9月23日（土・祝）
タレント／志摩市出身

広海深海さんが1日店長で登場 ! !

“おかげさま祭” 第2弾！！

４周年記念

10：00～
ショップ店頭で先着300名様に

感謝祭

「三重県産品プレゼント！」
11：00～12：00

「トークライブ」※事前申込制

2017.9.22（金） – 10.1（日）
at.

２階イベントスペース
（一部、1階ショップ、レストラン）

お伊勢さん菓子博2017ありがとう！

“赤福餅”の特別販売
9月22日（金）～9月24日（日）

東京都中央区日本橋室町2-4-1 YUITO ANNEX
TEL 03－5542－1035

荻野 恵理さん

真珠WEEK
9月23日（土・祝）～9月29日（金）
＜一部、事前申込制＞

COOL MIE
スペシャルトークライブ
&
伊勢えび漁解禁！
「三重から世界へ！」
～東京オリ・パラに向けて～

10月1日（日）
＜事前申込制＞

三國 清三さん

前川 楓さん

青木 弘武さん

伊勢うどん祭り
9月25日（月）～28日（木）

COOL MIE Party
三重の応援団のつどい
9月28日（木）
＜事前申込制＞

森 守さん

音楽LIVE & BAR
～日本橋 JAZZの夕べ～

9月30日（土）
＜事前申込制＞
開催時間、申込方法等の詳細は次頁へ

三重テラスはおかげさまで9月28日にオープン４周年を迎えます。
平成25年のオープン以来、伊勢神宮のご遷宮、熊野古道世界遺産登録10周年、伊勢志摩サミット、
お伊勢さん菓子博など、三重県が全国的な注目を集める中、 8月5日には来館者数250万人を達成！
「三重テラス」を支えて頂いている皆様へおかげさまの気持ちを込めて、三重の魅力満載の
「4周年記念感謝祭」を開催します。皆様お誘い合わせのうえ、三重テラスへ是非お越しください！

●イベント内容
（１）お伊勢さん菓子博2017ありがとう！企画「“赤福餅”の特別販売」
日時：9月22日（金）～9月24日（日）10時00分～20時00分
場所：1階ショップ
内容：赤福餅8個入（760円）、12個入（1,100円）を販売します。
※数量限定につき、無くなり次第終了します。
※交通事情等の都合により、商品の入荷が遅れる場合があります。

（２）「三重テラス１日店長」 【一部、事前申込制】
日時：9月23日（土・祝）10時00分～12時00分
ゲスト：広海深海さん（タレント／志摩市出身）
内容：A．先着300名様に三重県産品プレゼント
時間：10時00分～
場所：1階ショップ店頭
※前日、早朝からの行列は近隣施設にご迷惑をお掛けしますのでご遠慮ください。
B．トークライブ 【事前申込制】
時間：11時00分～12時00分（受付10時30分より）
内容：三重県志摩市で生まれ、タレントをはじめ、SNSマーケティングやスタイリストなど多方面で活躍され
ている中、志摩をはじめとする三重県の魅力、今後の目標等について、存分に語っていただきます。
ナビゲーター：生駒 芳子さん（ファッションジャーナリスト）
定員：50名（先着順） 参加費：無料

（３）「真珠WEEK」【一部、事前申込制】
日時：9月23日（土・祝）〜29日（金） ※イベントにより開催日時は異なります。
内容：A．「子ども☆真珠学校」【事前申込制】
日時：9月23日（土・祝）、24日（日） 両日とも14時00分～15時00分（受付13時30分より）
内容：真珠の歴史、真珠ができるまでを分かりやすくお話しする「はじめての真珠講座」と大人気の「真珠
取り出し体験」のセット講座です。希望される方は、取り出した真珠に穴をあけて、オリジナルアクセ
サリーに加工することができます。（金具代は有料）
対象：高校生以下
※小学生以下のお子様は保護者が同伴してください。
参加費：500円 ※保護者の参加費は不要です。 定員：各日20人（先着順）
B．「真珠の目利き講座」
日時：9月23日（土・祝）、24日（日） 両日とも15時30分〜17時00分（随時） ※1回15分程度
内容：一目で分かる！良い真珠の選び方のポイントを伝授します。
C. 「おとな☆真珠学校」【事前申込制】
日時：9月27日（水）19時00分～20時30分（受付18時30分より）
内容：真珠の歴史、真珠ができるまでを分かりやすくお話しする「はじめての真珠講座」と大人気の「真珠
取り出し体験」のセット講座です。希望される方は、取り出した真珠に穴をあけて、オリジナルアクセ
サリーに加工することができます。（金具代は有料）
参加費：500円 定員：20人（先着順）
※A～Cの講師（共通）：渥美 貴史（三重県東京事務所／博士（学術）／真珠検定シニアアドバイザー）
D．「リセットヨガ〜真珠貝のポーズとともに〜＋美しくなる真珠講座」【事前申込制】
日時：9月29日（金） 【昼の部】14時00分〜15時30分（受付13時30分より）
【夜の部】19時00分～20時30分（受付18時30分より）
※昼の部、夜の部ともに、ヨガ（50分）＋講座（30分）です。
講師：荻野 恵理さん（yoga・SUPYOGA講師／振付師／俳優）
渥美 貴史（三重県東京事務所／博士（学術）／真珠検定シニアアドバイザー）
内容：ヨガの「真珠貝のポーズ」は2枚の貝をぴたりと閉じて外界を遮断し、自分の内面に目を向ける
神秘のポーズ。既にある内なる美に気付きましょう。ヨガでリラックスした後には「美しくなる真珠
講座」で講師の話を聞きながらの交流タイムがあります。
参加費：1,500円（ドリンクと三重のお菓子付き） 定員：各回20人（先着順）
持ち物：動きやすい服装 ※会場内に着替えスペースがあります。
E．「真珠の展示」及び「真珠の製品ができるまでの映像上映」
F．「真珠の特別販売」
1階ショップにて、国産シェア第1位を誇る伊勢志摩産のベビーパールのほか、選りすぐりの真珠製品を
9月24日（日）～26日（火）限定で対面販売を予定しています。

（４）「伊勢うどん祭り」
日時：9月25日（月）～28日（木）14時00分〜16時00分
内容：1階ショップで取り扱っている「伊勢うどん」等の試食をお楽しみいただけます。
※数量限定につき、無くなり次第終了します。

（５）「COOL MIE Party三重の応援団のつどい」 【事前申込制】
日時：9月28日（木）19時00分～20時30分（受付18時30分より）
内容：「三重の応援団」の方々の交流を目的に立食形式で行います。
対象：三重の応援団及び当日に応援団登録をして頂ける方々
定員：50名（先着順）
参加費：3,000円（1ドリンク付き）
※「三重の応援団」とは？
・口コミやSNSなどによる三重の魅力の情報発信
・三重県が首都圏または関西圏で開催するイベントへの参加
・「三重テラス」の利用
など、三重の魅力発信にご協力いただける方々の集まりです。
※ 「三重の応援団」へのお申込先はこちら
https://www.shinsei.pref.mie.lg.jp/uketsuke2/dform.do?id=1373423941942

（６）「音楽LIVE ＆ BAR ～日本橋 JAZZの夕べ～」 【事前申込制】
日時：9月30日（土）19時00分～20時30分（受付18時30分より）
出演者：森 守さん（サックス奏者）、青木 弘武さん（ジャズピアニスト）
内容：伊勢市出身のサックス奏者、森 守さん。ジャズピアニストの青木 弘武さんを率いて、日本橋のムーディーな夜を
奏でます。秋の夜長にゆったりとした気分で音楽をお楽しみください。
定員：30名（先着順）
参加費：1,000円（1ドリンクと三重のおつまみ付き）

（７）「COOL MIE スペシャルトークライブ」＆「伊勢えび漁解禁！」 【事前申込制】
日時：10月1日（日）14時00分～15時00分（受付13時30分より）
ゲスト：三國 清三さん（オテル・ドゥ・ミクニ オーナーシェフ／みえの食国際大使）
前川 楓さん（陸上競技選手／パラ陸上世界選手権2017走り幅跳び銀メダリスト／津市出身）
ナビゲーター：鈴木 英敬（三重県知事）
司会：大西 敬子さん（タレント／伊勢市出身）
テーマ：「三重から世界へ！」 〜東京オリ・パラに向けて〜
内容：三國さんには三重の食の魅力や東京オリパラを契機とした世界への発信の可能性等について、前川さんに
は三重県で生まれ、陸上競技選手になるまでの道のり、競技大会での経験、東京パラリンピック出場に向け
ての想い等についてお話いただきます。
また、10月1日の伊勢えび漁解禁を記念して、伊勢えび料理の試食をふるまいます。
※「伊勢えび漁解禁！」にはメディア向けイベントも含まれます。
定員：25名程度（先着順）
参加費：無料

（８）その他
・レストランでは、4周年記念プリフィックスコースやサミットで提供された日本酒の飲み比べセット、蓮台寺柿等の旬の
フルーツを使ったドルチェを提供します。また、伊勢えび漁解禁に合わせて伊勢えび料理のフェアを開催します。
・ショップでは、4周年記念福袋や活きた伊勢えび、名張ぶどう、極早生みかん等を数量・期間限定で特別販売します。

●申込方法、申込・問合せ先
【事前申込制】のイベントについては、下記によりお申し込みください。
＜申込方法＞ 申込書に必要事項をご記入のうえ、FAXまたは三重テラス事務局へご持参いただくか、
メールで件名にイベント名、本文に必要事項（①参加者氏名、②会社・団体名（学校名）、
③電話番号、④メールアドレス）を明記してください。
※「子ども真珠学校」は、①～④に加えて、⑤参加者の年齢、⑥保護者氏名の記載も
お願いします。
＜申込締切＞ 9月19日（火）17時
＜申込・問合せ先＞ 三重テラス事務局（中央区日本橋室町2-4-1 YUITO ANNEX 電話 03-5542-1035）

FAX 03-5542-1034 ／ E-mail eigyo@pref.mie.jp

＞＞＞三重テラス事務局 FAX 03-5542-1034
●申込書
※参加されるイベントの□にチェックしてください。

□ 「三重テラス一日店長 トークライブ」 9月23日（土・祝） ゲスト：広海深海さん
□ 「子ども☆真珠学校」 9月23日（土・祝） 講師：渥美 貴史
□ 「子ども☆真珠学校」 9月24日（日） 講師：渥美 貴史
□ 「おとな☆真珠学校」 9月27日（水） 講師：渥美 貴史
□ 「COOL MIE Party 三重の応援団のつどい」 9月28日（木）
□ 「リセットヨガ」 9月29日（金） 【昼の部】14時00分～15時30分 講師：荻野 恵理さん、渥美 貴史
□ 「リセットヨガ」 9月29日（金） 【夜の部】19時00分～20時30分 講師：荻野 恵理さん、渥美 貴史
□ 「音楽LIVE & BAR 」 9月30日（土） 出演者：森 守さん、青木 弘武さん

□ 「COOL MIE スペシャルトークライブ」＆「伊勢えび解禁！」 10月1日（日）
ゲスト：三國 清三さん、前川 楓さん ナビゲーター：鈴木 英敬三重県知事
参加者氏名

会社・団体名（学校名）

電話番号（当日の連絡先）

メールアドレス

※「子ども☆真珠学校」にお申し込みの方は、以下にもご記入ください。
参加者の年齢

保護者氏名

歳
※ご記入いただいた個人情報は、当イベントの運営及び三重テラスイベントのご案内に利用します。

●会場MAP

東京都中央区日本橋室町2-4-1 YUITO ANNEX
TEL 03－5542－1035
※東京メトロ銀座線・半蔵門線「三越前」駅地下直結
※JR総武線「新日本橋」駅地下直結

