
※11月21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

12月1 日 13:30 ～ 15:30 東京おわせ会異業種交流会 首都圏在住の尾鷲市出身者による異業種交流会 関係者
尾鷲市市長公室

【連絡先】0597-23-8134

4 水 19:00 ～ 20:30
「実はそれ、ぜんぶ三重なんで
す！」三重おかげさま講座【第1回】

三重への旅の魅力をお伝えする講座
テーマ「お伊勢参りが育んだもの」
講師：鎌田　道隆さん（奈良大学名誉教授）

事前申込
三重県観光キャンペーン推進協

議会
【連絡先】059-224-2282

5 木 14:00 ～ 19:00

6 金 12:00 ～ 20:00

7 土 10:00 ～ 16:00

10:30 ～ 12:20 島根・三重連携講座【第1回】

13:00 ～ 15:20 島根・三重連携講座【第2回】

9 月 19:30 ～ 21:30
究極のお伊勢参り・出雲巡りクラス
【第5回】

伊勢・出雲の式年遷宮を記念して三重県や島根県全体の魅力と素晴
らしさについて感じていただく体感型の講座

事前申込
（終了）

県三重県営業本部担当課
※定員に達しましたので募集は

終了しました

10 火 13:00 ～ 22:00 三重県観光人交流会
三重県出身者、三重県の観光商品造成担当者など、三重県にゆかり
のある旅行会社社員と、三重美し会会員（県内の宿泊施設、観光施
設、交通事業者等）とが交流し、三重についての知識を深めます。

関係者
三重県観光誘致推進協議会

（三重美し会）

11:30 ～ 14:30
【昼の部】三重の食材と日本酒のペ
アリング講座

19:00 ～ 22:00
【夜の部】三重の食材と日本酒のペ
アリング講座

14 土 14:00 ～ 16:00 みえのスポーツ・まちづくり会議 スポーツを通した地域の活性化について考える会議 関係者
県スポーツ推進課

【連絡先】059-224-2986

14 土 18:00 ～ 22:00 全国農業者連携フォーラム2013
全国の農業者が集い、地域で連携して新たな仕組みを作る取組みに
ついて情報交換します。

関係者
みえ次世代ファーマーズmiel

【連絡先】059-231-9882

15 日 13:00 ～ 15:00 子どもの味覚教室 子どもを対象とした「味」の教室 関係者
一般財団法人

日本のこころSoul of Ｊapan

16 月 19:00 ～ 21:00 女子力アップ三重講座【第１回】

グローバル女子のための「WAワークショップ」。三重県の食材や伝統
工芸と組み合わせた新しい「和スタイル」の提案、実践をします。
講師：啓華さん（書家）
テーマ「今年の年賀状は筆描きに挑戦！」

事前申込
県三重県営業本部担当課
【連絡先】059-224-2411

17 火 11:00 ～ 17:00 つディ
津市の物産＆観光の紹介をメインに、歴史・文化の情報発信、市内
企業ブースによるＰＲ等を行います。

一般
津市東京事務所

【連絡先】03-6672-6868

18 水 19:00 ～ 20:30 熊野古道セミナー【第3回】

平成26年に世界遺産登録10周年を迎える熊野古道伊勢路の魅力を
お伝えするセミナーを開催します。
テーマ「カメラを持って熊野古道伊勢路を歩こう」
講師：山本まりこ さん（写真家）

事前申込
（終了）

熊野古道世界遺産登録10周年
事業三重県実行委員会

県東紀州振興課
※定員に達しましたので募集は

終了しました

20 金 19:00 ～ 20:30
「実はそれ、ぜんぶ三重なんで
す！」三重おかげさま講座【第2回】

三重への旅の魅力をお伝えする講座
テーマ「私の熊野　神話の記憶」
講師：中上　紀さん（小説家）

事前申込
三重県観光キャンペーン推進協

議会
【連絡先】059-224-2282

22 日

～23 月

25 水

～1月6 月

三重テラス2階　イベントスペース（25年12月～26年1月）
イベントカレンダー

事前申込
熊野市水産・商工振興課
【連絡先】0597-89-4111

（内線472)

実施時間

熊野フェア
熊野の食材の試食会や熊野学セミナー等を開催することにより、熊
野市をＰＲ

催し物名称

島根県・三重県連携
※定員に達しましたので募集は

終了しました
8 日

概要 対象

島根県・三重県主催による記念講座
テーマ「考古学・古代史から見た伊勢・出雲」

事前申込
（終了）

10:00 ～ 18:00

日 曜

県三重県営業本部担当課
【連絡先】059-224-2411

世界文化社

県三重県営業本部担当課
【連絡先】059-224-2411

㈱アクアプランネット

鈴鹿市製墨協同組合
書道研究途上社

【連絡先】059-388-4053
（鈴鹿墨進誠堂）

12 木

三重県各地の日本酒と、それに合う様々な食材のペアリング（＝食べ
合わせ）を体験しながら、日本酒の入門知識と、食べ合わせに関する
実践的な知識を学ぶ講座です。講座終了後には講師を交えた交流
会も行います。（講座、交流会ともに有料）
【講師】手島麻記子さん（食文化研究家・日本酒スタイリスト）

事前申込

一般10:00 ～ 20:00 「式年遷宮諸祭　祈りの形」展（仮称）
※年末年始は休業（詳細は三重テラスHP掲載）

南里空海さんの著書「伊勢の神宮　御装束神宝」のパネル展を開催
します。伊勢の神宮の貴重な写真の数々をご覧いただけます。日本
橋にいながら、その神聖な雰囲気を体感してください。

鈴鹿墨と書家のコラボ展
「鈴鹿墨な二日間」

国指定伝統工芸品「鈴鹿墨」を使った早稲田大学お抱え書家渡部大
語氏の書作展示と工芸士による製墨実演。体験コーナーも設置しま
す。

一般

(予定）

(予定）

http://miebiyori.jp/%E3%80%90%E4%B8%89%E9%87%8D%E3%83%86%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%81%A0%E3%82%88%E3%82%8A%E3%80%91%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E3%81%8A%E3%82%8F%E3%81%9B%E4%BC%9A%E7%95%B0%E6%A5%AD%E7%A8%AE%E4%BA%A4%E6%B5%81%E4%BC%9A/
http://miebiyori.jp/%E3%80%90%E4%B8%89%E9%87%8D%E3%83%86%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%81%A0%E3%82%88%E3%82%8A%E3%80%91%E3%80%8C%E5%AE%9F%E3%81%AF%E3%81%9D%E3%82%8C%E3%80%81%E3%81%9C%E3%82%93%E3%81%B6%E4%B8%89%E9%87%8D%E3%81%AA/
http://miebiyori.jp/%E3%80%90%E4%B8%89%E9%87%8D%E3%83%86%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%81%A0%E3%82%88%E3%82%8A%E3%80%91%E7%86%8A%E9%87%8E%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%A2/
http://miebiyori.jp/%E3%80%90%E4%B8%89%E9%87%8D%E3%83%86%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%81%9F%E3%82%88%E3%82%8A%E3%80%91%E4%B8%89%E9%87%8D%E3%81%AE%E9%A3%9F%E6%9D%90%E3%81%A8%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%85%92%E3%81%AE%E3%83%9A%E3%82%A2/
http://miebiyori.jp/%E3%80%90%E4%B8%89%E9%87%8D%E3%83%86%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%81%9F%E3%82%88%E3%82%8A%E3%80%91%E4%B8%89%E9%87%8D%E3%81%AE%E9%A3%9F%E6%9D%90%E3%81%A8%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%85%92%E3%81%AE%E3%83%9A%E3%82%A2/
http://miebiyori.jp/%E3%80%90%E4%B8%89%E9%87%8D%E3%83%86%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%81%9F%E3%82%88%E3%82%8A%E3%80%91%E3%82%B0%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%AB%E5%A5%B3%E5%AD%90%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE%E3%80%8Cwa/
http://miebiyori.jp/%E3%80%90%E4%B8%89%E9%87%8D%E3%83%86%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%81%A0%E3%82%88%E3%82%8A%E3%80%91%E3%80%8C%E5%AE%9F%E3%81%AF%E3%81%9D%E3%82%8C%E3%80%81%E3%81%9C%E3%82%93%E3%81%B6%E4%B8%89%E9%87%8D%E3%81%AA-2/


主催

所属・団体名

1月9 木 16:00 ～ 20:00 三重ｄｅ働く ｉｎ 三重テラス
首都圏に進学した三重県出身の学生を対象にＵターンを促進する就
職セミナー

一般
県雇用対策課

おしごと広場みえ
【連絡先】059-222-3300

14 火 11:00 ～ 17:00 つディ
津市の物産、観光、歴史・文化の情報発信及び市内企業ブースによ
るＰＲ等を行います。

一般
津市東京事務所

【連絡先】03-6672-6868

15 水 16:00 ～ 18:00
実はこれ、ぜんぶ熊野なんです！
熊野人による熊野自慢大会

紀南地域の地域資源を扱う事業者・個人（10事業者程度）が自らその
魅力を紹介するとともに、簡単な体験や試食・販売を予定していま
す。
同時に熊野の知られざる魅力を紹介する写真展・水彩画展も開催し
ます。

一般
県紀南地域活性化局

【連絡先】0597-89-6105

15 水 19:00 ～ 20:30 熊野古道セミナー【第4回】

平成26年に世界遺産登録10周年を迎える熊野古道伊勢路の魅力を
お伝えするセミナーを開催します。
テーマ「熊野古道伊勢路の発掘と文化的価値～再生への取組～」
講師：三石　学 さん（みえ熊野学研究会研究員）

事前申込
（終了）

熊野古道世界遺産登録10周年
事業三重県実行委員会

　県東紀州振興課
※定員に達しましたので募集は

終了しました

24 金 14:00 ～ 16:00 第1回全国海女文化保存・振興会議
海女漁の存続を文化財保護と水産振興の両面から考える会議を開
催します。

関係者
県社会教育・文化財保護課

【連絡先】059-224-3328

24 金 19:00 ～ 21:00 女子力アップ三重講座【第２回】

グローバル女子のための「WAワークショップ」。三重県の食材や伝統
工芸と組み合わせた新しい「和スタイル」の提案、実践をします。
講師：茂木雅世さん（日本茶アーティスト）
テーマ「急須のお茶を味わって、絵で表現！」

事前申込
県三重県営業本部担当課
【連絡先】059-224-2411

25 土 13:00 ～ 16:30
『第9回伊賀学検定』受験対策セミ
ナー

2月23日に開催する『第9回伊賀学検定』の受験者を対象とした対策
セミナーです。講義終了後に、受講者交流の場としての懇親会を合
わせて開催します。（セミナー、懇親会ともに有料）
【講師】　滝井利彰　(建築家・伊賀市文化財審議委員)

事前申込
上野商工会議所

【連絡先】0595-21-0527

26 日 12:30 ～ 16:30 ええとこやんか三重　移住相談会

移住相談会を開催します。県・市町ごとの個別相談ブースの設置や
田舎暮らしセミナーを実施します。（参加自治体等：三重県、尾鷲市、
熊野市、鳥羽市、大紀町、南伊勢町、津市（美杉地域）、おしごと広場
みえ）

事前申込
県南部地域活性化推進課
【連絡先】059-224-2195

26 日 19:30 ～ 21:00 知事トークライブ
スペシャルゲストにみえの国観光大使「堀口文宏」さんをお迎えし、知
事と堀口さんに自らの足で見つけた三重のディープで“旬”な魅力を
語っていただきます。

事前申込
県三重県営業本部担当課
【連絡先】059-224-2411

27 月 19:00 ～ 21:00 女子力アップ三重講座【第３回】

グローバル女子のための「WAワークショップ」。三重県の食材や伝統
工芸と組み合わせた新しい「和スタイル」の提案、実践をします。
講師：花千代さん（フラワーデザイナー）
テーマ「花や三重の自然を器に生けて表現！」

事前申込
県三重県営業本部担当課
【連絡先】059-224-2411

28 火 11:00 ～ 20:00

～29 水 10:00 ～ 16:00

30 木

～2月2 日

イベントについてのお問合せ　　TEL　03-5542-1035（10：00～20：00）

10:00 ～ 20:00 津商工会議所120周年記念事業
「川喜田半泥子ゆかりの地”津”」（仮
称）

津市出身の陶芸家・川喜田半泥子の作品展示、セミナー及び関連商
品の展示等

熊野古道世界遺産登録10周年記念
プレイベント（仮称）

熊野古道世界遺産登録10周年を平成26年7月7日に控え、熊野古道
伊勢路の魅力を広く知って頂けるように、古道や関係市町のパンフ
レットや古道の魅力をとらえた写真パネル等の展示を行います。

一般

一般
津商工会議所

【連絡先】059-228-9141

東紀州地域振興公社
【連絡先】0597-23-3784

対象概要日 曜 実施時間 催し物名称

(予定）

(初日は13時から、
最終日は17時まで）




