
イベント詳細は裏面をご覧ください 

7.14、30 
 

7月2日（日） 10:00～17:00 

7.2 
 

 
 

7月14日（金） 18:00～21:00 
   30日（日） 11:00～20:00                           

 

ええなぁ伊勢のもんVOL.3 

 ～匠の技に学ぶ 自分の根付を 

 作ろう！～ 

２月１９日（日） 
初級 13:00～14:30 
中級 15:00～16:30 
※受験対策セミナー 
２月５日（日） 

初級 13:00～14:30 
中級 15:00～16:30 

7 
JULY 

2017 

I S S U E 

7.7～8 
 

 
 

7月7日（金）～8日（土） 
（7日）11:00～20:00 
（8日）10:00～17:00  

四日市STYLE 

 ～120年の絆、これからも 

 ずっとこの街で～ 

 

日本橋の「三重」で観る、 

鈴鹿８耐 

7.15～17 
 
 

7月15日（土）～17日（月）  
  （15日）17:00～19:30 
  （16日）11:30～14:00、17:00～19:30 
  （17日）11:30～14:00 

             

 

 
 

地域発信型映画鑑賞会＆菰野へ 

五感 in 三重テラス 



参加費／参加方法／

対象者 内 容 イベント／お問い合わせ 日 時 

※イベント内容、日程等は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。 

三重テラス 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2-4-1 「YUITO ANNEX」1F・2F 
〈イベント・観光案内〉10:00～20:00 TEL03-5542-1035 
〈ショップ〉10:00～20:00 〈レストラン〉11:00～23:00（ラストオーダー 食事 22:00／ドリンク 22:30） 
〈定休日〉年中無休（年末年始を除く） http://www.mieterrace.jp 

ええなぁ伊勢のもんVOL.3 
～匠の技に学ぶ 自分の根付を作ろう！～ 
TEL:0596-21-5512 
E-mail:syoko@city.ise.mie.jp  
主催：伊勢市 

  

伊勢の根付職人 中川忠峰氏をお迎えし、根付づくり体験
イベントを開催します。コマやダルマ落としなどの伊勢
玩具で自由に遊べるコーナーも設置。さらに、お伊勢さ
んクイズを開催。正解者には伊勢のお菓子などのプレゼ
ントもご用意しています。 

無料 

根付づくり 

体験のみ 

事前申込 

一般 

申込終了 

三重テラス年末商品内覧会 
TEL:03-5542-1035 

E-mail: eigyo@pref.mie.jp  

主催：三重テラス 

7月2日（日） 
10:00～17:00 

神宮写真展 
 

TEL:03-5542-1035 

E-mail: eigyo@pref.mie.jp  

主催：三重テラス 
 
 

2月20日（月） 
第一部14:00～15:30 
第二部18:00～19:30 

 

かつて、現在の三重テラスにほぼ隣接する土地に、古典
落語「百川」や、幕末ペリー饗応の膳を請け負ったこと
で有名な料亭「百川」がありました。醸造学の権威 小
泉武夫先生（東京農業大学名誉教授）に「百川」や日本
橋についてお話しいただき、往時の日本橋界隈、三重と
の縁について思いをはせます。 
※事前申込の受付開始は1月下旬を予定しています。 

小泉武夫氏が語る 
「幻の料亭 日本橋 百川（ももかわ）」 
（仮称） 
TEL:03-5542-1035 
E-mail:eigyo@pref.mie.jp   
主催：三重テラス 

無料 

事前申込 

一般 

受付終了 

7月15日（土） 
~7月17日（月・祝）

15日（17:00~19:30） 
16日（11:30～14:00） 
   （17:00～19:30） 
17日（11:30~14:00） 

 
 
 

7月1日（土） 
10:00～17:00 

 

津市の魅力を発信するイベントを開催します。 

 

無料 

申込不要 

一般 

第４６回つデイ 
TEL:03-6672-6868 
E-mail:03-6672-6868＠city.tsu.lg.jp  
主催：津市東京事務所 
  

7月7日（金） 
～7月8日（土） 

7日（11:00～20:00） 
8日（10:00～17:00） 

８月１日に市制施行１２０年を迎える四日市市、今回は
音楽や茶道の体験を通じて四日市の文化力などの魅力を
ご紹介します。７日は浦嶋りんこさんをお迎えし「ふる
さとトーク」、８日は音楽ライブ、茶会を開催します。 

無料 

申込不要 

一般 

四日市ＳＴＹＬＥ 
～１２０年の絆、これからもずっとこの街で～ 
TEL:03-3263-3038 
E-mail:tokyojimusyo@city.yokkaichi.mie.jp   
主催：東京シティプロモーション事業実行委員会 
      （四日市市東京事務所内） 

7月14日（金） 
18:00～21:00 

 
7月30日（日） 

11:00～20:00 

日本橋の「三重」で観る、鈴鹿８耐 
TEL:03-5542-1035 
E-mail:eigyo@pref.mie.jp   
主催：三重テラス 
協力：㈱Voice Publication（14日） 
   本田技研工業㈱、㈱モビリティランド（30日） 

今年で第40回目を迎える鈴鹿8耐。三重テラスでは、今
年も7月30日(日)の決勝レースのパブリックビューイン
グを行うほか、8耐ウィークに先立ち、7月14日(金)の夜
には、素敵なゲストを迎えて鈴鹿8耐トークライブを開
催します。 

無料 

申込不要 

一般 

7月9日（日） 
10:00～12:00 
13:30～15:30 

 
 
 

来て・見て・聞いて 行こうよ！南三重 
TEL:0599-25-1227 
E-mail: iju-teiju@city.toba.lg.jp 
主催：鳥羽市、御浜町、紀宝町 

三重県南部の鳥羽市、御浜町、紀宝町の３市町が来て・
見て・聞いて 行こうよ！南三重「集え！若者たち！～南
三重の素敵な出逢いが待っている～」と題した交流会を
開催します。地元で活躍している青年部や自治体職員が
地域の魅力をお伝えします。 

無料 

事前申込 

一般 

 

 

無料 

申込不要 

一般 

 

三重県東紀州地域では熊野古道伊勢路を沿うようにJR紀
勢本線が走っています。大都会のように頻繁に列車が走
っていないからこそ事前にアクセスを調べてプランを練
るのも楽しさだと思っています。ローカルな列車やバス
を利用して熊野古道やその周辺へと旅してみませんか？
期間中、地元民が会場に滞在します。皆様の声をお聞き
し、一緒にプランを考えます。どうぞお気軽にお越しく
ださい。 

 

7月11日（火） 
~7月13日（木） 

11日（10:00~18:00） 
12日（10:00～20:30） 
13日（10:00~16:00） 

 

熊野古道伊勢路が繋ぐ、二つの聖地展 
TEL:0597-89-6172  
主催：東紀州地域振興公社 
協力：和歌山県新宮市 

地域発信型映画鑑賞会＆菰野へ五感 in  
三重テラス 
TEL:059-394-0050 
E-mail: komokyokai@m6.cty-net.ne.jp 
主催：菰野町 
共催：菰野町観光協会、いなべ市文化協会 
協力：吉本興業株式会社 

菰野町が吉本興業株式会社とともに制作した菰野町が舞
台の地域発信型映画「サトウくん」の上映会、映画監督
である 佐々木想監督と石原町長とのトークショーを開催
します。そのほか、菰野町の食材を使用したお料理もご
用意しています。 

 

4,000円 

事前申込 

一般 

 

 

JUL. 

7月28日（金） 
~7月29日（土） 

11:00～13:00 
14:30～16:30 

 
 

7月31日（月） 
~ ８月２日（水） 
31日（11:00～17:00） 
  1日（10:00～17:00） 
  2日（10:00～16:00） 

 
 
 
 
 
 
 

覆い茶会～其の四～ in 三重テラス  
TEL:059-329-3121 
E-mail:ise-cha@chunichi-adnet.co.jp  
主催：伊勢茶推進協議会 

家族で楽しむ夏休み＠三重テラス 
TEL:03-5542-1035 
E-mail: eigyo@pref.mie.jp 
主催：三重テラス 
協力：近畿日本鉄道株式会社 
   一般社団法人伊賀上野観光協会 

大人気の「観光特急しまかぜ」をはじめ、近鉄電車がプ
ラレールになって三重テラスを走ります。また、近鉄運
転士の制服での写真撮影コーナーや伊賀忍者衣装での手
裏剣打ち体験のほか、わなげゲーム、ガチャポン大会も
開催します。三重県の夏休み観光情報も揃えてお待ちし
ています。 

親子で楽しめる覆いお茶会教室を開催します。お子様本
人によるかぶせ茶の水出し緑茶・お湯出し緑茶の体験と
あわせて、料理研究家の鈴木あすな先生による「親子 
tea クッキング教室」も開催します。参加者にはうれし
いおみやげもご用意しています。 

1組 500円 

事前申込 

小学４～６年生

と保護者  

 

無料 

申込不要 

一般 

     7月25日（火） 
    対談（19:00～20:30） 
      懇親会（20:30～21:30）  

 
 
 

一夜限りの特別対談 
文芸評論家      作家・俳人 

大村彦次郎さん×谷口桂子さん 
TEL:03-5577-4502 
E-mail:info@soul-boat.com  
主催：一夜限りの特別対談実行委員会 

芥川没後90年の河童忌がある本年7月、三重県出身の作
家であり俳人である谷口桂子さんが、新刊『越し人 芥
川龍之介最後の恋人』（小学館）を出版されます。この
機会に、三重県出身の文豪・丹羽文雄を編集者として担
当された文芸評論家の大村彦次郎さんをお招きして、丹
羽文雄のお話を中心に、谷口桂子さんとの特別対談を行
います。 

 

有料 

事前申込 

一般 
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