
イベント詳細は裏面をご覧ください

12.3

12月3日（月）19:00~20:30

12月15日（土）13:00～16:00

江戸小紋と伊勢型紙
～日本橋と三重を結ぶ職人の美意識～

12
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I S S U E

12.8,9

12月8日（土）13:00～17:00
12月9日（日）10:00～15:00

伊勢志摩 志摩たび

三重大学伊賀連携フィールド特別講座

「忍者・忍術学講座 in Tokyo
～忍者発祥の地・伊賀から～」

12.17

12月17日（月）
第１回 13:30~ 第２回 16:00~ 第３回 18:30~

ローソクの老舗カメヤマ×
日本キャンドル協会人気キャンドル講師による

【クリスマスを素敵に過ごす】
キャンドルワークショップ

12.15



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

きのこショコラワークショップ
TEL:059-226-8194
E-mail: sucre@sucre3.net
主催：石井栄津子 （NPO Kinoko Japan）

ホットショコラのあっと驚く飲み比べに始まり、一緒にきのこショ
コラを作ります。きのこマカロン＆コーヒーと共にきのこの栄養や
チョコレートの知識の講義もあり、美味しくてきのこが気になって
しまう魅惑のワークショップです。

2000円
事前申込
一般

12月2日（日）
13:00～15:00
受付 12:30～

12月23日（日）
12:00~17:00

試飲入場 16:30まで

12月1日（土）
13:30～17:00  

愛知県・岐阜県・三重県内の９都市（名古屋市・豊橋市・豊田市・
田原市・岐阜市・高山市・下呂市・津市・四日市市）が連携して観
光・移住フェアを開催します。座談会では、移住相談アドバイザー
による移住する際のポイント講座もあり、就職相談アドバイザーに
相談できます。

無料

申込不要

一般

東海地域東京事務所連携移住フェア
東海の魅力を知ろう！
～ゼロから始めるＴターン～
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

12月4日（火）
18:00～21:00

三重県出身旅行会社社員及び旅行商品造成部署の三重県担当者と三
重県内の観光施設や宿泊施設、交通事業者等との交流を通じて、ネ
ットワークを構築し、日常のセールスにつなげていくことを目的と
した交流会を開催します。

関係者

三重県観光人交流会
03-5542-1035
E-mail eigyo@pref.mie.jp 
主催：三重美し会

12月17日（月）
第１回 13:30~
第２回 16:00~
第３回 18:30~

ローソクの老舗カメヤマ×
日本キャンドル協会人気キャンドル講師による
【クリスマスを素敵に過ごす】
キャンドルワークショップ
TEL:03-6873-7850
主催：カメヤマキャンドルハウス

創業91年、亀山市うまれのローソクメーカー【カメヤマ】とキャン
ドルアーティストを輩出する国内最大一般社団法人日本キャンドル
協会人気キャンドル講師 高橋美智子先生のコラボレーションワー
クショップ。クリスマスにぴったりの手づくり卓上用キャンドルで
素敵なクリスマスを過ごしませんか？【お土産（￥1300相当）付】

3000円
事前申込
一般

12月13日（木）
12月14日（金）
13日 18:00～21:00
14日 13:00～20:00

つじ農園 たらふく万博
TEL:059-202-2205
E-mail：info@tarafuku.org
主催：つじ農園

つじ農園のすべてを楽しむ2日間！おなかも心も満たされて未来に
ついて語り合うイベントです。
12/13（木）美味しいお米をジャズ・ソウルミュージックのライブ
と共に味わう「無限めし feat.スガダイロー/cookingsongs」
12/14（金）千年以上続く農村集落の価値向上を図るトークイベン
ト 農村の持続可能性を探る「千年村プロジェクト」

13日 4000円
14日 500円

事前申込
（13日のみ）

一般

クリスマスライブ
TEL 03-5542-1035
E-mail eigyo@pref.mie.jp 
主催：三重テラス

出演:RAMO(松阪市在住)
特別出演:秋山羊子(シンガーソングライター)
RAMOは、自閉症の息子を２人持つ父親（大徳）とその息子（楽
守）との音楽ユニット。これまでの各地でのコンサートから、無関
心の壁を壊すより、窓を開けていくことの方がより多くの方に本当
を感じてもらえると痛感する。知ろうとするより、空っぽの頭で感
じてほしい！

12月26日（水）
12月27日（木）

19:00～21:00

おとな☆真珠学校
TEL:03-5542-1035
E-mail:eigyo@pref.mie.jp
主催：里海泊事業推進協議会、三重テラス
協力：株式会社森パール

有限会社P・J中村インターナショナル

真珠の歴史、養殖生産工程から、その種類、目利きやお手入れの方
法、コーディネート術まで、分かりやすくお伝えする「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もできます。（金具代は有料）

無料
事前申込
一般

12月15日（土）
13:00～16:00

三重大学伊賀連携フィールド特別講座
「忍者・忍術学講座 in Tokyo
～忍者発祥の地・伊賀から～」

TEL:059-231-6991
E-mail：info-hum@ab.mie-u.ac.jp
主催：三重大学伊賀連携フィールド

忍者発祥の地「伊賀」から世界に向けて忍者文化を発信。第１部で
は、近年の研究で、江戸時代に重要性を失ったと考えられていた忍
者が、幕末に活発な情報収集活動をしていたことがわかってきまし
たので、その実態に迫ります。第２部では、伊賀市出身の俳聖 松
尾芭蕉の人生と、紀行文の傑作『おくのほそ道』の旅はどのような
ものであったのかを、「芭蕉忍者説」も意識しながら紹介します。

無料

事前申込

一般

12月16日（日）
10:00～

第10回伊賀流手裏剣打選手権大会
東京予選
TEL:0595-23-0311
E-mail：shurikentaikai@iganinja.jp
主催：一般社団法人伊賀上野観光協会

今回で第10回目を迎える事になった手裏剣打選手権大会。全国7会
場で予選が行われ予選上位者は平成31年3月10日の本選への切符を
手にする事ができます。本選の優勝者には純金の手裏剣が授与され
ます。中学生以上なら誰でも申込可能です。

1000円
事前申込
一般

12月10日（月）
～12月12日（水）
10,11日 10:00～20:00
12日 10:00～18:00

伊勢の神宮写真展
TEL:03-3379-8011
E-mail:info@sarutahikojinja.or.jp
主催：神道青年全国協議会

日本で最も尊い神様をお祀りする「伊勢の神宮」の魅力が詰まった
写真展を開催。四季折々の幻想的な情景を余すことなくご覧いただ
きます。伊勢神宮提供の貴重な写真や、Kankan氏、南川三治郎氏
加藤直人氏といった名だたる写真家の写真を展示します。また、神
宮で今尚行なわれている火おこしの体験や雅楽の衣装着用体験も行
えます。その他イベントが盛りだくさん。来場者には赤福のプレゼ
ントも。是非お越し下さい。

無料

申込不要

一般

12月8日（土）
12月9日（日）
8日 13:00～17:00
9日 10:00～15:00

伊勢志摩 志摩たび
TEL: 0599-44-0005
E-mail：kankoshoko@city.shima.lg.jp
主催：志摩市・志摩市商工会・志摩市観光協会

旅館の大将手ほどき てこね寿司料理教室、志摩カフェ、当たる志
摩のもん抽選会、志摩へ行こう！旅行相談などのイベントを行いま
す。8日は、三重テラスレストランにおいて連動企画「志摩の極上
ディナー女子会」も行います。（要事前予約）

無料
申込不要

※てこね寿司は要申込

一般

DEC
.

12月20日（木）
12月21日（金）

時間調整中

つデイ
TEL:03-6672-6868
E-mail:03-6672-6868@city.tsu.lg.jp
主催：津市

三重県の県庁所在地・津市の歴史、文化、産業、観光情報が盛りだ
くさんのイベント「つデイ」を開催！物産販売や体験コーナーなど
を交え、毎回内容を変えて津市の魅力をお伝えしています。

無料
申込不要
一般

参加申込の受付終了 ※見学は無料（申込不要）

無料
申込不要
一般

12月3日（月）
19:00~20:30

江戸小紋と伊勢型紙
～日本橋と三重を結ぶ職人の美意識～
TEL 03-5542-1035
E-mail eigyo@pref.mie.jp 
主催：三重テラス

日本橋の新旧の名建築が江戸小紋の“光の刺繍”で包まれるイルミネ
ーション『真紅の光街～日本橋～』初開催の関連企画として、江戸
小紋（伊勢型紙）のデザイン監修をした、廣瀬染工場・四代目の染
師・廣瀬雄一さんとファッションジャーナリストの生駒芳子さんに
よるトークライブを開催します。

無料
事前申込
一般

12月18日（火）
13:00~17:00

蕉郷句会（日本橋句会）
TEL :090-7420-8525
主催：蕉郷句会（日本橋句会）

日本橋は松尾芭蕉ゆかりの地です。蕉郷句会は、日本橋・三重テラ
スで他人の投句の良さに学び、自分の投句に対する意見に学び、力
をつける句会です。

関係者

12月22日（土）
14:00~15:30
受付 13:30~

ブリュッセル国際コンクール日本酒部門
「SAKE selection」

受賞記念 試飲・販売会
TEL 03-5542-1035
E-mail eigyo@pref.mie.jp 
主催：三重テラス

今年10月に三重県鳥羽市で開催された日本酒コンクール「SAKE 
selection」にて、受賞した三重県の日本酒の試飲・販売会を行いま
す。

500円
申込不要
一般

http://www.mieterrace.jp

