平成26年9／10月／三重テラス2階 多目的ホール イベントカレンダー
日

曜

実施時間

催し物名称

＜三重テラス１周年記念感謝祭＞
10/2 木 19:00 ～ 20:00 MACK STYLE LIVE

/3 金

＜三重テラス１周年記念感謝祭＞
COOL MIE Party☆三重の応援団のつ
19:00 ～ 21:00
どい
おかげさまLIVE＆お楽しみ抽選付き！

4 土 13:00 ～ 17:00

＜三重テラス１周年記念感謝祭＞

三重テラス１日ライブハウス♪

概要

対象

「MACK STYLE」をお迎えして、元気系エンターテイメントLIVEを
開催します。
出演者：MACK STYLE
マック中原さん（四日市市出身）＆石田翠さん（鈴鹿市
出身）

事前申込
（先着30名）

三重の応援団の方々の交流会を開催します。当日、「三重の応
三重の応援団
援団」に登録される方も申込可。※鈴木知事が参加します。
事前申込
参加費：3,000円
（先着50名）
出演者：花井悠希さん（ヴァイオリニスト/いなべ市出身）
三重県ゆかりの演奏者によるLIVEを開催します。
出演者：
13:00～ 伊藤圭佑さん（津軽三味線/鈴鹿市出身）
14:00～ 竹田京右さん（ギター/名張市出身）
15:00～ 竹内洋司さん（尺八/伊勢市出身）
16:00～ トリタニタツシ（ニッケルハルパ/松阪市出身）
日本橋と三重県（伊勢・熊野）との関わりを街道の歴史とともに

＜三重テラス１周年記念感謝祭＞
お話しいただきます。
特別講演会「日本橋から伊勢・熊野へ」 講師：神崎宣武氏（民俗学者）

5 日

14:00

5 日

＜三重テラス１周年記念感謝祭＞
17:00 ～ 18:00 １周年記念感謝祭☆エンディングライブ
♪

11:00

10/7 火
18:30

～ 15:30

～ 12:30

1周年記念感謝祭のエンディングとして、自閉症の息子・楽守（ら
も）さんと父・大徳（だいとく）さんの心温まるライブをお届けしま
す。
出演：RAMO（親子ユニット/松阪市在住）

一般

三重県営業本部担当課
【連絡先】03-5542-1035

事前申込
（先着50名）
事前申込
（先着50名）

「なんでも土鍋で！四日市からの
おいしい贈り物」

事前申込
各回先着30名

三重県営業本部担当課
【連絡先】03-5542-1035
銀峯陶器株式会社
【連絡先】059-331-2345

商工会から三重の食・文化・観光を発信します。

一般

三重県商工会連合会
【連絡先】059-225-3161

尾鷲のマグロ展

マグロに関する資料の展示を行います。また、1階レストランで
は、マグロを使ったメニューを提供します。

一般

尾鷲商工会議所
【連絡先】0597-22-2611

第1回
にほんばし世界遺産ゼミナール

世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」の熊野参詣道伊勢路を
話題にトークセッションを行います。

一般

三重県教育委員会事務局
社会教育・文化財保護課
【連絡先】059-224-3328

①関係者のみ
②参加申込（桑
名市に在住、
在勤、在学ご
経験者の方及
びそのご同伴
者に限る。）
③関係者のみ
④申込不要

桑名市ブランド推進課
【連絡先】0594-24-1258

一般
関係者

伊勢市産業観光部
商工労政課
【連絡先】0596-21-5512

土鍋の日に、萬古焼土鍋と四日市市の地場産品を使った料理
～川上文代のトーク＆料理デモンスト の実演と、食材のかけ合わせでもっと美味しくなるＵＭＡＭＩにつ
～ 20:00 レーション～
いての講座を開催します。

～“うま味たっぷり”に変身する裏わざ
料理～

10 金 10:00 ～ 17:00

主催
所属・団体名

2014 ふるさとが旨い！
『～伊勢乃国 伊賀乃国 志摩乃
国 紀伊乃国～』
～三重の伝統文化を感じながら～

11 土 10:00 ～ 18:00
12 日 10:00 ～ 15:00
14 火 19:00 ～ 20:30

①14:00～15:00
16 木 ②19:00～20:30

桑名を食らいつくす3DAYS

桑名の「食」をテーマにしたイベントを行います。
①桑名ハマグリ大使の任命式
②桑名の本物トークライブ＆桑名人ネットワークパーティー
③桑名の食材ビジネスマッチング会
④桑名に縁のある食材を中心とした大試食市（食数限定）
などを実施します。

伊勢の逸品フェア

市内企業ブースによる特産品のＰＲ等を行います。
伊勢の天然記念物『蓮台寺柿』や三重ブランド認定品『伊勢志
摩産芽ひじき』を使ったサラダや伊勢の新しいおみやげコンテス
ト食品部門優秀品（第1位）『伊勢お白石あられチョコ』などの試
食も行います。
伊勢の新しいおみやげコンテスト工芸品部門優秀品（第1位）
『一文字印伊勢宇治橋』の紹介

③17日
11:00～17:00
～18 土 ④18日
11:00～17:00

19 日 11:00 ～ 18:00

20 月 10:00 ～ 16:00

21 火 19:00 ～ 20:30

第2回
にほんばし世界遺産ゼミナール

鉱山遺跡としてアジアで初めて世界遺産に登録された石見銀山
遺跡に関する入門講座を行います。

一般

島根県教育委員会文化財課
【連絡先】0852-22-5642
三重県教育委員会事務局
社会教育・文化財保護課
【連絡先】059-224-3328

24 金

つディ

中伊勢温泉郷の魅力と津市物産の紹介を行います。

一般

津市東京事務所
【連絡先】03-6672-6868

元気の出る 松阪経営文化セミ
ナー
「豪商のまち 松阪の底力」

江戸日本橋での成功に始まり、やがて日本経済の一翼を担うこ
とになる松阪の商人たち。その成功は、「万両箱」に象徴される
ような経済的なものだけでなく、文化面でも大きな足跡を残した
のです。
この町の豊かな知の集積と、ゆったりと流れる時間の中で熟成
した判断力によって＜バランス感覚と先見性＞を身につけた商
人たちが、新しい文化や時代を開く原動力となったのです。
そんな松阪の町の持つ多様な魅力について、ご紹介します。

事前申込

松阪市観光交流課
【連絡先】0598-53-4406

おかげさま祭「秋の収穫感謝祭」

三重の魅力を発信する催しを企画中です。お楽しみに。

三重県営業本部担当課
【連絡先】03-5542-1035

建築関係者、
木づかい社会の実現に向けて、木づかい事例報告会と三重県 自社製品に木
内の木材産業関係者と首都圏の木材ユーザー様、潜在木材
材を使ってみた
ユーザー様との交流会を開催します。木材に興味がある方なら い企業の方
どなたでも参加できますので、是非ご参加ください（立食形式、
等、木材に興
参加費無料）。
味がある方なら
どなたでも

三重県森林・林業経営課
【連絡先】059-224-2565

未定

25 土 19:00 ～ 20:30

土

25～26 日

未定

30 木 18:00 ～ 20:00 木づかい交流会

※平成26年9月19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。

◆ 〒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）、施設休業日を除く）
◆ 交通アクセス

東京メトロ銀座線・半蔵門線「三越前」駅直結
ＪＲ総武線快速「新日本橋」駅直結

