
イベント詳細は裏面をご覧ください

2月2日（日）13:00～15:00 

2月8日（土）14:00~17:00（開場 13:30）

Meet Mie Café Vol.9
地域の魅力を仕事にしよう
観光業で生きる！
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2.5,19

2月5日（水）2月19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！〜

第16回みえフェス
「三重と”五輪る”
〜外国人にアピールする〜」

2.22,23

2月22日（土）10:00~16:00
2月23日（日）10:00~15:00

伊勢志摩 真珠職人物語
〜世界を魅了したものづくりの心〜

2.8

2.2

最新情報は
こちらから

中止します



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

みえクリエイティブ・ラボ in Tokyo #３
TEL：03-5542-1035  
E-mail：eigyo@pref.mie.lg.jp 
主催：三重テラス

三重県桑名市の地場産業「くわな鋳物」が抱える課題の解決に向けて、クリエ
イティブ人材との意見交換を行います。
※首都圏でクリエイティブな活動をされている三重の応援団の方々を対象にし
たイベントです。

無料
事前申込
一般

2月4日（水）
19:00~21:00

2月3日（月）
調整中

調整中 調整中

2月5日（水）
2月19日（水）

12:10~12:50

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を使った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
の魅力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。
※2回セットのイベントとなります。参加費は初回にお支払いください
※いずれか 1 回の参加の場合も参加費は 1,000 円となります 。

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

2月9日（日）
PART1 

13:30~15:00
（開場 13:00）

PART2 
16:30~19:00
（開場 16:00）

秘蔵のくに伊賀の魅力キュレーションイベント＃４
土と炎の芸術伊賀焼編
『八代目窯元・料理家福森道歩さんと
真冬に土鍋の宇宙を旅する会』
TEL：070-7465-1736
E-mail：miyatacky@gmail.com 
主催：三重県立上野高等学校同窓有志の会

伊賀の国キュレーションイベント実行委員会

伊賀焼 土楽窯 代表取締役 陶芸家・料理家 福森道歩さんによる、講演と試食会
（PART1）、土鍋ワークショップと土鍋晩餐会（PART2）を行います。両イベ
ント共に伊賀の地酒を提供、お土産付きです。

PART1
2,500円
PART2
8,000円
事前申込
一般

2月11日（火・祝）
12:30~17:00

無料
事前申込

(当日受付可)

一般

2月8日（土）
14:00~17:00
（開場 13:30）

第16回みえフェス
「三重と”五輪る”
〜外国人にアピールする〜」
E-mail：miefes.main@gmail.com
主催：三重フェス実行委員会

我々みえフェスでは、今年7月～9月に控えた東京オリンピック・パラリンピッ
クに際して、日本にやって来た外国人に三重の魅力を伝えるべく何かアクショ
ンを起こそうと目論んでいます。そこで、今回のイベントでは皆さんに【オリ
パラを機に日本にやって来た外国人に三重の魅力を伝える】ことを目的に、7月
~9月開催予定のみえフェスの企画提案をしていただこうと思います！
実際に、あなたのアイデアが形になるかもしれません！一生に一度の自国開催
のオリパラ。あなたも「三重」を旗印に熱狂を作る一員となりませんか？

学生 500円
社会人 1,000円

事前申込
一般

2月6日（木）
9:30~18:20

井村屋グループ プレミアムセミナー
TEL：059-234-2131
E-mail：saiyou@imuraya.co.jp 
主催：井村屋グループ株式会社

2021年卒学生向け新卒採用会社説明会を実施致します。

無料
事前申込

2021年卒学生

2月14日（金）
2月15日（土）

時間調整中

つディ
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。

調整中

せこ散歩
調整中

みんなで楽しむ熊野の木
“クッブで楽しく木と遊ぼう！”
TEL：03-5286-2494
E-mail：wasedakumano＠gmail.com
主催：野地木材工業株式会社、

早稲田大学高口研究室

三重県熊野市の工場で余る木材に触れて楽しみながら、スウェーデン発祥のス
ポーツ「クッブ」を体験してみませんか？子供から大人まで誰でも楽しめるの
でお子様連れの方も大歓迎です！また、建築学生のアイデアから生まれた商品
「熊野ひのきOAフロア」など、これまでの様々な活動成果もご紹介します。ぜ
ひお越しください！

2月1日（土）
13:30~16:30
（開場 13:00）

気鋭の社会人落語家が、日本橋に集合！「みえ」の笑い×「えど」の粋を、古
典、新作、上方、江戸、さまざまな落語でお楽しみいただけます！休日の昼下
がり、お気軽にお立ち寄りください！

みえど落語会
TEL：090-1236-9412
E-mail：mamenovski@gmail.com
主催：たぬき連、寝床の会

無料
申込不要
一般

2月2日（日）
13:00~15:00  

Meet Mie Café Vol.9
地域の魅力を仕事にしよう
観光業で生きる！
TEL：080-9512-5093
E-mail：mie＠furusatokaiki.net
主催：ええとこやんか三重移住相談センター

「観光地で働く・暮らす」をテーマに移住セミナーを開催します。ゲストは地
域おこし協力隊として、鳥羽市答志島へ移住された五十嵐ちひろさん。移住の
体験談をお話いただくほか、観光客の方に島のありのままの生活を体験しても
らう「島の旅社」の活動についてもお話を伺います。
また、県内自治体のPRや移住相談のできる交流会を行います。三重県への移住
に興味のある方は、ぜひお気軽にお越しください。

無料

事前申込

一般

FEB.

2月16日（日）
14:00~17:15

（開場 13:30~）

学生 無料
社会人

1,000円
事前申込
一般

世界的なビールコンペで多数の賞を受賞する伊勢角屋麦酒さんや、研究開発型
の農業を実践する浅井農園さん、伊勢神宮の門前で最先端のテクノロジーを活
用するゑびやさんなど、ユニークな地域プレイヤーが続々と登場する三重県の
トレンドを掴んで首都圏からもできることを考えるイベントを企画しました。
講師として三重大学副学長で地域イノベーション学研究科教授も勤められる西
村訓弘（にしむら・のりひろ）さんをお招きします。
ぜひ自分を活かす場としての三重県の可能性について一緒に考えましょう！

2月17日（月）
2月18日（火）

9:30~17:00

三十三フィナンシャルグループ
インターンシップ
TEL：059-354-7181
E-mail：jinji@miebank.co.jp
主催：三十三フィナンシャルグループ

（三重銀行・第三銀行）

三十三フィナンシャルグループは「人」を大切にしています。銀行員の枠にと
らわれず、行員一人ひとりが個性を活かし活躍しています。みなさんが想像す
る銀行員と私たちは少し違うかもしれません。ぜひ、インターンシップに参加
し、はみでた銀行員の雰囲気を直接感じてみてください！
※インターンシップのエントリーはマイナビ2021よりお願いします。

無料

事前申込

一般

2月29日（土）
10:00~18:00

玉城町ふるさと納税感謝祭
TEL：0596-58-8204
E-mail：t-make@town.tamaki.lg.jp
主催：玉城町役場産業振興課

玉城町にふるさと納税された方を対象に、玉城町の魅力ＰＲ、特産品
などの展示、ふるまいなどを行います。

関係者

2月22日（土）
2月23日（日）
22日 10:00~16:00
23日 10:00~15:00

伊勢志摩 真珠職人物語
〜世界を魅了したものづくりの心〜
TEL:0596-28-4140主催：三重県真珠養殖連絡協議会
後援：三重県、志摩市、三重県立水産高等学校、

志摩市観光協会

入場無料
アクセサリー作り

1,000円

申込不要
一般

豊かな海と貝がつくり出す海の宝石 “真珠”。真珠養殖発祥の地 “伊勢志摩” で真
珠を養殖する職人達が真珠の魅力をお伝えします。真珠に直接ふれ、楽しんで
いただける展示や体験が満載です。
真珠アクセサリー作り（有料）や景品が当たる真珠量り体験、あこや貝の貝柱
の試食もあります。ぜひ、ご来場ください。

受付終了

第3回 U35みえ Next Action Meeting
-まだ東京で消耗してるの？
自分を活かす場としての三重県の可能性-
TEL：090-8738-7588(小山)、080-5206-2310(田村)
E-mail：u.35.mie@gmail.com
主催：U35 みえチーム

関係者2月4日（水）
13:00~16:00

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。

2月24日（月・振）
11:00~16:00

三重とこわか国体・三重とこわか大会
開催600日前イベント
TEL：059-224-2908
主催：三重県国体・全国障害者スポーツ大会局

2021年に三重県で開催する三重とこわか国体（第76回国民体育大会）・三重
とこわか大会（第21回全国障害者スポーツ大会）の開催600日前を記念して、
オリンピックメダリストと三重県知事 鈴木英敬によるトークショー、「ボッチ
ャ」や「手裏剣打スポーツ」の体験などを行います。是非ご参加ください！

調整中

2/22～23中止

http://www.mieterrace.jp

