目の自転車。
通勤にも使えるスポーツ自転
車の選び方からパンクなどの
メンテナンス、自転車を電車
に乗せて旅にでる輪行を学び
ます。この秋は琵琶湖1周にチ
ャレンジしましょう！

3日 ①9/29㈰

浅野

スポーツ自転車の選び方（買い方から乗り方まで）

講座 ②10/13㈰ ベストな自転車に乗ろう！クリーニング、調整の仕方。

③10/27㈰ 長距離も安心、パンク修理等と輪行。

各日13:30〜15:00 ※全3回(1回ずつの受講可）
各回1,575円(税込)

3級対策講座【全3回】

申込締切 各回3日前

定員各10名

講義会場 JEUGIAカルチャーセンター石山平和堂

（JR琵琶湖線・京阪石山坂本線 石山駅より徒歩5分）
大津市松原町13番15号 平和堂石山店5F ☎077-531-0900

講義

卓

AIPE認定 知的財産アナリスト

11月に実施される国家試験を目指した
対策講座です。
「知的財産」に関する知識
を測る、近年クローズアップされている
資格です。発明、デザイン、トレードマー
ク、著作権を中心に、3日間で知的財産
制度の全体像をわしづかみ！ビジネス
にさらに自信をつけませんか。

3日 10/6㈰・13㈰・20㈰
講座 10:00〜17:30

申込締切 10/2㈬

全3回47,250円(税込)

定員20名

1,995円(テキスト代）(税込)

講義会場 JEUGIAカルチャーセンター平和堂近江八幡

（JR琵琶湖線 近江八幡駅 北出口よりすぐ）
近江八幡市鷹飼町571番地 平和堂近江八幡店5F ☎0748-31-1441

講義

自分好みの日本酒を見つける

近江の「滋酒（じざけ）」を
楽しみましょう!
布施明美
小川酒店

望遠鏡を作って
星空観察をしよう！
木星だって
見えるかも！

和田浩一 「星のソムリエ」認定講師

滋 賀 県 は 醸 造 に 欠 か せ な い、良 い
米・良い水・良い気候、そして良い人
に恵まれています。また山系や水系
の違いによりそれぞれ個性にあふ
れたお酒が譲されていることも魅
力。そんな「滋酒」を実際に試飲しな
がら、滋賀のお酒にこだわり続ける
講師と楽しみながら学びます。

よく見える小型望遠鏡の製作講座
です。前半は望遠鏡の製作と望遠
鏡がしっかり使えるように望遠鏡
の仕組みや星のお話も合わせて行
います。後半は望遠鏡による天体
観察の方法を説明し、天気がよけ
れば星空観察会を行います。

2日 ①9/28㈯

1日 11/10㈰

知って楽しい滋賀の地酒

講座 ②10/27㈰ 日本酒のおいしい飲み方、楽しみ方

各日14:00〜15:30

各回2,625円(税込/材料費込)

※お車での来場は不可 ※全2回(1回ずつの受講可）
申込締切 各回3日前 定員各10名

講義会場 JEUGIAカルチャーセンター石山平和堂

（JR琵琶湖線・京阪石山坂本線 石山駅より徒歩5分）
大津市松原町13番15号 平和堂石山店5F ☎077-531-0900

お申込み
お問合せ
こちらの店舗で
承ります。

講座 16:30〜19:30
3,150円(税込)

望遠鏡作成のみ…2,100円(税込)

3,500円(税込)

定員10名 申込締切 11/9㈯

講義会場 JEUGIAカルチャーセンターイオンモール草津
（JR琵琶湖線 瀬田駅下車 近江鉄道バス イオンモール草津行き 約15分）
滋賀県草津市新浜町300番地 イオンモール草津2F ☎077-516-0006

滋賀エリア各会場にて承ります。
WEB検索は JEUGIAカルチャー

【対象】小学3年生以下は
保護者同伴が望ましいです。

■すべての講座で事前にお申込みが必要です。
■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場合は中止になる場合がございます。
■受講料、材料費、教材費、お食事代等の他に保険料が必要な講座
がございます。
■お客様都合によるご欠席の場合返金は出来ません。
【現地講座での注意事項】
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。

