
※平成28年1月20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

2/1 月 19:00 ～ 20:30

三重の“宝”トーク Vol.2〈全2
回〉
～わたしたちが感じる
　日本の心、日本の面影～

“日本のこころのふるさと”と言われる三重県。2013
年におこなわれた神宮式年遷宮に続き、今年の5月
26日、27日には伊勢志摩サミットが開催され、国内
はもとより海外からも大きな注目を集めています。
このような時だからこそ、この“日本のこころのふる
さと”の魅力をあらためて見つめ直したいと考えま
す。
　ゲスト：ドラ・トーザンさん
　　　　　　（エッセイスト/国際ジャーナリスト）
　コーディネーター：生駒　芳子さん
　　　　　　　　　　　　（ファッションジャーナリスト）

一般
（事前申

込）

三重県営業本部担当課
【TEL】03-5542-1035

3 水 13:00 ～ 16:00

伊勢志摩サミット開催記念
ＮＹカーネギーホール凱旋展
示会表彰会

2015.11.16ＮＹカーネギーホールに展示された作品
に三重県産品をコラボした花の展示会です。また、
ブーケショーも開催します。

一般
花のある街振興会

【TEL】059-328-3036

4 木 11:00 ～ 17:00

四日市STYLE
　久留倍官衙遺跡シンポジ
ウム
古代史のロマン
   謎の『久留倍官衙遺跡』
～壬申の乱・聖武天皇の東
国行幸に関連して～

壬申の乱(672 年) のときに、大海人皇子( のちの天
武天皇) が朝明郡に立ち寄っていることや、聖武天
皇の東国行幸(740 年） のときに朝明郡で２泊して
いることが『日本書紀』や『続日本紀』、『万葉集』と
いった古典に書かれています。これらのことが久留
倍官衙遺跡と考えられており、平成18 年に国の史
跡に指定されました。
現在、貴重な史跡として古代ロマンに触れることの
できる公園とするための整備を行っております。
※会場の都合上、入場を制限する場合があり、そ
の際には、１２時３０分より入場整理券を配布いたし
ます。
【基調講演・パネルディスカッション】
東京大学大学院　佐藤　信教授 　「律令国家と久
留倍官衙遺跡」ほか

一般
四日市市東京事務所

【連絡先】03-3263-3038

6 土 11:00 ～ 17:00
伊勢の国　亀山探訪
　in　三重テラス

亀山市の魅力を伝えるべく、市内観光地のPRを中
心とし、最高級かめやま茶と和菓子のふるまい、伊
勢志摩サミット開催記念バージョンの亀山ラーメン
がその場で当たるスピードくじ等を全て無料で実施
し、三重県観光への立ち寄り場所として、ぜひお越
しいただけるよう亀山市の魅力を発信します。

一般
亀山市観光振興室

【TEL】0595-96-1215

7 日 14:00 ～ 16:00 熊野古道セミナー

第２回は三重県教育委員会事務局　社会教育・文
化財保護課　主幹　西村美幸氏に「世界遺産～熊
野参詣道伊勢路～」などについてお話しいただきま
す。また、セミナー終了後には東紀州地域の特産
品の試食・試飲もありますので、是非、ご参加くださ
い。

一般
（事前申

込）

三重県東紀州振興課
【TEL】059-224-2193

9 火 19:00 ～ 20:30

三重の“宝”トーク Vol.2〈全2
回〉
～わたしたちが感じる
　日本の心、日本の面影～

“日本のこころのふるさと”と言われる三重県。2013
年におこなわれた神宮式年遷宮に続き、今年の5月
26日、27日には伊勢志摩サミットが開催され、国内
はもとより海外からも大きな注目を集めています。
このような時だからこそ、この“日本のこころのふる
さと”の魅力をあらためて見つめ直したいと考えま
す。
　ゲスト：エバレット・ブラウンさん
　　（湿版光画家/日本芸術文化センター芸術顧問）
　コーディネーター：生駒　芳子さん
　　　　　　　　　　　　（ファッションジャーナリスト）

一般
（事前申

込）

三重県営業本部担当課
【TEL】03-5542-1035

10

～13

水

土

10日
13:00

11・12
日

10:00

13日
10:00

～

～

～

20:00

20:00

16:00

三重・石川・福井3県海女漁合
同パネル展＆海女トーク

三重県・石川県・福井県の海女漁の習俗や魅力に
ついてパネルで紹介します。11日には「海女トーク」
を実施し、日本の海女漁の素晴らしさを、環境保
全、文化財保護等の視点からトークを展開していき
ます。
（海女トーク）
　ゲスト：あん・まくどなるど（上智大学　教授）
　コーディネーター：鈴木英敬（三重県知事）
※海女トークは、事前申込みが必要です。
　　（定員：30名）
　申込締切：平成28年2月4日（木）　17:00まで

一般
（事前申

込）

三重県教育委員会事務局
社会教育・文化財保護課

【TEL】059-224-3322

三重テラス2階　イベントスペース（平成28年2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



※平成28年1月20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

三重テラス2階　イベントスペース（平成28年2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

14 日 10:00 ～ 16:00

伝統と革新
～三重グッドデザインと職人の
技・体験教室～
　展示＆トークイベントと組子
のなべ敷き作り体験

三重グッドデザイン商品の展示とトークイベントと組子
細工の体験教室を開催します。
　10時～16時　三重グッドデザイン商品展示。
　13時～14時　伝統工芸品の商品開発アドバイザー
　　　　　　　　　　生駒芳子さんと三重の職人さんと、
　　　　　　　　　　デザイナーによる三重グッドデザインの
                    トーク。
  14時～15時　組子細工の体験教室
　　　　　　　　　　　（事前申込・先着15名）

一般
（一部事
前申込）

三重県地域資源活用課
【TEL】059-224-2336

15 月 13:00 ～ 16:00
木材利用促進事業成果報告
会

三重県の尾鷲地域は日本三大人工美林の一つで
すが、近年都市部での利用は柱などの構造部分が
大半を占め、目に見えない利用が増えています。そ
こで、アンケート調査の結果を受けて行ったマー
ケットイン型の試作品を展示します。あわせて、情
報公開セミナーを実施します。

関係者
（事前申

込）

紀北町役場農林水産課
【TEL】0597-46-3116

16 火 調 整 中
（仮称）
　伊勢志摩サミット開催100日前
　イベント

詳細は決まり次第お知らせします。 一般
三重県広聴広報課

【TEL】059-224-2031

16

～17

火

水

16日
14:00

17日
11:00

～

～

20:00

20:00

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）。
また、手もみ茶の実演と販売コーナーも予定してい
ます。
※参加費2000円（おみやげ付き）、※16日は
YUITOANNEX内8階会場で開催します。

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

19

～20

金

土

19日
10:00

20日
10:00

～

～

17:00

16:30

19日（金）
　つデイ
20日（土）
　三重の地域鉄道大集合！
～名松線全線復旧記念展～

6年以上もの歳月を要し、平成28年3月26日に名松
線が全線復活します。これを記念して、名松線が走
る美しい四季折々の風景を写真パネルでご覧いた
だきながら、名松線沿線の特産品でおもてなししま
す。
また、名松線以外にも三重県内の地域鉄道（養老
鉄道、三岐鉄道、四日市あすなろう鉄道、伊勢鉄
道、伊賀鉄道）を紹介します。

一般

津市名松線復旧推進室
【TEL】059-264-0140
三重県交通政策課

【TEL】059-224-2805

21 日 13:00 ～ 15:55 第１１回伊賀学検定試験

伊賀の歴史・文化の正しい伝承、人材の育成、そし
て伊賀の観光振興を図るため『伊賀学検定』を実施
します。
（初級）13:00から30分
　　　（受験料：1,500円　※中学生以下：1,000円）
（中級）14:00から40分
　　　（受験料：2,000円　※中学生以下：1,500円）
（上級）15:10から45分
　　　（受験料：3,000円）
　※受験料はすべて税込み。
　※詳細は、主催団体へお問い合わせください。

一般
（事前申

込）

上野商工会議所
【TEL】0595-21-0527

23 火 19:00 ～ 20:30 三重の森林トーク

三重の森林・林業・木材の魅力を知っていただくた
めに、木材市場で絶大な信頼を得る優良材を生産
している松阪在住の林業家をお招きし、森林づくり
へのこだわりや木の魅力などをお伺いします。皆様
のご参加をお待ちしています。
※参加費：無料

関係者
一般

（事前申
込）

三重県木材協同組合
連合会

 【TEL】059-228-4715

25 木 16:00 ～ 19:00
ええとこやんか三重
　U、Iターン就職セミナー

三重県へのU・Iターン就職を希望する学生への就
職セミナーを開催します。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
や地方の就職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。お待ちしています。

三重県へ
就職を希
望する学

生
（事前申

込）

株式会社アーリーバード
（三重県雇用経済部事業

委託事業者）
【TEL】0596-20-0170



※平成28年1月20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。
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三重テラス2階　イベントスペース（平成28年2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

27

～28

土

日

27日
10:00

28日
10:00

～

～

16:00

15:00

伊勢志摩　真珠職人物語

三重県で真珠を養殖している生産者が、真珠の魅
力をもっとたくさんの方に知ってもらおうとイベントを
開催します。
当日は、「真珠が出来るまでの不思議」「真珠の種
類」について学べるほか、アコヤ真珠のアクセサ
リー作り体験（有料）や高校生が作ったアクセサ
リーの展示等、真珠の神秘的な美しさを実感できる
催しが盛りだくさんです。
真珠に興味のある方、真珠の事をもっと良く知りた
い方は、この機会にぜひお越しください。

一般
三重県真珠養殖

連絡協議会
【TEL】0596-28-4140

◆ 〒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31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出口
ＪＲ総武線快速「新日本橋」駅直結


