
※平成27年11月　日現在のスケジュールです。

※イベント内容、日程等は変更されることがあります。

※名称は仮称のものが含まれます。

主催
所属・団体名

10/31

～11/1

土

日
10:00 ～ 16:00 熊野古道伊勢路魅力発信PR

玉城町の歴史や自然、特産品などの展示や
ふるまいで皆さんに玉城の魅力を紹介しま
す。

一般 玉城町産業振興課
【TEL】0596-58-8204

3 火
祝 10:00 ～ 16:00

「絵になるまち東海道関宿散
策」

関宿は東海道五十三次の47番目の宿場町
として栄えました。江戸時代から明治時代の
町屋が現存し、当時の姿をしのぶことができ
ます。その“絵になるまち関宿”で行われた
「関宿スケッチコンクール」の作品展示や亀
山茶などのふるまい、ローソクの手づくり体
験を行い、亀山市・関宿の魅力を発信しま
す。

一般 亀山市役所観光振興室
【TEL】0595-96-1215

6

～7

金

土

6日
11:00

7日
10:00

～

～

20:00

17:00

四日市STYLE
　～星空を取り戻したまち四
日市～

市民、企業、行政が一体となって、環境改善
のまちづくりに取り組んできたまち四日市。
今では、コンビナートの工場夜景が好評を博
し、愛好家から「工場夜景の聖地」と称され
ています。
そこで、今回、「星空を取り戻したまち四日
市」をテーマに、環境改善の取り組みと工場
夜景を紹介しますので、ぜひご来場くださ
い。
6日は、19時より『工場萌え』写真集の著者ら
による「工場夜景トークショー」を開催。

一般 四日市市東京事務所
【TEL】03-3263-3038

8 日 14:00 ～ 15:30 みえの文化セミナー
　～伊勢型紙　その歴史と魅力～

型紙とは着物や浴衣に文様を染める道具で
す。和紙を柿渋で貼り合わせたものに、様々
な図柄を彫り抜いていきます。三重県鈴鹿
市で作られた型紙は伊勢型紙と呼ばれ、圧
倒的なシェアを誇っています。
　また、19世紀後半に輸出された型紙が欧
米の芸術家たちに影響を与えたことがわか
り、型紙は大いに注目を集めています。
　このセミナーでは、型紙の歴史や技法をス
ライドやビデオを交えてご紹介します。

一般
（事前申

込）

三重県文化振興課
【連絡先】059-224-2233

9 月 14:00 ～ 16:00 伊賀産フードビジネスマッチング

関東圏の飲食店オーナーやシェフ等を招待
して、ホストシェフによる伊賀産の食材の良
さを活かしたメニューを提供し、試食会と商
談会を開催します。

関係者 伊賀市農林振興課
【TEL】0595-43-2302

11 水 10:00 ～ 18:00

三重県産の花卉の紹介とフ
ラワーアレンジメント講習会
　IN　東京日本橋・三重テラ
ス

花の国づくり三重県協議会が、三重テラスで
三重県産の花の紹介と販売、フラワーアレン
ジメント講習会を実施します。
講習会で使用する切り花は品質が高いこと
で有名な伊勢のバラとガーベラを使用しま
す。
一日限りの三重県の花を楽しむ機会です。
ぜひご来場ください。

一般 三重県花商組合連合会
【TEL】059-223-1787

14

～15

土

日
10:00 ～

14日
17:00

15日
16:00

東紀州みかん祭
　in　三重テラス

紀伊半島、三重県南部の東紀州地域は、
太平洋に面した黒潮の流れる温暖な気候
と水はけの良い農地で一年を通じておい
しいみかん（かんきつ類）が作られていま
す。三重ブランド認定「南紀みかん」やオ
レンジとレモンをかけあわせた「マイヤー
レモン」、熊野市特産の「新姫（にいひ
め）」など、東紀州秋の味覚をお楽しみくだ
さい。

一般 東紀州地域振興公社
【TEL】0597-89-6189

三重テラス2階　イベントスペース（平成27年11月）
イベントカレンダー

対象日 曜 実施時間 催し物名称 概要
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三重テラス2階　イベントスペース（平成27年11月）
イベントカレンダー

対象日 曜 実施時間 催し物名称 概要

16

～17

月

火

10:00

10:00

～

～

19:00

16:00

伊勢茶の美味しい淹れ方教
室

生産者（お茶農家）主催のお茶淹れ教室。
「かぶせ茶」と希少価値の高い「手もみ茶」を
使って簡単で美味しいお茶の淹れ方をお伝
えします。ご自宅で、すぐに習ったお茶の淹
れ方を実践できるよう「かぶせ茶」や急須な
どのおみやげが付きます。教室は各回30～
40分程度を予定しています。参加費2,000
円。
（開始時間）
　16日（月）
　10:30～,11:30～,13:00～,14:00～,15:00
～,16:00～,17:00～,18:00～
　17日（火）
　10:00～,11:00～,12:00～,13:00～,14:00
～,15:00～

一般
三重県手もみ茶技術伝承
保存会（担当：中森製茶）

【TEL】0596-62-0373

20 金 13:00　開始予定
奥伊勢の自然茶
2015年口切りの新茶を味わ
う会

奥伊勢の自然茶（じねんちゃ）口切のお茶
会、記念トークショーを行います。
出演予定：お茶を楽しむ会　近藤美知絵
氏、大台町役場　谷昌樹氏、ファッション
ジャーナリスト生駒芳子氏、ワイスワイス
代表　佐藤岳利氏。

一般
（事前申

込）

ワイス・ワイス
メール：

tools-info@wisewise.com
（担当：高橋）

21

～23

土

月
祝

21日
13:00

22日
10:00

23日
10:00

～

～

～

18:00

18:00

15:00

三重の真珠と出会う3日間
Peral Fairパールフェア

真珠養殖を営む、「立神真珠養殖漁業協
同組合」、「三重県真珠養殖漁業協同組
合」が生産者の目線で直接、真珠の魅力
をお伝えする3日間！！こだわりの三重県
産真珠アクセサリーをお買い求めいただ
けます。また、三重テラスで発売中のプレ
ミアム商品券もご利用可能です。

一般 三重テラス
【TEL】03-5542-1033

27 金 調 整 中 つデイ 詳細は決まり次第お知らせします。 一般 津市東京事務所
【TEL】03-6672-6868

28 土 11:00 ～ 17:00
覆い茶会（おおいちゃかい）
　～三重県より本場のかぶ
せ茶がやってまいりました～

かぶせ茶の水出しの淹れ方セミナーを開催
します。絶対失敗しないやさしいお茶の淹れ
方を30分程度で皆さんに伝授します！また、
参加者先着100名様に萬古焼急須をプレゼ
ント。ぜひご参加ください。
（注）ご家族での参加につきましては1家族に
つき1個とさせていただきます。

一般
伊勢茶推進協議会
（三重茶農協内）

【TEL】059-329-3121

11/30

～12/1

月

火

11/30
10:00

12/1
10:00

～

～

19:00

17:00

三重県南部まるごとカフェ

三重県南部地域で一体となったふるさと
納税のＰＲを行うことで各市町を知っても
らい、地域活性化へとつなげ、全国各地
の人々と地域とを結ぶきっかけつくりとし
て、三重南部１０市町の特産品をお試しい
ただきます。三重南部地域を身近に感じ
てもうイベントです。

一般
（事前申

込）

玉城町産業振興課
【TEL】0596-58-8204

◆ 〒103-0022　東京都中央区日本橋室町2-4-1　YUITO ANNEX　1・2階

ショップ　　　　　　　　　TEL　03-5542-1033（10：00～20：00）
レストラン　　　　　　　　TEL　03-5542-1030（11：00～23：00）
イベント・観光案内　　TEL　03-5542-1035（10：00～20：00）

◆ 無休（年末年始（12月30日～1月１日）を除く）

◆ 交通アクセス
東京メトロ銀座線・半蔵門線「三越前」駅直結（A9番出口）
ＪＲ総武線快速「新日本橋」駅直結（A6番出口）


