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7月21日（木）10：30～12：30 
 

伊勢と熊野をつなぐ熊野古道伊勢路の魅力 

イベント詳細は裏面をご覧ください 

7月7日（木）18：30～20：00 
 

伊勢志摩サミット乾杯酒で乾杯！ 
三重の酒と肴を楽しむ会 

7.2 
7.3 

 
 
 

7月31日（日）11:00～20:00（レースは11:30～19:30開催） 
 

鈴鹿8時間耐久ロードレースイベント 

7.31 

7月16日（土）10：00～17：00 
7月17日（日）10：00～16：00 

 

HOPEメタルクラフト展 
～いなべに響く鍛金の音～ 

7.16
7.17 

7 
JULY 2016 

I S S U E 

7.21 



サミットだけじゃない！ 
伊勢志摩だけじゃない！ 
南三重夏の観光キャンペーン 
TEL:0598-53-4406（松阪市観光交流課） 
主催：南三重活性化協議会 

7月1日（金） 
時間調整中 

申込不要 

一般 

参加方法／対象者 内 容 イベント／お問い合わせ 日 時 

第33回つデイ 
TEL:03-6672-6868 
E-mail:03-6672-6868＠city.tsu.lg.jp 
主催：津市東京事務所 

6月3日（金） 
10：00～21 ：00 

～ 6月4日（土） 
10：00～18：00  

詳細は決まり次第お知らせします。 

申込不要 

一般 

伊勢志摩サミット写真展＆伊勢志摩観光展 
TEL:03-5542-1035／ E-mail:eigyo@pref.mie.jp 
主催：三重県営業本部担当課 

7月2日（土） 
10：00～17：00 

 
7月3日（日） 
10：00～15：00 

伊勢志摩サミットにおいて各国首脳が訪れた伊勢神宮、サ
ミット会場での一コマや、首脳配偶者の地元民との交流や
食事の様子などの写真を展示します。（※ただし、18日
（土）、24日（金）、25日（土）は別イベント開催のため
休止します。） 

申込不要 

一般 

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:059-231-9194 
E-mail:hum-somu@ab.mie-u.ac.jp 
主催：三重大学人文学部チーム 総務担当 
   伊賀市役所企画振興部総合政策課 

6月18日（土） 
13：00～16：00 

忍者発祥の地「伊賀」から世界に向けて忍者文化を発信。
昨年もご好評いただきました忍者・忍術講座を今年も開
催。 
今回は「芭蕉」に迫ります！ 
あなたも参加して、忍者"Ninja"文化に触れ、「芭蕉忍者
説」を紐解いてみませんか。 
第１部 吉丸雄哉（三重大学人文学部准教授） 
「芭蕉忍者説を斬る！」 
第２部 岡本 聡（中部大学人文学部教授） 
「芭蕉のネットワークと藤堂家」 

事前申込 

一般 

お伊勢さん菓子博２０１７の紹介 
TEL:03-5542-1035／ E-mail:eigyo@pref.mie.jp 
主催：三重県営業本部担当課 

6月19日（日） 
～6月23日（木） 

10：00～20：00 

平成２９年４月２１日（金）から５月１４日（日）に、三
重県伊勢市にある三重県営サンアリーナとその周辺で開催
される第２７回全国菓子大博覧会（通称：お伊勢さん菓子
博２０１７）を紹介するパネルを展示します。 

申込不要 

一般 

鈴鹿8耐を観に行こう！＠三重テラス 
TEL:03-5829-9428 
主催：(株)ボイス・パブリケーション 

6月24日（金） 
18：00～21：00 

来月７月末に三重県・鈴鹿市で開催される「鈴鹿８時間耐
久ロードレース」をＰＲします。 
第１部 上映会（１８時から） 
 鈴鹿８耐の名シーンなどを映像で振り返ります。 
第２部 トークショー（２０時から） 
 青木宣篤さん、ピエール北川さん河西啓介さん 

事前申込 

一般 

熊野古道イベントトーク＆サイン会 
TEL:03-5542-1035／ E-mail:eigyo@pref.mie.jp 
主催：三重県営業本部担当課 

6月25日（土） 
時間調整中 

熊野古道と伊勢の魅力を伝えるトーク＆サイン会を開催し
ます。 

一般 

※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 

JUN. 

伊勢志摩国立公園指定７０周年の紹介 
TEL:03-5542-1035／ E-mail:eigyo@pref.mie.jp 
主催：三重県営業本部担当課 

6月13日（月） 
～6月17日（金） 

10：00～20：00 

伊勢志摩国立公園指定７０周年事業についてご紹介するほ
か、温泉ビューティー研究家・石井宏子さんと、写真家・
中西学さんのお二人が伊勢志摩を巡った旅の写真を展示し
ます。また、6月14日（火）、6月15日（水）の両日１９時
から、石井宏子さんと中西学さんのトークショーを開催し
ます。 

申込不要 

一般 

JUL. 

第34回つデイ 
TEL:03-6672-6868 
E-mail:03-6672-6868＠city.tsu.lg.jp 
主催：津市東京事務所 

サミットだけじゃない！伊勢志摩だけじゃない！松阪市か
ら紀宝町までの10の市町のエリア、「南三重」にもたくさ
んの魅力がいっぱいです。サマーシーズンに向けた南三重
の観光情報の提供や、南三重地域の特産品の試食会など、
盛りだくさんの内容でお届けします。先着で粗品のプレゼ
ントも！ 

申込不要 

一般 

7月6日（水） 
18：30～21：30 

伊勢講座「変容する聖地 伊勢、 
その近世と近代について」 
TEL:090-7811-9449  
E-mail:saikoukai_riji@googlegroups.com  
主催：NPO法人 伊勢志摩さいこう会 

「伊勢神宮および伊勢の街の成り立ち」について、国際日
本文化研究センター海外研究交流室準教授の英国人ジョ
ン・ブリーン氏の講義を開催します。 
また、終了後には懇親会を開催いたします。 
18：30～20：30 伊勢講座 1000円 
20：30～21：30 懇親会 3000円 

7月7日（木） 
18：30～20：00 
（会場18：00） 

伊勢志摩サミット乾杯酒で乾杯！ 
三重の酒と肴を楽しむ会 
TEL：03-6225-2977 
E-mail：info@sakebrewery.com 
主催：酒蔵プレス 
 

写真家の山本まりこ氏に、熊野古道伊勢路の魅力をお話し
いただくセミナーを開催します。また、セミナー終了後に
は熊野古道伊勢路沿線の特産品を試食していただけます。 
講師：山本まりこ氏（写真家） 
テーマ：「熊野古道を歩いています。」 

事前申込 

一般 

7月13日（水） 
19：00～20：30 

熊野古道セミナー 
～伊勢から熊野へ 熊野古道伊勢路の 
魅力について～ 
TEL:059-224-2193   
E-mail:kumanoko@pref.mie.jp   
主催：三重県東紀州振興課 

7月16日（土） 
10：00～17：00 

 
7月17日（日） 
10：00～16：00 

HOPEメタルクラフト展 
～いなべに響く鍛金の音～ 
TEL:0594-74-5840   
E-mail:gci@city.inabe.mie.jp   
主催：いなべ市役所政策課 

鈴鹿山脈の「竜ヶ岳」と「藤原岳」を有するいなべ市は、
都会に程よく近いにも関わらず豊かな自然に恵まれてお
り、その環境を求める移住者が増えつつあります。田舎暮
らしを楽しみつつ、金属工芸作家として活動する柴田望氏
による作品展示とワークショップを行います。また移住者
としての視点からいなべの暮らしを語るトークも行いま
す。 
※ワークショップ「MYスプーンをつくろう！」16日午後2
時～、午後3時～（参加費1,000円） 

一部事前申込 

（ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ） 

一般・関係者 

鈴鹿8時間耐久レースのパブリックビューイングを開催いた
します。詳細は決まり次第お知らせします。 

全長170kmの熊野古道伊勢路は、石畳あり、竹林あり、峠
からは熊野灘が一望できる風景ありと、変化に富んだ風景
が魅力。30年以上、古道の整備や研究に関わり、語り部と
してもご活躍されている三石学氏が、伊勢路の魅力を紹介
します。 

事前申込 

一般 

7月21日（木） 
10：30～12：30 

伊勢と熊野をつなぐ 
熊野古道伊勢路の魅力 
TEL:03-3265-0620   
E-mail:japan@eurasia.co.jp   
主催：里創人熊野倶楽部 

三重県へのU・Iターン就職を希望する学生様への就職セミ
ナーを開催いたします。 
三重県へ今すぐU・Iターンしたい方だけでなく、いずれは
したいと思っている方や地方の就業情報を収集されている
方へ、三重県の就職事情の紹介、三重県内企業の求人紹介
など予定していますので、是非お気軽にご参加ください。 

事前申込 

三重県へ 

Ｕ・Ｉターン 

希望者 

7月22日（金） 
16：00～19：00 

ええとこやんか三重 
U・Iターン就職セミナー 
TEL:0596- 20-0170   
E-mail:mie-ui@ebird.co.jp   
主催：三重県雇用対策課/株式会社アーリーバード  

7月24日（日） 
10：00～14：00 

名松線利活用都市部ＰＲ 
TEL:059-272-8082    
主催：津市美杉総合支所 

伊勢国司の故郷・癒しの森から奇跡の名松線が写真になっ
てやってきた！！～撮り鉄さん・乗り鉄さん・押し鉄さん
大歓迎！！～ 
名松線の写真等展示、地域の物産ふるまい・販売、こけ玉
体験（有料） 

申込不要 

一般 

7月30日（土） 
17：00～19：00 

親子で楽しむ三重のアウトドアDAY 
TEL:03-6273-4401   
E-mail:mie@furusatokaiki.net 
主催：三重県地域支援課 
  （ええとこやんか三重 移住相談センター） 

子どもとアウトドアを楽しめる、三重県の自然豊かな暮ら
しをご紹介します。 
●先輩移住者によるトークショー（14:30～16:00） 
●地域のPR（13:30～14:30） 
●子ども向けワークショップコーナー（13:30～17:00） 
  貝殻染め体験、木工体験 
●移住相談＆就職相談コーナー（13:30～17:00） 
●8～9月の三重県内アウトドア関連イベントの情報 など 

一般 

7月31日（日） 
11:00～20:00 

（レースは11:30～
19:30開催） 

鈴鹿8時間耐久ロードレースイベント 
TEL:03-5542-1035   
E-mail:eigyo@pref.mie.jp   
主催：三重県営業本部担当課 

申込不要 

一般 

日本のほぼ中央にあって、都会過ぎず田舎過ぎないまち四
日市。全国有数の工業都市であるだけではなく、海も山も
あって。そんな四日市の魅力や住みやすさをご紹介します
ので、かぶせ茶の試飲と和菓子の試食あり。 
観光大使によるふるさとトーク(９日18時～19時)伊吹有喜
さん（小説家）、ヒロミチイトさん（イラストレーター） 
かぶせ茶を使った料理体験講座(10日11時～13時、500円) 

一部事前申込

（体験講座） 

一般 

7月9日（土） 
11：00～19：00 

 
7月10日（日） 
11：00～17：00 

四日市ＳＴＹＬＥ 
～住みやすい四日市においなよ～ 
TEL:03-3263-3038   
E-mail:tokyojimusyo＠city.yokkaichi.mie.jp   
主催：四日市市東京事務所 

大田酒造の坪井正明さんから伊勢志摩サミットワーキングデ
ィナーの乾杯酒に選 ばれた経緯とその後をお聞きした後、7
月7日7時7分に希少な乾杯酒「半蔵」（純米大吟醸伊賀山田
錦）で乾杯します。その後、三重県のお酒（合計9銘柄）と
特産品をいただきながら交流会を行います。 
先着70名様限り。 
 

事前申込 

3000円 

（当日払い） 

一般 

受付終了しました 
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