7/3㈰ 12:00〜14:00 申込締切 6/2㈭

定員14名

【受講料】89,100円(税込/食事代・ワイン代込) 会員 84,700円

11:50 京中 月（にくづき）
（京都市東山区稲荷町北組573）

※料理、ワインボトルの写真は実際とは異なります。※提供するワインはおひとり45〜50ml×5種類です。※ワインは
90年代を中心に調達する予定ですが、時勢により前後する可能性があります。※提供する熟成肉の総量はおひとり約
200グラムです。※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。

4/9㈯ 13:00
〜15:30

【受講料】9,900円(税込）

（保険料･一等観覧席込)
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5/14㈯ 13:00〜14:30

イオンモール堺北花田3Fイオンホール(大阪メトロ御堂筋線北花田駅すぐ)

申込締切 5/10㈫ 定員20名

松栄堂京都本店(京都市中京区烏丸通二条上ル東側)

（ライトアップ後は自由解散）

【受講料】3,300円(税込/保険料･拝観料・和菓子抹茶代込)
会員 2,750円 申込締切 3/25㈮ 定員25名
16:45 東寺洛南会館前（京都市南区九条町1番地・東寺境内）

京都

学んで実感、歩いて体感！
14
京都御所＆京都御苑の魅力

京都御苑内にある白雲神社や厳島神社、
宗像神社に祀られる日本の
「市杵島姫命
（いちきしまひめのみこと）」
という女神の
正 体は、実はインドの 神 様「弁 財 天」
だ！
と、昔の日本人達は信仰してきました の
で、
この際、音楽・芸事の上達などを願い
一緒にお参りましょう。遅咲きの桜にも期
待です。

京都

※御所参観希望の方は講座終了後各自でお入りください
JEUGIAフォーラム京都御所南
(京都市中京区東洞院通丸太町下る三本木町439番地 ABBEY ROAD御所南)

祇園祭 ―御旅所と山鉾町―

8

定員10名

申込締切 4/4㈪

京都の夏を彩る祇園祭の歴史や山鉾についての解説をしながら山鉾
町をご案内します。祇園祭の期間中に町家に生けられる「ヒオウギ」
にも注目です。
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申込締切 7/11㈪ 定員15名

【受講料】3,960円（税込/保険料・資料代込) 会員 3,630円

9:30 阪急京都線 烏丸駅 西改札前 ※阪急京都線「京都河原町」駅付近にて解散予定

【受講料】3,300円(税込/保険料込) 会員 2,750円

京都検定 一級マイスター

「伽藍面」
とも称される東福寺の
スケールの大きな伽藍建築と、境
内に広がる約二千本の青もみじ
を見ながら散策します。
季節の美しい御朱印と花手水鉢
がある塔頭勝林寺も訪ねます。

5/19㈭

10:00〜12:00

【受講料】3,300円(税込）
（保険料込)

会員 2,750円

申込締切 5/17㈫ 定員10名

9:45 京阪本線東福寺駅
東改札口 コンビニ前

新緑のトレッキング 京都トレイル特選コース
〜高雄から保津峡まで新緑の渓谷歩き〜

【槙ﾉ尾バス停】…【神護寺】…【錦雲渓】…
【清滝】…【落合】…【JR保津峡駅】

4/28㈭ 8:30〜15:40

【受講料】3,410円(税込/保険料込)
会員 2,860円 申込締切 4/21㈭ 定員10名

当日 移動交通費JRバス：230円 ※天候等により、多少の
コース変更が生じる
JR電車：240円
こともあります。
拝観料：600円

8:30 各線京都駅烏丸口バスターミナル
JRバス JR3乗場（9:00発のバスに乗車）
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『源氏物語』ゆかりの地を巡る
池田大輔

滋賀文教短期大学講師

源氏物語ミュージアムから紫式部
の墓まで、
お手製の冊子とともに
楽しい解説を聞きながらゆかりの
地を巡ります。
定員 各15名

•其の一「宇治十帖を巡る」

京阪電車宇治駅から源氏物語ミュージアムを訪ねて。

3/6㈰

10:50 堀川今出川交差点
北西角(京都市上京区)

※当日別途昼食代2,000円程度

12:30〜16:30

【受講料】4,945円(税込） 定員15名
申込締切
4/2㈯

12:30
京阪本線丹波橋駅南改札前

※昼食は済ませてご参加下さい。
※お酒の試飲を含みますので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。
※気候により開花時期とずれる場合があります。
※雨天決行

デジカメで今注目の京都を撮ろう!
『伏見稲荷大社』撮影会＆講評会
【全2回】
19

日本写真家協会会員(JPS）

村上文彦 京都写真家協会会員(KPS）

身近な神社「お稲荷さん」
の総本宮である伏見
稲荷大社で撮影会。朱塗りの美しい”千本鳥
居”や楼門(重文)や様々なキツネの像など撮
影に最適な場所が満載です。翌日(4/22)は教
室にて講評会を行います。

4/21㈭ 10:00〜12:00【撮影会】
10:00 伏見稲荷大社正面鳥居前
(京都市伏見区深草薮之内町68番地)

4/22㈮ 10:00〜12:00【講評】

JEUGIAカルチャーセンター西友山科
(京都市山科区音羽野田町1番地西友山科店別館2階)

【受講料】全2回6,380円(税込/保険料込)
会員 全2回 5,610円 申込締切 4/14㈭ 定員10名

申込締切 2/27㈰

※当日別途拝観料600円

13:00 京阪宇治線宇治駅改札前

申込締切 5/18㈬ 定員12名

春らんまん、花が咲き乱れる伏見のま
ちで名水と酒蔵をめぐり歩き、隠れた
名所を訪ねます。
きき酒師のガイドが
日本酒の歴史や疑問・質問にも答えま
す。映える撮影スポットもいっぱい♪

（保険料・見学料込)

13:00〜16:00

【受講料】3,410円(税込/保険料込) 会員 2,860円

川添智未 唎酒師・日本酒学講師

会員 4,835円

※作品はイメージです。

申込締切 定員 ※友禅挿しの工程を終えないと次の工程に進
めないため、時間延長となる場合がござい
ます。
（個人差がございます）
【受講料】38,500円(税込/材料費込) 5/21㈯ 6名
※友禅体験の後、蒸しや地染めなどの加工が
㈱関谷染色（京都市上京区室町通丸太町上る大門町259） 必要なため完成までお時間がかかります。
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春らんまんの京都・伏見
名水と名酒をめぐる

4/9㈯

6/4㈯ 10:00〜13:00

京都・清遊の会主宰

【受講料】4,510円(税込/保険料・拝観料込) 会員 4,290円

佐藤祥美

申込締切 4/16㈯ 定員30名

ええとこ散歩「西陣」
西陣織を育んだ歴史と
人々の信仰が息づく町

5/25㈬ 11:00〜14:30

9:45 市営地下鉄東西線京都市役所前駅改札前

申込締切 4/18㈪ 定員10名

SOO（ソマル）の手描き友禅工房見学と
「おふき染色体験」
プロが伝える京友禅講座
関谷幸英 ＳＯＯ副代表 株式会社関谷染色 代表取締役
〜手描友禅〜

手描友禅の技法について、京友禅のプロに伺いなが
ら工房を見学。
その後、着物と全く同じ工程を経て作
られる特別な眼鏡拭き”おふき あやにしき”の挿し
友禅を体験して頂きます。一枚製作するために図案
家が草稿から一点ずつ描く贅沢な”おふき”。十数も
の工程の中から、予め糸目が置いてある所に色を挿
す、挿し友禅の工程を熟練の職人さんの指導の元ご
自身で行って頂きます。後日、職人が仕上げ桐箱に
入れてお渡しいたします。※制作されたおふきは、
JEUGIAカルチャー京都 de Basic.でのお渡しとな
ります。郵送をご希望の方は有料にて発送致します。

※焼き上げた作品は約1 ヵ月前後でご自宅へお届けします｡(要別途着払い送料)

10:10 京阪本線/JR奈良線東福寺駅東改札前

本物の京友禅を身近に

9

【受講料】5,500円(税込/材料費込)

上京の町として栄えた西陣は古い歴史を
誇る町。名の由来となった応仁の乱の跡
を訪ね、西陣織を育てた伝統の町、西陣界
隈を歩きます。
ひっそりとたたずむ雨宝院
や市内で最古の木造建築・千本釈迦堂な
ど人々の信仰をあつめた寺、
そして華やぎ
の上七軒界隈へと歴史をたどります。手
織物や時代衣装を展示されている織成舘
では、西陣織手織工場を見学。最後は上七
軒界隈でのランチを予定しています。

4/20㈬ 10:00〜12:00

人気高まる京都トレイルのうち、今回は新緑
薫る清滝川の流れに沿って下り、錦雲渓や
金鈴峡を堪能しましょう。

京焼・清水焼窯元・陶葊で
工房見学と陶芸体験

中川祐子

三条通は明治大正期の
モダンな建造物が多く残
っています。
界隈は老舗
コーヒー 店も多く、
レト
ロモダンが残る街並みを
歩きます。
おすすめ和菓
子もご紹介。本能寺や六
角堂へも立ち寄ります。

京都・関西山歩きガイド

とうあん

4/23㈯ 10:30〜12:00

〜古都京都〜
おしゃれな三条通 レトロな街歩き

山本時夫 日本スポーツ協会山岳指導員

•アーカイブ配信はございません。

人気講座は早期に満席必至! 早めにチェック!《要予約》

土渕善亜貴 陶葊4代目当主

白竹堂本店(京都市中京区麩屋町通六角上ル白壁町448番地)
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おまかせ

※写真はイメージです。実際の使用品種は写真の品種と
は異なる場合がございます。イメージに合わせてその日
収穫できたばらよりお届けいたします。（材料は講座前
日に宅急便にてお届け）

●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
ページは
こちら

京都

【受講料】3,960円（税込/保険料・資料代込) 会員 3,630円 申込締切 4/17㈰ 定員15名

★和ばらのボトルティーも
一緒にお届けいたします★

ブラウンヌード

•お花の色みは黄色・ブラウンヌード・ピンク・おまかせの
4種類よりお選びいただきます。（おまかせ以外は数量
限定）

ピンク

陶葊は大正11年京都の東山泉涌寺にて創業、今年で創業
100年を迎える京都・清水焼の窯元です。
陶葊本店にて、工房では手練れの職人がひとつひとつ手仕事
で制作している様子や京焼・清水焼の製造工程をご覧いただ
けます。独自の作風「花結晶」
やベストセラーである
「玉湯吞」
などについて、UTSUWAYAかねみん主宰の野口美恵子氏と
共にお話を伺った後、4代目当主・女将の指導のもと絵付けや
手びねりの陶芸を体験します。

【受講料】6,130円(税込/材料費等込) 会員 5,800円 ★おみやげ付き★

京都

4/20㈬ 10:00〜13:00

黄色

•其の二「紫式部の墓を巡る」

3/13㈰ 13:00〜14:00

申込締切 3/6㈰

【受講料】3,410円(税込/保険料込) 会員 2,860円
13:00 市営地下鉄烏丸線鞍馬口駅改札前

•其の三「光源氏の母の生活圏を巡る」

3/19㈯ 13:00〜15:00

申込締切 3/12㈯

【受講料】3,410円(税込/保険料込) 会員 2,860円
13:00 JR嵯峨野線二条駅改札前

•其の四「逢坂の関から石山寺を巡る」

3/26㈯ 12:45〜16:00

申込締切 3/19㈯

【受講料】3,410円(税込/保険料込) 会員 2,860円 ※当日移動交通費240円 ※拝観料600円
12:45 京阪京津線大谷駅改札前

京都

音楽・芸術に携わる方必見！

7/14㈭ 9:30〜12:30

大正11年創業

京都

京都産業大学 日本文化研究所 上席特別客員研究員

小嶋一郎 仏像ソムリエ＆京都観光おもてなし大使（京都市任命）

会員 4,620円 申込締切 5/14㈯ 定員15名

JEUGIAカルチャーセンター桑名
（三重県桑名市新西方7丁目22番地イオンタウン桑名新西方内）

古くて新しい扇子（せんす）の世界

〜青もみじさんぽ〜
16
新緑萌え立つ東福寺界隈

【受講料】13,750円(税込/材料費・送料込)
会員 12,650円 申込締切 3/24㈭

申込締切 各3日前 定員 各6名

創業300年の京扇子店で学ぶ

京都

テーマで巡る「京都まちあるき」

テーマを中心に、
座学と現地散策で、
京都の旧跡・史跡・神社仏閣・地元目線の
魅力スポットへとご案内します。
周辺に咲く、
季節の草花の鑑賞も楽しみましょう。

4/3㈰ 13:30〜15:00

※お料理の写真は
イメージです

京都

3/26㈯ 17:00〜19:00

NOMSON CURRY
(大阪市浪速区日本橋東1-11-2 1F)

★すぐに役立つレシピとお土産付き★

※お料理の写真は
イメージです

佐藤祥美 京都検定一級マイスター

開門待ちの大行列が出来るほ
ど人気の夜桜ライトアップ。
夜間拝観開始となる前に、洛
南会館にて京都検定一級マイ
スターによる東寺の説明を受
けた後、和菓子と抹茶をお召し上がり頂きます。18:00の
開門と同時に優先入場頂き、
ライトアップされた日本で
一番高い木造五重塔（国宝）
と不二桜、数々の国宝・重要
文化財の金堂・講堂などを存分にご堪能ください。
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※当日別途拝観料300円
※バス代片道260円

4/14㈭ 13:30〜15:00

一級マイスター

滋賀県守山市の『ローズファームケイジ』では“世
界で一番幸せになるばら”をコンセプトに、琵琶
湖畔の農園で世界でここにしかないオリジナルの
品種「和ばら」が心を込めて大切に育てられてい
ます。その「和ばら」15本を使った“わばらの花
束”づくりを國枝健一さんにオンラインにてレクチ
ャーいただきます。普通のバラとはひと味違う、
日本らしい美意識が漂う和ばらがご自宅に届きま
す。お茶をしながらでもOK。おうちでゆったり思
う存分和ばらを楽しんでいただける講座です。

薬膳の基本と取り入れ方を学ぶ

株式会社 山岡白竹堂

堀内雅弘 京都検定

ローズファームケイジ

國枝健一 （株式会社Rose Universe）代表取締役

10:30〜12:00 13:00〜14:30

享保三年(1718年)創業の京扇子店・白竹堂
は、伝統や技術を継承しながらも、現代にマッ
チしたファッション性の高い扇子やアーティ
ストとのコラボレーション扇子など、意欲的
に様々な扇子を生み出しています。伝統から
モダンまで、実際に様々な扇子を見ながら、
扇
子の歴史的背景やワンランク上の使い方など
を学び、
さらに扇子への絵付けを体験、自分だ
けのオリジナル扇子を製作します(お届けは
後日)。
暑い季節に向け、エレガントにさりげ
なく
「涼」
を持ち歩きましょう。
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※アーカイブ配信はございません。

ローズファームケイジの
“わばらの花束”づくり

三重〜おかげ横丁「伊勢醤油」
を使って〜

京都

（優先入場券・和菓子お抹茶付）
春の京都
世界遺産東寺夜桜ライトアップ

【受講料】2,420円（税込/資料代込)

【受講料】3,960円（税込/教材費込）

暮らしに涼と彩りを

京都

京都
10

2

京都

5/20㈮ 13:30〜15:30

【受講料】4,950円(税込/材料費込) 会員 4,730円

6/11㈯ 10:30〜11:45
申込締切 6/8㈬

5/20㈮ 5/22㈰

11:00 近鉄奈良線 学園前駅北口改札前

7

『当尾（浄瑠璃寺＆岩船寺）
の諸仏・諸尊たち』

三重の素材と空気と土地だからこそできる
地醤油『伊勢醤油』毎年伊勢神宮に奉納され
る縁起物の伊勢醤油を使っておうちごはん
にひと工夫。薬膳の基本五行をわかりやすく
説明し体調や季節に合わせた生活に取り入
れやすい薬膳について学びます。

【受講料】7,260円(税込/保険料・食事代込)

香老舗 松栄堂
創業から300余年、香づくりひとすじに歩んできた香
老舗 松栄堂のお香は、
吟味された漢薬香料を使用
し、
ひとつひとつ丁寧に仕上げられています。
また、
伝統の香りを継承しつつも、
たゆまぬ技術革新によ
り、現代の生活にもあった製品を開発し、
「香りある
豊かな暮らし」
を提案しています。講座では、香房で
のお線香製造現場を見学させていただいた後は、隣
接する香り文化の発信拠点・薫習館にて、
お香の歴
史や原料のお話を伺いながら、匂い香づくり。
ご自身
の調合でオリジナルの香りをお作りいただけます。
実りある時間をお楽しみください。

★チャイマサラのお土産付き★

京都

匂い香づくりと香房見学で学ぶお香

仏像ソムリエ＆京都観光おもてなし大使（京都市任命）

中山和子 薬膳講師

3/30㈬・4/26㈫ 11:00
〜14:00
申込締切 各7日前 定員10名

今すぐにでもお参りしたい
京都のお寺＆仏像

豪 NOMSON CURRY店主、大阪スパイスカレーの虎

【受講料】4,860円(税込/飲食代・材料費込)

※なるべく公共交通機関
にてお越しください

小嶋一郎 京都産業大学 日本文化研究所 上席特別客員研究員

定員20名

5/21㈯ 18:00〜20:00

倉橋みどり 奈良市観光大使、俳人
聖武天皇の勅願により行基が建立した古
刹・長弓寺。檜皮葺の美しい本堂は、木造建
築の最盛期である鎌倉時代に造られ、当時
の先駆的で代表的な作例として国宝に指
定されています。
ふだんは非公開の本堂内
部を特別に拝観します。
お斎（とき）
とも呼
ばれる精進料理は塔頭の一つ、薬師院で。
寺伝の心尽くしをご堪能ください。

京都

京都

創業300余年 香老舗 松栄堂

6

奈良市観光大使と行く小さな奈良旅
国宝長弓寺拝観と精進料理

会員 7,040円

【受講料】4,400円(税込) 申込締切 4/30㈯ 定員80名

© 祇園甲部歌舞会

12:45 一力亭前（京都市東山区祇園町南側569）

申込締切 3/15㈫ 定員10名

平田進也 （株）日本旅行 おもしろ旅企画 ヒラタ屋代表
ナニワのカリスマ添乗員！これまでのテレビ
出演700回以上。「進子ちゃん倶楽部」なる
ファンクラブをお持ちの平田進也さんが豊
富な経験とおもしろトークで思い出の旅ト
ークを炸裂していただきます。
旅に行かなくても「行った気に
なる」「行きたくなる」ヒラタ
ワールドへようこそ！！旅は人
生の必需品です。思いっきり人
生を楽しんでください。貴方に
ぴったりの旅を教えますよ〜!

©松竹

5

テレビや雑誌で話題！裏ポンバシ（日本橋エリア
の 東 側）
で 人 気 の 大 阪 ス パイスカ レ ー 専 門 店
「NOMSON CURRY（ノムソンカリー）」
の店主
より、大阪スパイスカレー文化やご家庭でも楽し
めるカレーの作り方、
カレーを通しての医食同源
などをお話いただきます。
レシピ付きのオリジナ
ルテキストは入手価値あり！薬研でのスパイス挽
きや香り比べも体験し、最後に「愛×（あいがけ）」
のカレーをお召し上がりいただきます。
スパイス
カレーを五感フル活用でお楽しみください。

三重

爆笑！思い出の旅・おもしろ話

1

© 祇園甲部歌舞会

【受講料】9,774円(税込/保険料・食事代込) 申込締切 4/13㈬ 定員20名

4/30㈯ 10:30〜11:45
申込締切 4/27㈬

大阪スパイスカレーの名店
NOMSON CURRY
五感で味わうスパイスカレー

野村

10:05 近江鉄道太郎坊宮前駅駅前

『鞍馬寺の諸仏・諸尊たち』

13:30 阪急嵐山線嵐山駅改札前

2

祇園甲部お茶屋大仲 女将

古都の春を彩り、祇園の芸妓・
舞妓が華やかに舞い歌い踊る
「都をどり」
は春の京都の風物
詩です。3年ぶりとなる公演を
ご覧頂く前に、祇園甲部お茶屋
「大仲」
にて女将さんから都を
どりの見どころについてお話
を伺い、
その後、南座一等観覧
席（1階・2階）
に てご 観 覧 頂き
ます。
魅力満載な祇園の春を
心ゆくまでお楽しみ下さい。

奈良

大阪

ナニワのカリスマ添乗員！平田進也さんの

「都をどり」鑑賞

大仲京子

4/23㈯ 10:10〜13:30

歴史上の人物に関わる寺院、
一宗一派の総本山、民の信仰厚き
寺、文人を魅了したみほとけを祀る寺院など、京都府内の著名
な寺院、
そしてみほとけ
（仏像）
について、解かりやすくご案内し
ます。
また、
お寺にお参りした時、
この仏さん（仏像）
はどういう
御方なんだろうか？という素朴な疑問を持たれた方いらっしゃ
いませんか？そんな皆さんに数ある仏像のグループ分けやその
特徴、
プロフィールなど解説します。

13:30〜16:15

申込締切 5/1㈰

天空のパワースポット・
太郎坊宮正式参拝と招福楼お弁当に舌鼓
太郎坊宮（阿賀神社）神職

滋賀

フランスボルドーの最高峰、五大シャトーワインと牛肉の最高級
と言われるシャトーブリアンを含む数種類の厳選熟成肉ランチ
コースを味わい、
ワインと牛肉にまつわる知識を深めましょう。
ワイングラスはリーデル社製を使用します。食事をしながら、日
本ソムリエ協会認定の講師と熟成肉ブームの先駆け京中二代目
の解説を聞くカジュアルなひとときをお楽しみください。

2

幕末の嵐山を歩く
特別公開 弘源寺 長州藩士の刀傷

【受講料】4,930円(税込/保険料・拝観料込)
会員 4,710円

大阪

岩崎良夫 シルバークラス講師

カルチャー事業部

1

京都

検索 JEUGIAご当地講座

お茶屋で女将の見どころ解説付き

木村武仁

霊山歴史館学芸課長

5/8㈰

滋賀

京都

日本ソムリエ協会

加藤謙一 京中二代目

京都

京都

五大シャトーワインと
熟成肉シャトーブリアン、
匠の解説とともに。

申込締切 4/28㈭

特別公開の弘源寺（禁門の変 長州藩陣
営、長州藩士の刀傷）、天龍寺（長州藩陣
営、庭園見学と諸堂参拝）、岩倉具視が桜
を植えさせた嵐山、野宮神社、風情のある
嵯峨野の竹林、大河内山荘（門前のみ）、
篤姫の養母役で西郷隆盛や梅田雲浜ら
志士と交流した村岡局の銅像、角倉了以
像などをご案内します。

ホームページから
ご予約承ります!

【企画・主催】

１

定員15名

木村武仁と幕末を歩く第21弾

勝利と幸福の神様からパワーをいただく〜

「太郎坊さん」の名で親しまれる東近江市の阿賀神社は、勝利と幸
福の神様として広く知られており、アスリートや政治家、実業家、芸
能人など業種を超えて多くの人々がご利益を授かられています。
本講座では、赤神山そのものをご神体とした太郎坊さんに、あえて
下から歩いての正式参拝。数百段の石段を踏みしめれば、
ご利益も
さらにアップするかも？ご神職に由緒などのお話を伺った後は、お
好みの袋とひもで、それぞれの願い事を書いたお守りづくり。お守
りはそのまま拝殿にてご祈祷を受け、お持ち帰りいただきます。
最後は参集殿にて、当地に本店を構える最高峰の日本料理店の一
つ「招福楼」のお弁当を堪能。石段の上り下りは大変ですが、それだ
けの価値のある講座です。体調を整えてご参加ください。

※お料理の写真はイメージです

11:25 山中油店(京都市上京区下立売通智恵光院西入508番地)

4

は
講座 至!
人気 満席必 !
に
ック
早期 にチェ 》
早め 要予約
《

浅原貴美子

株式会社山中油店取締役
日本オリーブオイルテイスター協会認定
JOOTAオリーブオイルテイスター

【受講料】6,700円(税込/食事代込) ★お買物券500円分付き★

1日講座

はち

おいしい油のお話と
珠玉の揚げ物ランチ

5/12㈭ 11:30〜14:15

など

ごじゅう

講座

十八

京都

春
2022

3

油ひとすじ二百年〜文政年間創業・山中油店に聞く

文政年間創業以来約200年、油一筋に歴史を重
ねてきた山中油店。現代では希少な油の専門店
として、内外の生産者の想いとこだわりが詰まっ
た良質な
「あぶら」
を届け続けておられます。
そ
んな油の専門家が、
テイスティングを交えなが
らの、食用油の多彩な使い方、
そして老若男女問
わず髪やお肌の美しさ・健やかさを保ってくれる
美容油の逸品など、
「知ってトクする油のお話」
を伝授。山中油店所有の町屋「平安内裏の宿」
を
見学した 後は、徒歩すぐの直営カフェ
「綾綺殿
（りょうきでん）」
にて、珠玉の油を使った揚げ物
のランチをお召し上がりいただきます。

伝統・文化・歴史
社寺・名所旧跡
老舗・食・癒し・文学
ご当地企画特集

お申し込み受付中

令和四年 春

関西・中部編

京都・滋賀・大阪・奈良
兵庫・岐阜・愛知・三重・和歌山

五

2022年3月〜7月｜保存版

「御室和菓子 いと達」店主による
実演と和菓子のお話
〜お菓子とお茶を愉しむ〜

20

伊藤達也 御室和菓子 いと達 店主
2019年秋、世界遺産である仁和寺の近くに
オープンし、2021年秋の竜王戦で「おやつ」
として選ばれた『くま最中』
で話題となった
「御室和菓子 いと達」。
日本各地から選りすぐった素材を使い手作り
にこだわったお菓子作りをされている店主・
伊藤達也さんをお招きし、簡単なお
菓子の成り立ちからお茶とお菓子の
ペアリングを通して、
お菓子とお茶
の組み合わせや選び方などをレク
チャーしていただきます。実演でお
作りいただくのはくま最中と当講座
限定のきんとん。
またお召し上がり
いただくお茶は伊藤さんの特別セ
レクト。
この日しか味わえない最高
のペアリングをお楽しみに！

6/12㈰

①10:30〜11:30 ②13:00〜14:00

※お菓子の写真はイメージです。

【受講料】5,500円（税込/材料費込） 申込締切 6/9㈭ 定員 各8名

※やまいも・小麦の
アレルギーの方は
事前にご相談ください。

JEUGIAカルチャー京都 de Basic.
(京都府京都市下京区四条通烏丸東入ル 京都フコク生命四条烏丸ビルBF)

22

関谷江里さんと木乃婦の料理を楽しむ
関谷江里

京都専門フリーエディター＆ライター

大仲京子 祇園甲部お茶屋大仲 女将 祇園甲部舞妓

※当日ドリンクを追加される場合は実費
申込締切 3/21㈪ 定員12名

【受講料】8,800円（税込/保険料･和菓子・お抹茶代込)

写真提供：紅々葉
※お料理の写真はイメージです︒

5/22㈰ 14:00〜15:30

【受講料】4,950円(税込）

（拝観料・飲み物・お菓子代込)

申込締切 5/15㈰ 定員10名

酬恩庵一休寺
(京都府京田辺市薪里ノ内102)
★参加者限定で、紅々葉の和紅茶を特別価格にて販売いたします★

5/31㈫

Unir本店(京都府長岡京市今里4-11-1)

今回の行き先は滋賀県大津市にある
佐久奈度神社です。神社には6月30日
の夏越の大祓(なごしのおおはらえ)の
祝詞に出てくる神々が祀られていま
す。天恩日に参拝して大いに恩恵を受
けてみませんか。

湖国の春をめぐる

理

大谷大学非常勤講師

申込締切 5/20㈮ 定員20名

12:50 京阪京津線びわ湖浜大津駅改札前

【受講料】3,080円(税込/保険料込)
会員 2,860円

5/7㈯

※希望者のみ当日別途御朱印代

10:30 佐久奈度神社の鳥居前
(滋賀県大津市大石中1丁目2-1)

10:00 阪堺電車綾ノ町駅すぐ「大阪信用金庫七道支店」前
※【解散場所】阪堺電車浜寺公園駅

申込締切 5/21㈯
定員15名

話題の世界遺産古市古墳群見学と
国宝秘仏拝観を愉しむ

樋口隆秀 仏像ナビゲーター 古美術仏像研究会主宰

こだわりの美味しい紅茶を栽培す
るお 話 や、東 海 道 五 十 七 次（京 街
道）
・守口宿にあたる歴史ある土地
での
『文禄堤薩摩英国館』
を開館さ
れたお店 の想いなどを聞き、薩摩
英国館オリジナルの和紅茶を楽し
みながらアフタヌーンティーを楽し
みましょう。

6/18㈯ 13:30〜16:00

4/17㈰･5/20㈮ 11:30〜13:30
11:00 京阪本線守口市駅東改札前 申込締切 各7日前 定員 各11名

※お料理の写真は
イメージです

井戸良祐

毎年恒例のいけだ薪能。2021年
は秋開催となりましたが、2022年
は例年通り5月に開催予定です。
今年は「田村」「鉄輪（かなわ）」
を演じます。当日使用する装束、
能面など詳しく解説します。解説
を聞き、日本の伝統芸能の理解を
深めましょう。

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、各自でランチへ。
中之島をお楽しみくださいませ。
そして国の
重要文化財である、大阪市中央公会堂にて講評。大変貴重な建物の中
にお 入り頂きます。
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。

13:00〜15:00

【受講料】3,850円(税込/保険料込)
申込締切 5/19㈭

定員8名

9:30 京阪/大阪メトロ御堂筋線
淀屋橋駅1番出口地上

申込締切 5/15㈰ 定員20名
アゼリアカルチャーカレッジ
(大阪府池田市天神1-9-3 池田市立 カルチャープラザ 内)

岐阜

和歌山

高野山真言宗本山布教師
浅田慈照先生の尼さんち！
ちょっとおじゃましま〜す♪

〜お手製イタリアン薬膳付き！〜

【受講料】1,650円(税込)

樽見鉄道
指導運転士

浅田慈照 高野山真言宗本山布教師

難波と高野山の間に位置する、
浅田慈照先生の
ご自宅。僧侶がどんな生活をされているか気にな
りませんか。高台の上、
のどかな風景の浅田先生
のご自宅に訪問し、座禅あり、楽しいはなしあり。
癒しのひとときをお過ごしいただきます。
そしてランチは、意外や意外！僧侶が作るイタリ
アン！もお楽しみです。

6/5㈰ 12:45〜15:00

【受講料】6,710円(税込/保険料込)

【受講料】3,740円(税込/保険料込)
会員 3,410円 申込締切 4/14㈭ 定員15名

会員 6,270円

申込締切 5/29㈰ 定員15名

12:45 樽見鉄道 本巣駅
(岐阜県本巣市曽井中島680-11)

9:45 南海高野線御幸辻駅改札前

愛知

愛知

「落語で笑福」
迫力満点、目の前で楽しむ
落語とパフォーマンス

1

2

三遊亭笑くぼ(大須くるみ) 落語家・芸人・パフォーマー
落語ができるパフォーマーとして活躍中。
南京玉すだれ大須流家元。
寄席感覚で、落語、小ばなしなど、生の芸を身近にご覧いただけます。
楽屋裏のここでしか聞けないこぼれ話もお楽しみ。笑うことで免疫力
アップ！講座の後は､国の重要伝統的建造物群保存地区に選定され､
日本遺産にも認定された有松での町歩きをぜひお楽しみください。

弘法大師（空海）
ゆかりの地で親しむ写経

定員 各20名

平松采桂

（公社）中部日本書道会顧問

知多半島を弘法大師が行脚されたご縁にあや
かり、経文を曼荼羅の形にして写経をしてい
きます。（曼陀羅形以外も対応あり）書くこと
で無心になって心を浄化し、穏やかな気持ち
に。一文字書き写すだけで功徳が頂けるとい
う写経。講師が実際に巡った知多新四国の面
白エピソード、般若心経の解説も。

3/27㈰ 4/17㈰ 6/16㈭

10:30〜12:30 10:30〜12:30 13:00〜15:00

申込締切
各3日前

江戸時代から商都として栄えた大阪
は、明治維新後、近代都市大阪として
近代日本の商工業のなかで大きな役
割を担いました。
そうした歴史を象徴
する中之島の大阪市中央公会堂、淀
屋橋界隈の適塾や近代建築をめぐ
り、大阪の文化を代表する四天王寺
界隈を歩き、大阪の歴史と文化を追
体験します。

【受講料】3,410円(税込/保険料込) 会員 3,080円
申込締切 4/21㈭ 定員20名

【受講料】2,200円(税込)
申込締切 各3日前 定員 各8名
会員 1,980円 ※当日別途材料費500円（税込）

JEUGIAカルチャーセンターリソラ大府
（愛知県大府市柊山町1丁目98番地 リソラ大府ショッピングテラス2F）
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4/22㈮ 13:00〜14:30

12:45 阪急神戸線 神戸三宮駅西改札前 申込締切 4/15㈮ 定員10名

会員 金額記載

…少し移動する程度

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
…長時間歩く
（講座により異なります）
歩きやすい服装・靴で なります。

…歩きやすい靴で

〜吉祥院多聞寺〜

壬寅の年、吉祥院多聞寺にパワーチャージに出かけま
せんか。200段の石段を登るとそこには有り余る程
「福」を授ける毘沙門天（多聞天）様は四天王で七福神
の武神。災厄を払い、現在の悪を退散させ、福徳随一と
いわれるパワーは家内安全・商売繁盛・開運長久・心
願成就など皆様の願いを叶えてやろうと力強く、美し
い六甲の中腹の秘里から賢者のような姿で、迎え導か
れることでしょう。お詣り後はカフェでの開運体験講座
で締めくくります。

【受講料】3,410円(税込/保険料込)

★極上紅茶飲み比べ＆紅茶とスイーツのペアリング付き★

JEUGIAカルチャーセンター
会員特別料金（受講料）
となります。

2022年寅年パワースポット巡り

4/11㈪ 13:00〜15:00

【受講料】6,200円(税込/お茶･スイーツ代込) 会員 5,980円

■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。

※当日別途観覧料500円(税込)

12:20 京阪本線淀屋橋駅中央改札(出口専用)前

甲月あさ美 甲斐四柱推命学院 副学長

世界の紅茶を日本中に発信し、伝統的かつ新し
い“紅茶のある生活”スタイルを提案し続けている
紅茶専門店・紅茶教室ラクシュミーは、神戸地区
唯一のロンネフェルト認定店でもあります。
忙しい日々を忘れ、リニューアルした本店サロン
で極上のひと時を過ごしませんか。専門店ならで
はの豊富な品揃えは圧巻です。

●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。

Ⓒ(公財)大阪観光局

4/23㈯ 12:30〜16:30

戸田容幸 紅茶専門店Lakshimi（ラクシュミー）代表取締役 紅茶ソムリエ

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。

理 大谷大学非常勤講師

※写真は
イメージです。

※当日別途カフェ代･移動交通費

彦根市
大阪 豊中市
池田市
大阪市浪速区
堺市北区
堺市堺区
和泉市
泉南市
兵庫 西宮市
伊丹市
奈良 橿原市

カルチャーセンター名
カルチャー京都 de Basic.
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
フォーラム京都御所南
イオンモール高の原
アル・プラザ城陽
松井山手
大津テラス
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
ビバシティ彦根
イオンタウン豊中緑丘

アゼリアカルチャーカレッジ
なんばパークス
イオンモール堺北花田
堺タカシマヤ
光明池
イオンモールりんくう泉南
ららぽーと甲子園
イオンモール伊丹昆陽
イオンモール橿原

は、
Web会議システム
「Zoom」
を
使ったオンラインレッスンです。

定員10名

12:50 神戸電鉄有馬線神鉄六甲駅改札前

◆受付窓口でのお申し込みは、
お近くの
地域
京都 京都市下京区
京都市右京区
京都市右京区
京都市南区
京都市伏見区
京都市山科区
京都市中京区
木津川市
城陽市
京田辺市
滋賀 大津市
大津市
草津市
草津市
近江八幡市

申込締切
3/31㈭

電話番号

☎ 075-254-2835
☎ 075-315-1808
☎ 075-326-8705
☎ 075-691-1415
☎ 075-623-5371
☎ 075-584-1512
☎ 075-222-6011
☎ 0774-71-9287
☎ 0774-54-7230
☎ 0774-64-7170
☎ 077-510-2055
☎ 077-547-2312
☎ 077-561-1166
☎ 077-516-0006
☎ 0748-38-5160
☎ 0749-21-1070
☎ 06-4865-3530
☎ 072-761-0660
☎ 06-6647-2207
☎ 072-246-6677
☎ 072-225-1766
☎ 0725-50-5560
☎ 072-480-4710
☎ 0798-81-6868
☎ 072-787-8820
☎ 0744-20-3025

□スマートフォンでのご受講も可能ですが、
できましたらパソコ
ン、
タブレットなど大きな画面でのご受講を推奨いたします。
□スマートフォン、
タブレットで受講される場合は、
4G ／ LTE回
線ではなくWi-Fi 接続をご利用下さい。
□
「Zoom」
アプリのダウンロード、
ログイン入室方法に関しまし
ては、
お申込み後に改めてご案内をいたします。
また下記コ
ードをスマートフォン等で読み取りいただくと、
ホームページ
でもご確認いただけます。
□お客様の通信環境や通信機器、
あるいは
「Zoom」
サービス
自体の不具合により、
レッスンの受講に支障をきたした場合、
当社は責任を負いかねます。
受講料の返金は致しかねますの
でご了承下さい。

岐阜 本巣市
大垣市
三重 桑名市
愛知 名古屋市緑区
名古屋市千種区
大府市
東京 多摩市
武蔵村山市
立川市
千葉 印西市
八千代市
埼玉 羽生市
越谷市
富士見市
神奈川 藤沢市
新潟 新潟市
岩手 盛岡市
宮城 石巻市
香川 高松市
大分 大分市
福岡 福岡市
福岡市
粕屋町
北九州市
北九州市
筑紫野市
熊本 嘉島町
鹿児島 鹿児島市

会場で承ります。

モレラ岐阜
アクアウォーク大垣
桑名
イオンタウン有松
イオンタウン千種
リソラ大府
多摩センター
イオンモールむさし村山
ららぽーと立川立飛
BIGHOP印西
イオンモール八千代緑が丘
イオンモール羽生
イオンレイクタウン
ららぽーと富士見
テラスモール湘南
イオンモール新潟南
イオンモール盛岡南
イオンモール石巻
高松
パークプレイス大分
イオンモール香椎浜
木の葉モール橋本
イオンモール福岡
サンリブシティ小倉
イオンモール八幡東
イオンモール筑紫野
イオンモール熊本
イオンモール鹿児島

【企画・主催】

ホームページから
ご予約承ります!
facebook
facebook
あります!
あります

☎ 058-320-3888
☎ 0584-83-7861
☎ 0594-27-7211
☎ 052-629-1011
☎ 052-745-5201
☎ 0562-45-4971
☎ 042-357-5303
☎ 042-590-0355
☎ 042-540-7151
☎ 0476-40-7022
☎ 047-480-0911
☎ 048-560-3730
☎ 048-990-1273
☎ 049-275-1055
☎ 0466-38-3134
☎ 025-383-1331
☎ 019-656-4422
☎ 0225-92-6311
☎ 087-812-5060
☎ 097-528-7620
☎ 092-674-3401
☎ 092-811-8090
☎ 092-939-7360
☎ 093-932-3677
☎ 093-663-6383
☎ 092-918-3481
☎ 096-235-7522
☎ 099-210-4180

【発行】2022年2月

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

いい
ね！

3/26㈯
4/17㈰ 13:00〜14:30
10:30〜12:00

JEUGIAカルチャーセンターイオンタウン有松
（愛知県名古屋市緑区鳴海町字有松裏200番地 イオンタウン有松2F）

対象：小学生以上(小学生は保護者同伴）
※保護者の方も受講料が必要です。
本巣駅構内で300mの運転体験。制服と帽子、白手袋
と名札を身に着けて、
あこがれの運転士に！普段入る
ことのできない車庫や、車両の見学も行います。
※鉄印帳・記帳ご希望の方は講座終了後に樽見鉄道
様へお申し出ください。

10:00〜14:00

【受講料】4,180円(税込) 会員 3,960円

鉄印帳のある
「樽見鉄道・本巣駅」
で
ローカル列車を走らせよう！ 清水弘樹
レールバス運転体験

※作品の写真はイメージです。

大阪近代建築をめぐる

杉本

世界の紅茶がそろう
神戸の紅茶専門店で
エレガントなティータイム

5/16㈪

5/26㈭ 10:00〜15:15

㈱いわさき本社(大阪市東住吉区西今川1-9-19)

樋口隆秀 仏像ナビゲーター 古美術仏像研究会主宰

1
観世流能楽師

【受講料】6,820円(税込/材料費込) 申込締切 5/14㈯ 定員 各12名

9

13:00 JR天王寺駅中央口改札 日本旅行前

能への誘い〜薪能によせて

①10:00〜12:00 ②13:00〜15:00 ③15:30〜17:30
5/21㈯ ★食品サンプルキーホルダーのお土産付き★

四天王寺拝観と茶臼山・夕陽丘散策

【受講料】3,410円(税込/保険料込)
会員 3,080円 申込締切 3/15㈫ 定員20名

定員10名

岡本大典 弁護士

行ってみたいけど…
一人では行きづらい…

いっぱい！

•本物当てクイズ
•面白サンプル撮影
•コンペ優秀作品鑑賞

兵庫

11

申込締切 6/11㈯

会社見学＆食品サンプル製作体験

他にもお楽しみが

カホン工房LiME(大阪府堺市美原区平尾1213-2) 申込締切 5/15㈰ 定員 各5名

兵庫

弁護士と行く裁判傍聴

大阪

大阪

〜重要文化財大阪市中央公会堂にて講評付き〜

13:30 近鉄南大阪線
藤井寺駅改札前

食品サンプルのパイオニア企業「いわさき」へ

街中の飲食店で見かける
「食品サンプル」。実際に
会社を訪問し、日本が誇る食品サンプルの歴史や
製法技術などを知り、草創期技術のロウを使用した
り、現在の技術を使い『ミニ弁当製作体験』
をしてい
ただきます。食品サンプルの楽しさ、魅力をぜひお
楽しみください！

※ご希望の方は当日別途カホン送料1,500円(税込)

8

14:00 近鉄南大阪線
二上山駅改札前

㈱いわさき 特販部BｔｏＣ担当
山田律雄 食品サンプル製作体験インストラクター 対象：5歳〜大人(小3以下は保護者同席)

LiME代表

3/22㈫ 13:00〜16:00

【受講料】3,410円(税込/保険料込)
会員 3,080円 ※当日別途 拝観料1,000円、電車移動160円(片道)

【受講料】6,190円(税込/保険料･食事代込) 会員 5,970円

5

慶沢園から茶臼山を経て四天王寺へ。四天王寺は推古
元年(593年)に聖徳太子によって創建された、飛鳥時
代の代表的な寺院です。伽藍配置は日本でもっとも古
い建築様式のひとつ、四天王寺式配置の典型で、病院
や薬局、福祉センターなどの原点とも言える施設が作
られ、
「お太子さまの寺」
として、庶民の厚い信仰を集
め続けています。
そんな四天王寺の特別拝観「春季彼
岸会」
に参加し、講師の解説を聞きながら巡りましょ
う。今に伝わる
「夕陽丘」
という地名のルーツとなった
故事もご紹介します。

葛井寺では、国宝秘仏の
「十一面千手千眼
観音菩薩坐像」
を拝観。18日のみの貴重な
開帳です。実際に千本以上の手を持つ観音
様は坐像としては大変貴重な像です。
葛井寺から世界遺産となった古市古墳群の
一部を見学。最後に道明寺の秘仏拝観とな
ります。全行程、
元添乗員講師より
「おもしろ
仏像講座」
の解釈付です。

日本紅茶協会認定ティーインストラクター

3/31㈭ 14:00〜17:00

【受講料】6,440円(税込/保険料･拝観料･食事代込)
会員 6,110円 申込締切 3/24㈭ 定員15名

大阪

7

※お車の方は直接会場へ
お越しください。

【受講料】①13,200円(税込/保険料･材料費込) ②4,950円(税込/保険料･材料費込)

大阪

幸子

大阪

大阪

大正15年建築
歴史ある『文禄堤薩摩英国館』の
和紅茶で楽しむアフタヌーンティー

清澄の里 粟(奈良市高樋町861)

11:00〜14:00 ①『標準サイズカホン作成』
15:00〜17:00 ②『ピッコロカホン作成(手にもって演奏･足に挟んで演奏用)』

【受講料】3,850円(税込/保険料･入場料込)
会員 3,410円 ※当日別途移動交通費・パン購入代実費

12:50 近鉄奈良駅前 行基菩薩像前

4/17㈰

申込締切 4/30㈯

5/22㈰

5/28㈯ 10:15〜14:00

申込締切 5/26㈭ 定員20名

10

※お料理の写真はイメージです。

大阪

5/28㈯ 13:00〜16:00

柏尾浩司 写真家

二上山のふもと奈良県香芝市にある隠れ寺「専称寺（せ
んしょうじ）」は「尋源桜（じんげんざくら）」と呼ばれて
いるしだれ桜のお寺です。観光寺院ではないので、その
ひっそりとした佇まいは訪れた人の心を癒してくれま
す。桜の季節に門をくぐると、境内には降りそそぐように
溢れんばかりのしだれ櫻が迎えてくれ、その姿は圧巻で
す。境内にはインスタ映えする「ハートの形の風鐸」が
あります。ぜひ探してみてください。住職のおもしろお
かしい法話や本堂・十一面観音特別拝観など阿弥陀様
とお花見を楽しみましょう。

大阪府堺市にあるカホンメーカー LiMEの工房を訪ねま
す。
カホンをLiME代表米田氏の指導のもと作成します。
（仕上げ工程のみ都合で工房側で仕上げていただきます）
カホン作成や小物作りを通して、
カホン作成の全行程と職
人のこだわりが学べます。
•LiMEカホン全品番叩き比べ
•試作品即売会
•Q＆Aコーナー

年間約200軒のパン屋さんを巡り、情報発信を
行う
「パン王子」
こと浅香正和さんが、
ベーカリ
ー激戦区の堺で「絶対に食べてほしいパン」
を
ご紹介！ふわふわ･サクサクのこだわりの焼き
たてパンを求めて阪堺電車で巡ります。

【受講料】3,080円(税込/保険料込)
会員 2,860円 ※当日別途入館料600円(税込)

堰

米田悟史

浅香正和 パンシェルジュマスター (1級)、パンコーディネーター パンヲカタル主宰

（しだれ桜）

中川隆宏 浄土宗 専称寺 住職

ペルー発祥の注目の打楽器
4
「カホン」の製作と工房見学

“パン王子”浅香正和さんと巡る
堺のしあわせパン散歩

定員10名

奈良の専称寺で尋源桜を愛でる
3
〜豪華お花見弁当付き〜

大阪

大阪

奈良

3

大谷大学非常勤講師

あおによし奈良には､古代のロマンがあふれ
ています。阿修羅像に代表される天平仏や
五重塔、南円堂で知られる興福寺､聖武天皇
勅願により建立された東大寺には､そこかし
こに奈良時代を代表する天平仏があります。
古代人の仏教への思いと歴史を彩る場所を
巡り､解説させていただきます。南都の悠久
の歴史と天平文化を追体験して下さい。

6

11:00〜14:00

申込締切 4/9㈯

11:30 有限会社古株牧場
（滋賀県蒲生郡竜王町大字小口不動前1183-1）※駐車場有

清澄の里粟オーナー

※当日別途ドリンク代・タクシー代実費

あおによし 天平のロマンを訪ねて
4
理

会員 4,650円

定員12名
【受講料】5,320円(税込/保険料・食事代込)
(電車の方)11:00近鉄天理線 天理駅改札前
会員 5,100円

申込締切 3/24㈭ 定員8名 ※小雨決行

杉本

【受講料】4,870円(税込/材料費・飲食代込)

予約困難な大人気の農家レストラン
「清澄の
里 粟」
で、奈良の伝統的な野菜、大和伝統野菜
を味わう大満足まちがいなしの講座です。約50
種類もの野菜を使った、
この日限定のスペシャ
ルメニューをご提供！身体にやさしい絶品ラン
チをぜひ味わってください。大和牛のロースト
ビーフもご賞味あれ！
大和野菜についての講話もあります。素朴な田
園風景の中で大和野菜の魅力を存分に体感し
てください。

【受講料】3,080円(税込/保険料込)

3/27㈰ 10:30〜11:45

4/16㈯ 11:30〜13:30

10:00〜15:00

奈良の伝統野菜の魅力を発見！
2
『清澄の里 粟』で味わう大和野菜ランチ
三浦雅之

5/22㈰ 13:00〜15:30
会員 2,860円

竜王町で50年以上続く古株
牧場のチーズ職人である古
株つや子さんより、
チーズ作
成の工程を直接学ぶ事がで
きます。体験後には自らが作
成頂いたチーズやキッシュ
などの美味しいランチを皆
様でお楽しみ頂きます。

奈良

杉本

古株牧場でチーズ作り＆ランチ

古株つや子 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

10:00 京阪石山坂本線近江神宮前駅 坂本比叡山口方面改札前

春の訪れの中、湖国の園城寺（三井寺）
と、近江坂本
の街並みを訪れます。歴史と文化について解説しま
す。琵琶湖の春と、近江の歴史を楽しんでください。

鑑定士

家守堂(京都市伏見区中油掛町108）

※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。

4

【受講料】6,560円(税込/保険料･食事代･拝観料込)
会員 6,340円 申込締切 5/22㈰ 定員15名

申込締切 4/11㈪ 定員15名

6

近江文学散歩
「近江の小倉百人一首」
ゆかりの地を巡る
いかいゆり子 近江の文学道先案内人

4/21㈭ 14:00〜16:00

★お土産のビール付き★ 申込締切 4/13㈬ 定員10名

3

大津宮跡にある多くの石碑から古を偲び、かるたの聖地近
江神宮を訪れ、天智天皇の歌碑「秋の田の〜」や百人一首
の板かるた、近江勧学館などを見学します。また圓満院門
跡まで足を延ばし、百人一首の歌碑と芭蕉句碑を鑑賞した
後は、三井寺門前「風月」にて食事をいただきます。知って
いるようで知らない三井寺特別拝観もお楽しみください。

【受講料】4,950円(税込/材料費・コーヒー代込)

【受講料】5,390円(税込/食事代込)

奈良

藤原萠乃と行く

定員40名

〜近江神宮から三井寺〜

※お飲み物の写真はイメージです。

〜開運こよみ〜天恩日(てんおんにち)参拝ツアー

藤原萠乃

バリスタコンテストの日本チャンピオンに輝いた
一流のバリスタが家庭で出来る美味しいコーヒー
の淹れ方を直接レッスン！スペシャルティコーヒー
の美味しさの秘密についてのお話や飲み比べもで
きる盛りだくさんの講座です。
おうち
のコーヒーが、
がらっと変わります！
コーヒー通にはたまらない、
この日
しかできない本格的なコーヒー体験
をお楽しみください。

滋賀

滋賀

《お出かけ神社企画》占術師

山本知子

Unirヘッドバリスタ
「Unir本店」で学ぶ
本当に美味しいコーヒーの淹れ方講座

26

合同会社紅々葉代表社員

お茶の名産地、京都南部に位置する一休さん
ゆかりのお寺「酬恩庵一休寺」にて、美しい新
緑の庭園に囲まれながら、和紅茶で”ひと休み”
しませんか。「紅々葉（くくは）」が取り扱う洗
練された和紅茶2種をじっくり味わいながら、
名物「一休寺納豆」をアクセントに加えたマカ
ロンもお楽しみ下さい。気に入った茶葉はお持
ち帰り頂けます。とんちのきいたお土産も。

5

バリスタ日本チャンピオン直伝！

醸造アシスタント

4/27㈬ 14:00〜16:00

滋賀

25 ほっこり和紅茶のお茶会

※雨天の場合気功講習はすべて
「西方丈」
にて行います。
※お料理の写真はイメージです。

申込締切
9:45 萬福寺・三門受付前(京都府宇治市五ケ庄三番割34・萬福寺境内) 5/7㈯

滋賀

京都

京都

一休さんゆかりのお寺で味わう

家守酒造

京都伏見のマイクロブルワリー「家守堂」
は、歴史を
重ねた町屋を復元してできた新しいブリューパブで
す。通りから貯蔵タンクが見えるので、
作りたてのお
いしさをそのまま味わえる臨場感が感じられます。
町屋内に収まった醸造所で作るビールのこだわり、
できたてビールの飲み比べなど、
ビール好きにはた
まらない魅力と愉しみ方を学んで頂きます。

【受講料】6,340円(税込/保険料・拝観料・志納料･食事代込) 会員 6,120円

※飲酒を含みますのでお車・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。

13:45 一力亭前（京都市東山区祇園町南側569）

酒井祐弥

5/11㈬ 10:00〜13:30

木乃婦
（京都市下京区新町通 仏光寺下ル岩戸山町416）

定員10名

家住弘子

萬福寺僧侶による黄檗宗宗祖の隠元禅師にまつわるお
話や、中国の明時代末期の様式で造られた伽藍につい
てのお話を伺った後、初めての方でもやさしくできる気
功でリラックス。重要文化財の「西方丈」で「心
がおちつくやさしい気功」、通常立ち入ることが
出来ない、本堂・大雄宝殿(だいおうほうでん)
前の「月台(げったい)」で「肩の荷がおりる気功
」をのびのびと体験します。広々とした清浄な気
の場で心身ともにスッキリしたあとは、中国の精
進料理・普茶料理をお召し上がりいただきます。

【受講料】15,301円(税込/食事・1ドリンク代込)

京都伏見のブルワリー
「家守堂」で味わうクラフトビール

24

気功講師 : 天野泰司 NPO法人 気功協会運営責任者

3/28㈪ 12:00〜14:30

5/21㈯ 14:00〜16:00

黄檗山・萬福寺で
気功と普茶(中国精進料理)

講話 : 黄檗宗大本山萬福寺僧侶

毎回ご好評をいただいている関谷江里の
「木乃婦」さん講座。普段の「木乃婦」さん
ではなかなか味わえないお料理をお楽し
みください。今回は春らんまん。さてどんな
コースになるでしょう？

祇園甲部お茶屋「大仲」にて、元芸妓
である女将さんから花街のしきたり
や芸舞妓さんの違い、舞妓さんの衣
装やお茶屋遊びのお話を伺い、その
後、舞妓さんとの歓談やお座敷遊び、
京都老舗和菓子とともに、お抹茶を
お楽しみいただきます。写真撮影も
お気軽に。

申込締切 5/7㈯

23

京都

〜舞妓さんと楽しむ〜
京の花街 いろいろ い・ろ・は

京都

京都

京都
21

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］
ね！

いい

あります

