
イベント詳細は裏面をご覧ください
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伊勢型紙２０１９東京展
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10月12日（土）13:00~15:00 17:00~19:00
10月13日（日）11:00~13:00

熊野古道伊勢路 世界遺産登録15周年

紀北町Café 2019

ゴスペルで繋げよう三重×東京！

10.31

10月31日（木）10:00~16:00

メナード青山リゾート

ハーブガーデンのポプリの

瓶詰め体験

最新情報は
こちらから



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

中央区民カレッジ
～日本の文化聖地・三重の“宝”～伊勢神宮
TEL:03-3546-5524 
主催：中央区区民部文化・生涯学習課生涯学習係

紀伊半島の東に位置する三重県。みなさんはどのようなイメージをお持ちで
すか？忍者、海女、熊野古道、松阪牛・伊賀牛、伊勢えび、あおさ、伊勢う
どん…。この講座は、「三重の「いいとこ」ぜんぶ日本橋へ。」をテーマに
日本橋室町で情報発信を行っている三重テラスとの連携講座です。海、山、
川の美しい自然の中で、農業や林業、漁業が盛んに行われている三重県の歴
史や文化、伝統など、たくさんの魅力を学びましょう。今回の連携講座では
「伊勢神宮」をテーマにお届けします。

10月9日（水）
10月23日（水）

14:00~15:30

受付終了

10月20日（日）
18:00~19:30
（開場17:40）

10月5日（土）
10月6日（日）
5日 10:00~18:00
6日 10:00~17:00

伊勢型紙は、小紋や友禅、浴衣など、着物の文様を染める道具として、千
年以上の歴史を誇る伝統的工芸品（用具）です。今回の東京展では、「体
験」をテーマに、初めての方でも出来る伊勢型紙を使ったお皿やハンカチ
への絵付けなど４つの体験をおこないます。

入場無料
申込不要

(体験は有料
事前申込)

一般

伊勢型紙２０１９東京展
TEL:059-386-0026
E-mail:isekatagami465@yahoo.co.jp 
主催：伊勢形紙協同組合

10月11日（金）
19:00~20:30
（開場18:30）

令和元年５月１日、第126代の天皇陛下が御即位になられました。202年ぶ
りの譲位による皇位継承は、国民の慶祝のもとに行われ、令和という新しい
時代がスタートし、皇位継承儀礼にも国民の注目が集まっています。このよ
うな時だからこそ、『古事記』『日本書紀』に記された日本の神話を改めて
読み直し、天皇の位とはどのようにして始まったと伝えられているのか。ど
うして神宮が伊勢の地に鎮座することになったのか。そして、皇位継承儀礼
最大の重儀である大嘗祭における、伊勢の神宮との関係を神道学の立場から
解説し、理解を深めたいと思います。

NIPPONの原点を学ぶ三重の魅力発信セミナー
「皇位継承と伊勢神宮」
TEL:059-233-1151
FAX:059-233-1155
E-mail:manabi-kouza@center-mie.or.jp
主催：公益財団法人三重県文化振興事業団（三重県生涯

学習センター）、皇學館大学

10月26日（土）
10月27日（日）

11:00~16:00
※入場は終了の30分前まで

おかげさま祭 第２弾 秋の収穫感謝祭
TEL:03-5542-1035
E-mail:eigyo@pref.mie.lg.jp
主催：三重テラス

調整中実りの秋、三重の恵みを三重テラスでゆったりとお楽しみになりませ
んか。26日（土）は、多度雅楽会（桑名市）による雅楽演奏、27日（日）
は、三重テラスショップに並んでいる厳選されたアイテムの試飲試食体験を
行います。

無料

申込不要

一般

10月12日（土）
10月13日（日）
12日 13:00~15:00

17:00~19:00
13日 11:00~13:00

熊野古道伊勢路 世界遺産登録15周年
紀北町Café 2019
TEL:0597-46-3112
E-mail:zaisei@town.mie-kihoku.lg.jp
主催：紀北町

世界遺産登録15周年を迎えた熊野古道をはじめ観光や特産品、移住、ふるさ
と納税についてのミニセミナーを開催します。コーヒーなどの飲み物の他、
ふるさと納税返礼品として人気の特産品をビュッフェ形式でご提供させてい
ただきますので、リラックスした雰囲気でお楽しみください。セミナー終了
後には、特産品が当たる豪華抽選会も開催します！また、事前に来場申込を
いただいた方限定で紀北町の記念品をプレゼントいたします。

松阪経営文化セミナー
「松浦武四郎セミナー in 三重テラス」
～幕末・維新の日本を歩き尽くした旅の達人～
TEL:0598-53-4196
FAX:0598-22-0003
E-mail:goushou@city.matsusaka.mie.jp
主催：松阪市役所 産業文化部 観光交流課

幕末から明治維新という激動の時代を生き、日本各地を巡り歩いたほか、蝦
夷地（北海道）を6回にわたって探査し、膨大な記録と詳細な地図を残した
松浦武四郎。今年7月には「嵐」の松本潤さんが武四郎役を務める歴史ドラ
マがＮＨＫで全国放送されました。アイヌ民族の良き理解者としてそのヒュ
ーマニズムが注目される中、吉田松陰や西郷隆盛などの志士とも交流した武
四郎の旅に生きた生涯をご紹介します！何が武四郎を旅に駆り立てたのか？
蝦夷地へ向かった理由は？武四郎の思い、背景にも迫るセミナーです。

OCT.

10月20日（日）
開場 13:00

上映開始 13:30
（上映時間90分）

第3回四日市☆映画祭 プレイベント
TEL:0593-37-8007
E-mail:filmfest.yokkaichi@gmail.com
主催：四日市☆映画祭実行委員会

四日市映画祭をきっかけに集まった三重在住のスタッフキャストで制作した
尾鷲市須賀利町が舞台の映画「スガリノカナリヤ」他を上映します。

無料
申込不要
一般

10月18日（金）
10月19日（土）
18日 13:00~16:00

18:30~19:30
19日 10:00~16:00

第66回つデイ
国宝 専修寺 御影堂・如来堂と津軽三味線ナイト
TEL: 03-6672-6868
Ｅ-mail:03-6672-6868@city.tsu.lg.jp
主催：津市

県内初の国宝建造物となった津市一身田町に所在する真宗高田派の本山寺院
である専修寺（せんじゅじ）の御影堂と如来堂をＰＲ。専修寺広報による解
説や拓本体験、津市の物産の試食、試飲などを行います。また、１８日の夜
には津市出身の津軽三味線奏者「駒田早代」さんの津軽三味線ライブも行い
ます。

無料

申込不要

一般

10月29日（火）
10:00~16:00

出張 阪急たびコト塾 お伊勢参りのトリビア
TEL:0596-52-7138
主催：明和町（斎宮跡・文化観光課）、(株)阪急交通社

一生に一度はお伊勢参り…今回は(株)阪急交通社と三重県明和町のコラボ企
画！「阪急たびコト塾」を東京日本橋で行います！お伊勢参りについてのト
リビアをはじめ、三重県明和町ならではの特産品を販売いたします！三重県
の魅力を東京で感じてみてはいかがでしょうか？

10月30日（水）
15:00~17:00

松阪地域産業交流セミナーin東京
TEL:0598-53-4366
FAX:0598-22-0003
E-mail:kig.sec@city.matsusaka.mie.jp
主催：三重県地域経済牽引事業促進協議会松阪地域部会

松阪地域の産業を皆様に知っていただく機会として、株式会社産業タイムズ
社セミナー講師による講演と松阪地域の魅力紹介、また松阪地域（松阪市、
多気町、明和町、大台町、大紀町）の特産品を使ったおもてなしとしてお茶
会を開催します。

無料

事前申込

一般

10月22日（火・祝）
13:00~18:00

「ことほぐ」
～特別セミナー「伊勢神宮と皇室」・「即位礼正殿
の儀」「祝賀御列の儀」パブリックビューイング～
TEL:03-5542-1035
E-mail:eigyo@pref.mie.lg.jp
主催：三重テラス

10月22日は、国民こぞって御即位に祝意を示すための国民の祝日です。三重
テラス2階の大画面で「即位礼正殿の儀」「祝賀御列の儀」をご覧いただく
とともに、取材や執筆を通じて伊勢神宮に造詣の深い千種清美さんをお招き
し、伊勢神宮と皇室」についてお話しいただきます。

無料
事前申込
定員50人
一般

10月31日（木）
10:00~16:00

メナード青山リゾート
ハーブガーデンのポプリの瓶詰め体験
TEL:0595-54-1561
主催：メナード青山リゾート

伊賀市のメナード青山リゾートは、10月31日(木)、東京・日本橋のアンテ
ナショップ「三重テラス」で無料の体験教室を開催します。メナード青山リ
ゾート内のハーブガーデンのハーブや花をポプリにしたものを使用し、瓶に
詰めてお持ち帰りいただきます。また、瓶の中にエンセンシャルオイアレを
垂らし、お好みの香りをお楽しみいただけます。短い時間で体験いただけま
すので、ぜひお越しください。

無料

申込不要

一般

10月14日（月・祝）
14:00~17:00

（13:30受付開始）

第14回みえフェス 「三重を”語る”
～みえフェス参加者の実態に迫る！～」
E-mail:miefes.main@gmail.com
主催：みえフェス実行委員会

今回のみえフェスでは、いつもみえフェスに参加されている方にフォーカス
を当て、東京に居ながら三重に想いを持って実際に活動されている方々にお
話をいただきます。それを踏まえ、参加者それぞれが何を思ったのかまた、
自分たちが未来の三重のためにできることは何かを考えるワークショップや
意見交換を行います。その後、懇親会を行い親睦を深めたいと思います！

学生500円
社会人1,000円

事前申込
一般

10月25日（金）
18:30~20:00

ゴスペルで繋げよう三重×東京！
主催：サニーサイドゴスペルクラブ

10年前に三重県でスタートしたサニーサイドゴスペルクラブ三重。現在は
全国で活動の輪を広げ、総メンバー1500名となりました。三重を運営する
の小西生峰は、三重在住で新宿・町田にてサニーサイドゴスペルクラブを運
営。ゴスペルという音楽で三重と東京をつなぎ、時には同じステージで、時
にはそれぞれの地域で、メンバー同士しっかりと声を合わせ、思いを込めて
歌っています。ゴスペル音楽の魅力をたっぷりとお届けします。

無料

申込不要

一般

10月24日（木）
19:00~20:30

おとな☆真珠学校
TEL:03-5542-1035
E-mail:eigyo@pref.mie.lg.jp
主催：里海泊事業推進協議会、三重テラス

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まで、
わかりやすくお話しします。まだ、フォーマルに留まらない真珠のコーディ
ネート術など、真珠シニアアドバイザーがその魅力を存分にお伝えします。
（今回は真珠の取り出し体験はご用意しておりません。ご了承ください。）

無料
事前申込
定員36名
一般

受付終了

受付終了

受付終了

受付終了

http://www.mieterrace.jp

