
イベント詳細は裏面をご覧ください 

9.15,16 
 
  
 

9月1日（土）～２日（日） 
1日  12:30~18:00 
2日  11:00~17:00 
                         
 

9.1,2 
 
 

 
 

9月15日（土）～16日（日） 
15日  10:00~17:00 
16日  10:00~16:00 
                         
                   

 

座♡みえＯＫＡＭＩフェスタ 

 

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 
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9.8,9 
 

 
 

9月8日（土）～9日（日） 
8日  10:00~17:00 
9日  10:00~15:00 
 

 

松阪市ふるさと納税感謝祭 

 

第23回鈴鹿墨展 

～鈴鹿墨で遊ぶ作家展～ 

 

9.17 
 
 

9月17日（月・祝） 
第一部 14:00~15:00 
第二部 16:00~17:00 
 
           

             

 

 
 

第10回みえフェス 

 



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 

松阪市ふるさと納税感謝祭 
TEL:0598-53-4129 
E-mail: brand.div@city.matsusaka.mie.jp 
主催：松阪市（産業文化部 地域ブランド課） 

松阪市ふるさと納税の返礼品の魅力を、もっともっと知っ
ていただきたい!! 
 そんな思いで今年も「松阪ふるさと納税感謝祭」を開催
します。松阪牛をはじめ、松阪豚あり、地酒あり、他にも
スイーツ、深蒸し煎茶など、松阪の美味しさを存分にご堪
能ください！ 

無料 

申込不要 

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 

9月8日（土） 
～ 9月9日（日） 

  8日  10:00~17:00 
  9日  10:00~15:00 

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 

9月1日（土） 
～9月2日（日) 
1日  12:30~18:00 
2日  11:00~17:00 

つながりをつくり、三重の魅力を表現するおかみ（ＯＫＡ
ＭＩ）たちの集まり。つながりを大切にし、キラキラとし
た瞳に夢を・・・女性ならではのアイディアを県外に異業
種連携でどのように表現できるかのチャレンジです。ヒト
・モノ・コトをどのように表現できるか。地域産品を女性
からの視点を加えたことで、女性をはじめ、これまでとは
違った層に三重の産品の良さを感じてもらえたら・・・そ
して、ファンになってもらいたい！ 
今回はまず「伊勢の魅力」をテーマにお届けします。 

入場無料 

試飲等:500円 

真珠材料費 

:1,500円 

申込不要 

一般 

座♡みえＯＫＡＭＩフェスタ 
TEL:0599-69-3489 
E-mail:mieokami2018@gmail.com 
主催：座・みえＯＫＡＭＩフェスタ実行委員会 

9月10日（月） 
14:00~16:30 
（開場  13:30） 

「みえライフイノベーション総合特区」の取組の一つとし
て、三重大学医学部附属病院では、県内９医療機関が保有
する患者の医療情報を統合するデータベースを構築しまし
た。今後、企業等と連携し、医療分野の研究開発ニーズに
柔軟に応えていくため、より多くの企業の皆様に、本デー
タベースへの理解を深めていただきたく、その内容を紹介
するセミナーと個別相談会を開催します。 

無料 

事前申込 

製薬企業、医療

機器メーカー等 

みえライフイノベーション総合特区セミナー 
「三重県内医療情報データベースの 
利活用に向けて」 
TEL: 059-224-3351 
E-mail: life@pref.mie.jp 
主催：三重県医療保健部ライフイノベーション課 

9月12日（水） 
12:10～12:50 

「昼活ランチ交流イベント」 
～おいしい土鍋ごはんを囲んで！～ 夏編 
TEL:03-5542-1035 
E-mail:eigyo@pref.mie.jp   
主催：三重テラス 

日本橋ワーカーの交流を目的に、ランチタイムに気軽にご
参加いただけるイベントです。 
三重県から直送された厳選食材「熊野地鶏」と「新姫」を
使った“一汁一菜”ランチをご提供します。 
また、当日は三重県から生産者も参加（予定）、同僚に思
わず話したくなる食材についてのお話もお楽しみいただけ
ます。 
慌ただしい平日にホッと一息つける美味しさを味わいにお
越しください。 

1,000円 

（全2回） 

 

一般 

9月11日（火） 
19:00～21:00 

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

「-大自然が教えてくれること- 海・山・川の命と共に生
きる術」をテーマに、松阪市飯南町在住の猟師・杉山充宏
さんに、山の暮らしについてお話しいただきます。 

無料 

事前申込 

一般 

    9月22日（土） 
  ~9月30日（日） 

イベントにより 
開催時間は異なります。 

三重テラス5周年イベント 
TEL:03-5542-1035 
E-mail:eigyo@pref.mie.jp   
主催：三重テラス 

9月28日に5周年を迎える三重テラス。三重テラスでは、
皆様への日頃の感謝の気持ちを込めた「おかげさま祭」
を開催します。 

 

一部有料 

一部事前申込 

一般 

 

SEPT. 

9月15日（土） 
～9月16日（日） 
15日  10:00~17:00 
16日  10:00~16:00 

第23回鈴鹿墨展 
～鈴鹿墨で遊ぶ作家展～ 
TEL:059-388-4053 
E-mail:suzukazumi@major.ocn.ne.jp 
主催：鈴鹿製墨協同組合 

9月17日（月・祝） 
第一部 14:00~15:00 
第二部 16:00~17:00 

第10回みえフェス 
E-mail:mie-fes@mie-uiturn.jp 
主催：みえフェス実行委員会 
後援：みえパトロンクラブ  

経済産業大臣指定伝統的工芸品である「鈴鹿墨」。その良
さと魅力を実感してみませんか。鈴鹿墨を使用した書や
絵、染め物などの作品展示や、オリジナル墨製造体験な
ど、普段は墨に馴染みのない方々も楽しく参加いただける
イベントです。ぜひご来場ください。 

無料 
申込不要 
一般 

9月15日（旧敬老の日）は、「ひじきを食べて健康に長
生きしよう」という考え方から「ひじきの日」とされて
います。 
今回は、三重県にゆかりのある老若男女に、伊勢ひじき
を発見しそして体験してもらうべくみえフェス「ひじき
の日スペシャル」を開催します。 
みえフェス10回記念として特別版でお送りします。今回
が初めてという方もぜひ、お誘いあわせの上ご参加くだ
さい。  

無料 
事前申込 
一般  

9月29日（土） 
第1部 開場 12:30 
           開演 13:00 
第2部 開場 16:30 
           開演 17:00 

日本橋・三重テラス寄席  
「桂文我 三重に因んだ落語会」 
TEL:090-1414-9883 
主催：桂 文我事務局 

上方落語家・桂文我（松阪市出身、みえの国観光大使）
の日本橋・三重テラス寄席を開催します。 
第1部は松阪の山室山の妙楽寺を舞台にした『血天井』
のお話。特別ゲストには、松阪もめん手織りセンター理
事・坂梨律子さんを迎え、松阪もめんにまつわる対談も
行います。 
第2部のお伊勢参り「東の旅」シリーズは、初瀬街道か
ら伊勢本街道のお話です。 

2,000円 
事前申込 
定員 50名 

一般 
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