
イベント詳細は裏面をご覧ください 

10.8～9 
 
  
 

10月4日（水） 12:10～12:50                          
 

10.4 
 
 

 
 

10月8日（日）～9日（月・祝） 12:00～17:30                          
                   

 

昼活ランチ交流イベント 

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 

10 
 OCTOBER 

2017 

I S S U E 

10.5 
 

 
 

10月5日（木） 
 第1部：15:00～16:30 
 第2部：19:00～20:30 

 

伊勢志摩が誇る 

だしと日本酒ペアリングセミナー 

 

新米と土鍋 

 ー三重の旬を味わう 

10.21～22 
 
 

10月21日（土）～22日（日） 時間調整中 
 
           

             

 

  

秋の収穫感謝祭 



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 

伊勢志摩さいこう会講座 第11回 
「東京のお伊勢さま東京大神宮」 
TEL:090-7811-9449 
E-mail:yiida@momo.so-net.ne.jp  
主催：NPO法人 伊勢志摩さいこう会 

東京にいながら伊勢の神宮にお参りできる東京大神宮。神宮と東京
大神宮の関係、歴史的背景などを権宮司をお迎えしお話しいただき
ます。 

会員：500円 

一般：1,000円 

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 

10月2日（月） 
   18:30～20:00 

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 

10月13日（金） 
19:00~20:30 

 
 
 

  10月1日（日） 
     14:00～15:00 

「三重から世界へ！」～東京オリ・パラに向けて～をテーマに、知
事と三國清三さん（オテル・ドゥ・ミクニ オーナーシェフ）、前
川楓さん（陸上競技選手）によるトークライブを開催するほか、
10月1日の伊勢えび漁解禁を記念した、伊勢えび料理のふるまいを
行います。 

受付終了 

三重テラスおかげさま祭 第2弾 
4周年記念感謝祭 
TEL:03-5542-1035 
E-mail:eigyo@pref.mie.jp   
主催：三重テラス 

10月4日（水） 
12:10~12:50 

日本橋ワーカーを主たる対象として、ランチタイムに気軽に交流で
きるイベントを開催します。今年収穫されたばかりの新米「結びの
神」を土鍋の国産シェア第1位の“四日市萬古焼（ばんこやき）”で
炊くつやつやの白ごはんをはじめ、土鍋の魅力を体感していただけ
るお料理をご紹介。土鍋から漂う湯気もまさにご馳走！美味しいで
きたての瞬間を一緒に楽しみませんか？ 

 

500円 

事前申込 

一般 

昼活ランチ交流イベント 
TEL: 03-5542-1035 
E-mail:eigyo@pref.mie.jp    
主催：三重テラス 

10月11日（水） 
10:00～17:00 

フラワーハロウィン IN 三重テラス 
TEL:059-223-1787 
E-mail: jedanse@camel.plala.or.jp  
主催：三重県花商組合連合会 
協賛：花の国づくり三重県協議会 

三重県の花と花屋さんが三重テラスに集合。ハロウィンのプチアレ
ンジ講習会や作品展示のほか、花鉢の即売会も開催します。ぜひ、
ご来場ください。 

500円 

申込不要 

一般 

10月5日（木） 
第1部:15:00～16:30 
第2部:19:00～20:30 

 
 
 

伊勢志摩が誇る だしと日本酒 
ペアリングセミナー 
TEL:03-5542-1033 
E-mail:eigyo@pref.mie.jp 
主催：だしと日本酒実行委員会 

素材の旨味を引き出し、風味を際立たせるだし。日本酒と料理を合
わせる時、だしについての知識は必要不可欠です。だしを知ること
で多様な酒類の中でも、日本酒でしか成立し得ない、繊細なペアリ
ングを体感できるようになります。だしを使ったおつまみと地酒の
ペアリングをお楽しみください。 

3,000円 

事前申込 

一般 

NIPPONの原点を学ぶ 
三重の魅力発信セミナー 
TEL:059-233-1151 
E-mail:manabi-kouza@center-mie.or.jp  
主催：三重県生涯学習センター、皇學館大学 

伊勢松坂の商人の家に生まれた本居宣長が完成した国学は、その体
系性、実証性、さらには人間本質に迫る思索の深さのいずれにおい
ても、当時の西洋諸学に勝るとも劣らぬ世界最高水準の学問体系で
した。この講座では本居宣長の国学の特色を紹介しながら、伊勢商
人の文化風土が生んだ世界的学問の魅力を明らかにします。 

 

無料 

事前申込 

一般 

 

 
    10月14日（土） 
    19:00～20:30 

 
 
 

熊野古道セミナー in 三重テラス 
TEL:059-224-2193 
E-mail:kumanoko@pref.mie.jp   
主催：三重県東紀州振興課 

熊野古道伊勢路に精通した熊野旅の文化企画代表の三石学氏をお
招きし、「世界遺産・熊野古道伊勢路～心をつなぐ道、救いの道
～」をご講演いただきます。ぜひ、ご来場ください。 

 

無料 

事前申込 

一般 

 

 

OCT. 

10月6日（金） 
19:00～20:30 

 
 
 

南伊勢大学in三重テラス 
TEL:0596-77-0002 
E-mail:zuiken400@gmail.com 
主催：南伊勢町 

南伊勢町で生まれた江戸時代の偉人・河村瑞賢の生誕４００年を記
念して、南伊勢大学in三重テラスを開講します。瑞賢の魅力はもと
より、まだまだお伝えしきれていない南伊勢町の魅力やおいしさを
感じてもらうため、町内で実際に生産や体験活動にたずさわってい
る方々が講師となって、現場の生の声をお伝えします。 

無料 

事前申込 

一般 

10月8日（日） 
～10月9日（月・祝） 

12:00～17:30 
 
 
 

新米と土鍋－三重の旬を味わう 
TEL:03-5542-1033 
E-mail: 
主催：株式会社アクアプランネット 

秋の味覚が溢れる季節に三重県から旬が届きます。実は美味しいお
米どころの三重県産の新米を日本一の生産量を誇る四日市萬古焼の
土鍋でほっこり炊き上げます。極早生みかん、蓮台寺柿など旬の農
産物の特別販売も開催します。 

無料 

申込不要 

一般 

    10月21日（土） 
 ～10月22日（日） 
    時間調整中 

 
 
 

秋の収穫感謝祭 
TEL:03-5542-1035 
E-mail:eigyo@pref.mie.jp 
主催：三重テラス 

三重テラス近隣で22日（日）に開催される日本橋・京橋まつりに
あわせて、新米など三重の秋の旬を楽しんでいただく企画等（21
日（土））、秋の雅楽（22日（日））の開催を予定しています。 

 

 

無料 

一部事前申込制 

一般 

 

     10月22日（日） 
    19:00～20:30 

 
 
 

松阪経営文化セミナー 
TEL:0598-53-4196 
E-mail:goushou@city.matsusaka.mie.jp 
主催：松阪市 

５年目を迎えた松阪経営文化セミナー。今年は「松阪ブランド 宣
長スタイル」をテーマに、国学者・本居宣長の持ち得た信念の秘密
を紐解いていきます。今回注目するのは、宣長が持つスタイル、つ
まり美しさと物語性です。ちょっと驚きの１時間半です。 

 

受付終了 

 

 
    10月25日（水） 
 ～10月26日（木） 
    時間調整中 

 
 
 

つデイ 津市・上富良野町友好都市展 
TEL:059-229-3102 
E-mail:229-3252@city.tsu.lg.jp 
主催：津市 

津市、上富良野町の友好都市提携２０周年を記念し、物産展等の
開催を予定しています。 

 

参加費未定 

申込方法未定 

一般 

 

 
    10月28日（土） 
 ～10月29日（日） 
  28日：10:00～19:00 
      29日：10:00～17:00 

 
 
 

みえ南部まるごとふるさとカフェ 
TEL:0596-58-8204 
E-mail:t-make@town.tamaki.lg.jp 
主催：ふるさと納税南部まるごと発信事業実行委員会 

三重県南部地域13市町のふるさと納税の最新情報やお得情報が盛
りだくさんのイベントを開催します。当日は、13市町のふるさと
納税産品の無料試食や会場でふるさと納税をお申込みの方にハズレ
クジ無しの大抽選会を開催します。 

 

関係者 

 

 

    10月31日（火） 
  19:00～:21:00（予定） 

 
 
 

三重の宝トーク 
TEL:03-5542-1035 
E-mail:eigyo@pref.mie.jp   
主催：三重テラス 

三重の魅力をテーマにしたトークと交流会を開催します。 

 

参加費未定 

事前申込 

一般 

 

 

http://www.mieterrace.jp
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