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日本橋美人博覧会実行委員会（NPO法人東京中央ネット 日本橋美人推進協議会）
(株)榮太樓總本鋪 (株)セントラルエステート (株)千疋屋総本店 (株)タナチョー 東海東京証券(株)  東京シティ・エアターミナル(株)  (株)ヤマダクリエイティブ
(株)山本海苔店 (株)ロイヤルパークホテル
(株)伊場仙 (株)Ｈ＆Ｒ 遠忠商店 本店 小津和紙 (株)建設技術研究所 コレド日本橋 コレド室町 (株)サプル サギヌマスイミングクラブ　清水建設(株)  (株)セレスティンホテル 利久庵　
(株)鉄道会館 東京家政学院大学 東レ(株)  永塚パートナーズ法律事務所　日本橋菓房／国分　(一社)日本橋倶楽部 日本橋女学館中学校・高等学校 日本橋地域ルネッサンス100年計画委員会
割烹 日本橋とよだ (社)日本橋法人会 庭のホテル 東京 (株)にんべん ブレーンステッド(株)  ホテルかずさや (株)ポーラ 松井建設(株)  (株)三井住友銀行 日本橋法人営業部 三井不動産(株)  
(株)三菱東京UFJ銀行 (有)峰の雪酒造場 (株)室町ボンクール (株)明治座 八重洲地下街(株)  矢の根寿司 (株)山本山 ほか

相田みつを美術館　(株)東あられ本鋪　(株)伊勢重 大倉流悠雅会　割烹 嶋村　川越市立美術館　河淳(株) 協働ステーション中央　国土交通省東京国道事務所
(株)JTB首都圏日本橋支店　老舗日本橋貝新　松竹(株) 松竹衣装(株) (株)ストックボイス　寿保羅　(株) 島屋　築地本願寺 第一伝道会館　ＤＩＣ(株)
トラットリア・イタリア日本橋店 中澤かつら店　長瀬産業(株) 二水会　西川産業(株) (社)日本ウオーキング協会　日本通運(株) 日本橋プラザ(株) 日本橋ミツバチサロン
日本橋ゆかり　人形町亀井堂　(株)榛原　花影きもの塾　藤間流藤壽會　ヘアサロン大野　BESTO(株) (株)三越伊勢丹　(株)山元　LaVida ほか
(株)秋田県物産振興会　NPO法人アグリツーリズム協会　味屋酒店　活性化集団 粋　(株)鈴木金物店　
大子町ふるさと交流体験協議会　(一社)つむぎや　(有)峰の雪酒造場　野菜ジェラート専門店えんふぁん。(株)ユーランドホテル八橋 ほか

中央区 (株)東京証券取引所 東京商工会議所中央支部 東京都 (一社)日本江戸クラフト協会 日本橋OLクラブ
女子美術大学美術館 ポーラ文化研究所

※博覧会の内容は予告なく変更になる場合があります。
最新の情報はホームページでご確認ください。

主 催

共 催

協 賛

特別協力

被災地ほか

後 援

協 力

日本橋架橋100年記念企画 /  東日本大震災支援プロジェクト

会場早見表

のマークの色は、スタンプの色を表しています。
多くの皆さんに回遊してもらえるように、日本橋会場では同じエリアに同色スタンプを
配置しています。

アンケート設置会場で、
アンケートにご協力いただ
いた方には、榮太樓總本鋪の
“日本橋美人飴 さくら”を2粒
差し上げます。

さくら飴1粒中にクエン酸と
約レモン1個分のビタミンＣ
が含まれています。

P2……開催趣旨/ご挨拶
P3……「江戸の美意識」概要
P4……会場別展示内容一覧
P5……共催イベント
P6……日本橋美人商品ラリー
P7～ 日本橋都市観光マップ
P10 （博覧会特別マップ）
P11… スウィーツラリー

スタンプ版浮世絵ラリー
P12… ワークショップ

店舗フェア
P13… 日本橋催事情報
P14… 日本橋美人新聞

トップインタビュー
P15… 日本橋美人めぐり　

キレイ通信
P16… 東日本大震災支援プロジェクト　

「復興市」「復興支援市」

※各会場の定休日及び営業時間などが異なりますので、ご了承ください。
※併せて本誌折込の「日本橋美人博覧会特別マップ」をご参照ください。

目　次

※日本橋美人博覧会の公式ガイド
ブックに、2011年秋～冬号の
日本橋都市観光マップ（NO31）
日本橋美人新聞（NO25）が同時
に発行されています。

日本橋都市観光マップNO.31  2011秋～冬

＜日本橋美人新聞NO.25＞ 付



　
日
本
橋
美
人
博
覧
会

開
催
に
あ
た
り

日
本
橋
美
人
ブ
ラ
ン
ド
の

発
展
を
祈
っ
て

開
催
趣
旨

ご
来
場
の
皆
様
と

関
係
者
へ
の
お
礼

日
本
橋
美
人
と

日
本
橋
美
人
推
進
協
議
会

3 2



【浮世絵】 喜多川歌麿

【浮世絵】 喜多川歌麿

【書　道】 ２作品

展示品名

日本橋会場 銀座会場

港区会場

墨田区会場

千代田区会場

作者・年代など

榮太樓總本鋪

【書　道】 １作品

【書　道】

５作品, ５作品, 
３作品, １作品, 

１作品, ２作品, 
２作品, ２作品, 
３作品, ２作品, 

２作品, ４作品, 
３作品, ５作品, 

５作品, ３作品, 
１作品 , ４作品, 
２作品, ２作品, 

４作品, １作品, 
４作品, ３作品, 

２作品

展示品名

東京シティ・エアターミナル（2Fカフェ・ド・クリエ前）

【パネル】 楊洲周延・明治28年

【パネル】 楊洲周延・明治27年

【パネル】 楊洲周延・明治27～29年

展示品名 作者・年代など

コレド日本橋（2・3・4Fフロア）

会場別展示内容一覧
※展示作品の内容は予告なく変更になる場合があります。
最新の情報はホームページをご確認ください。
※書道展の入選者氏名、学校名、受賞名、展示会場は10/3（月）以降
にホームページで発表します。

【浮世絵】 喜多川歌麿

【浮世絵】 喜多川歌麿

【書　道】 ２作品

展示品名 作者・年代など

山本海苔店

【書　道】 １作品

【書　道】

20作品 , 
１作品 , １作品 , 

１作品 , １作品 , 
１作品 , １作品 , 

１作品 ,  １作品 , 
１作品 , １作品

展示品名

相田みつを美術館

【浮世絵】錦絵/ 喜多川（初代）歌麿・江戸中後期

【浮世絵】錦絵/ 香蝶楼（初代）国貞・江戸後期

【浮世絵】錦絵/ 一勇斎国芳・江戸後期

【浮世絵】錦絵/ 五雲亭貞秀・江戸後期

【板　本】 慶安４（1651）年

【板　本】 元禄９（1696）年

【板　本】 寛政～文化・文政

【板　本】 文化８（1811）年

【板　本】 嘉永６（1853）年

【更　紗】 江戸時代～明治時代

【髪飾り】 江戸時代～明治時代

【資　料】 東京家政学院大学生活文化博物館

【玩　具】 現代

展示品名 作者・年代など

東京家政学院大学（千代田区三番町キャンパス）

【パネル】 幕末～明治時代

【パネル】 幕末～明治時代

【パネル】 幕末～明治時代

【パネル】 幕末～明治時代

展示品名 作者・年代など

日本橋プラザ（1Fフロア）

【浮世絵】 栄松斎長喜

【浮世絵】 歌川豊国

【浮世絵】 喜多川歌麿

【浮世絵】 喜多川歌麿

【浮世絵】 鳥居清長

【浮世絵】 東洲斎写楽

【浮世絵】 鈴木春信

展示品名 作者・年代など

庭のホテル東京（1Fロビー）

【浮世絵】 栄松斎長喜

【浮世絵】 栄松斎長喜

【浮世絵】 歌川国政

【浮世絵】 喜多川歌麿

【浮世絵】 喜多川歌麿

【浮世絵】 喜多川歌麿

【浮世絵】 喜多川歌麿

【浮世絵】 喜多川歌麿

【浮世絵】 鳥居清長

【浮世絵】 鳥居清長

【浮世絵】 鳥居清長

【浮世絵】 鳥居清長

【浮世絵】 鈴木春信

【浮世絵】 鈴木春信

【浮世絵】 鈴木春信

【浮世絵】 鈴木春信

展示品名 作者・年代など

セレスティンホテル（1Fロビー）

【浮世絵】 飾北斎

展示品名 作者・年代など

北斎通り（東あられ本鋪）

【資　料】

第一部：日本橋改修工事記録

【資　料】

【資　料】 清水建設

【資　料】 清水建設

【資　料】 清水建設

【資　料】 清水建設

第二部：写真で見る日本橋の変遷

【写　真】 明治時代中期

【写　真】 明治時代

【写　真】 明治43年

【写　真】 明治44年

【写　真】 明治44年

【写　真】 大正7年

【写　真】 大正12年

【写　真】 昭和10年

【写　真】 昭和32年頃

【写　真】 昭和32年頃

【写　真】 昭和37年頃

第三部：浮世絵に描かれた日本橋

【浮世絵】 歌川広重

【浮世絵】 歌川広重

【浮世絵】 歌川広重

【浮世絵】 歌川広重

【浮世絵】 歌川広重

【浮世絵】 歌川広重

【浮世絵】 飾北斎

【浮世絵】 昇亭北寿

第四部：日本橋のミニ知識

【パネル】

【パネル】

第五部：エピローグ

【パネル】

展示品名 作者・年代など

八重洲地下街（センタースポット）

【 簪　】 幕末～明治時代

展示品名 作者・年代など

ポーラザビューティ銀座店

【パネル】 楊洲周延・明治29年

【パネル】 楊洲周延・明治28年

【パネル】 楊洲周延・明治28年

【パネル】 楊洲周延・明治28年

【書　道】 ２作品

展示品名 作者・年代など

千疋屋総本店

【紅　板】 江戸時代後期

【紅　筆】 江戸時代後期

【刷　毛】 江戸時代後期

【紅　板】 江戸末期～明治時代

【紅　筆】 江戸末期～明治時代

【紅　板】 江戸時代末期

【紅　筆】 江戸時代末期

【刷　毛】 江戸時代末期

【 鏡　】 江戸時代

【パネル】

【浮世絵】 歌川広重

【浮世絵】 一勇斎国芳

【浮世絵】 一勇斎国芳

【浮世絵】 一勇斎国芳

展示品名 作者・年代など

DIC COLOR SQUARE

【着　物】 江戸時代中期

【着　物】 江戸時代後期

【着　物】 江戸時代後期

【着　物】 江戸時代後期

【着　物】 江戸時代後期

【着　物】 江戸時代後期

【着　物】 江戸時代後期

【着　物】 江戸時代後期

【 帯　】 江戸時代後期

【 帯　】 明治時代

【着　物】 江戸時代後期

【着　物】 江戸時代後期

【 帯　】 江戸時代後期

【着　物】 江戸時代後期

【着　物】 江戸時代後期

【着　物】 江戸時代後期

【着　物】 江戸時代後期

【着　物】 江戸時代後期

【着　物】 江戸時代後期　

【着　物】 江戸時代後期

【着　物】 昭和時代

【書　道】 ３作品

展示品名 作者・年代など

東海東京証券東京営業部（1Fギャラリースペース）

日本橋美人プロジェクト共催

※展示期間～11/6（日）16:00迄

※展示期間～11/5（土）15:00迄
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参加賞： オリジナルミニアートファイル(相田みつを美術館) / アラレカフェ(東あられ本鋪) / 飴 6粒入り(榮太樓總本鋪) /江戸前生のり
ミニビン 40g(遠忠商店 本店) / 小型便箋セット(小津和紙) / オリジナル雑貨商品(KEYUCA) / 東京木工場オリジナルブランド「kino style」
CUBE型キッチンフック(清水建設) / フルーツフィナンシェ1個入り(千疋屋総本店) / スピルリナ加工食品「美酒爽快」2袋入り(ＤＩＣ) / 
フェイスタオル(東海東京証券) / 大江文庫「錦絵絵葉書」2枚組み(東京家政学院大学) /トレシー(東レ) / ナガセ クレンジングクリームＮ
サンプルセット 5個入り(長瀬産業) / マフラータオル,手袋(日本ウオーキング協会) / にんべんつゆの素ぬれおかき(日本橋菓房) /
ハーバルバレーバスエッセンス 3個入り(日本橋 島屋) / 麻布コースター 2枚入り,ハロッズ 紅茶ティーバック 5個入り(日本橋三越本店) /
本枯鰹節削りたて 15g（にんべん） / B.A RED スキンケアサンプル 4品入り(ポーラ) / 500円分お買い物・ご飲食券(八重洲地下街) / 
お茶漬け「梅の友」2袋入り（山本海苔店）

参加賞： 飴 6粒入り(榮太樓總本鋪) / 江戸前ミニビン 2種(生のり佃煮、昆布佃煮)セット(遠忠商店 本店)
ネイルケアセット(コレド日本橋) / フルーツフィナンシェ 2個入り(千疋屋総本店)
日本橋美人ふるーつ(めろん味、いちご味)かりんとう(日本橋菓房)
名入瓦筆箱・小(人形町亀井堂) / B.A RED スキンケアサンプル 4品入り(ポーラ)
500円分お買物券(室町ボンクール)

参加賞： フルーツフィナンシェ 1個入り(千疋屋総本店) / パウンドケーキ(カフェ・ド・クリエ)
おやつ菓房 ミニどら焼き,カルピスもち(日本橋菓房) 
ワインバック(日本橋三越本店) / B.A RED スキンケアサンプル 4品入り(ポーラ)  
500円分お買物券(室町ボンクール) / 500円分お買い物・ご飲食券(八重洲地下街)

対象商品の購入または飲食後の精算時に、商品1点につきシールを1枚差
し上げます。同じ商品を一度に複数ご購入されても、シールは1枚です。
各ラリーともシールを集めて台紙に貼り、3枚揃うと完成です。
完成した台紙を参加賞引換所へ持っていくと、先着で参加賞がもらえます。
また、応募用紙を参加賞引換所にある応募箱に投函するか、事務局まで郵
送すると、抽選で素敵な賞品が当たります。

スタンプ版浮世絵ラリー台紙

※インクが完全に乾く前に台紙
に触れると、手や衣服に付着
することがございますのでご
注意ください。

※応募の締切は11/8（火）消印有
効です。

キリトリ

キ
リ
ト
リ

キ
リ
ト
リ

キリトリ キリトリ

＊日本橋美人豆乳パン、日本橋美人梅酒、日本橋美人ゆかた、日本橋美人色、
日本橋美人婚礼衣装プランはラリー対象外です。商品の詳細につきましては、
ホームページでご確認ください。www.nihonbashi-bijin.com/bijinhaku

※応募の締切は11/8（火）消印有効です。 ※応募の締切は11/8（火）消印有効です。
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日本橋美人商品ラリー／スウィーツラリー参加方法

〒104-0033 中央区新川1-5-17パシフィックマークス新川11F
NPO法人 東京中央ネット　日本橋美人推進協議会事務局宛

各種ラリー参加にあたってのご注意点
１）各会場の定休日及び営業時間などは異なりますので、予めご了承ください。
２）スタンプの押印及びシールの配布は、会期中（10/21（金）～11/8（火））のみとさせていただきます。
３）参加賞は、おひとり様１枚の完成台紙につき、１回限りです。
４）参加賞引換所でのご本人様以外の完成台紙については、無効とさせていただきます。
５）当選は、賞品の発送をもってかえさせていただきます。
６）賞品の指定は出来ませんので、予めご了承ください。
７）賞品の応募は、おひとり様１枚に限らせていただきます。
８）ご記入いただきました個人情報は、今後の日本橋美人博覧会に関連したイベント案内の目的のみに

利用させていただきます（個人情報は主催者のプライバシーポリシーに従い管理します）。

スタンプ版浮世絵ラリーの設置会場には「黒」「朱」「紫」「黄」のうち、いずれかの色のスタンプがあります。
スタンプ版浮世絵ラリー台紙に、どの順番でもよいので4色を重ね押していくと1枚の浮世絵（喜多川歌麿作「ビードロを吹く娘」）
が完成します。
完成した台紙を参加賞引換所へ持っていくと、先着で参加賞がもらえます。
また、応募用紙を参加賞引換所にある応募箱に投函するか、事務局まで郵送すると、抽選で素敵な賞品が当たります。

1
2

3

スタンプ版浮世絵ラリー参加方法

〒104-0033 中央区新川1-5-17パシフィックマークス新川11F
NPO法人 東京中央ネット　日本橋美人推進協議会事務局宛

スタンプの設置会場は「会場早見表」または「特別マップ」でご確認ください。

【モチーフ画】

ビードロを吹く娘
喜多川歌麿

山本海苔店で浮世
絵を展示中です。
完成度を実物と比
べてみましょう！

商品についてのご注意点
１）写真はすべてイメージとなります。予告なしに写真と一部内容・食材が変わる場合がございます。
２）数に限りがございますので、売り切れの際はご容赦ください。
３）一部の商品にアルコールを使用しています。運転なさる方、アルコールに弱い方などは各店舗でご確認ください。
４）商品にアレルギー原材料が含まれているか否かの確認は、直接各店舗にお問い合わせください。
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9/30・10/28・11/25
榮太樓の日 実演販売：金鍔（税込み 189円）粒焼き大福（税込み 210円）

限定販売：紅白出世大福2個入り（税込み 100円）
営業時間：月～土曜日10:00～18:00 日曜日・祝祭日10:00～16:00

9/26～10/1 陶・宴華灯・画　中尾東楽・豊楽二人展　「陶芸・墨彩画」
10/4～10/8 表装　第15回 日本表装美術協会 表装作品展
10/10～10/15 押し花　第6回 安永サロン押し花展
10/17～10/22 書道　第36回玄黄会展
10/24～10/29 日本画　洲の会日本画五人展
10/31～11/5 水墨画　伊藤昌展
11/7～11/10 書道　第31回　聖句書道展
11/14～ 11/19 篆刻　弟29回木天蓼印会篆刻展　「東海道五十三次宿場名」
11/21～ 11/26 フリーレース　あらきかずこフリーレース
11/28～12/3 書道　第1回香書会展
12/5～ 12/10 工芸　東陶会展
12/12～ 12/17 水墨画　北郷萌 個展「萬世の祈り」
12/19～ 12/24 工芸　工芸グループ「環」
＜中央区まるごとミュージアム10/29・30 参加＞
①東日本の子どもたち　メッセージ展の作品展示

東日本の子ども達から届いた630枚の和紙ハガキのメッセージをアート晴海に展示。
29日午前中は「古代文字を書こう！」のワークショップも予定しています。

②紙漉き体験
小津和紙にて、29日（午前 15名。午後 15名）を予定しています（要予約）。

＜年末感謝フェアー12/5～12/10 ＞
全国各地の手漉き和紙、書画用・絵画用・ちぎり絵用・押し花用など用途に応じた和紙が勢ぞ
ろい。その他和紙小物や筆・墨など。

＜紙漉き体験＆史料館案内＞
営業日に御予約頂ければ紙漉き体験(有料)や史料館、展示室見学も出来ます。

2Fリニューアル　9/14～
「嬉しい」がぎゅっとつまったコレド日本橋2Fファッションフロアが憧れのブランドを
迎えてリニューアルオープン！この秋、コレド日本橋の２Ｆがおしゃれにパワーアップ。
改装リニューアルした2店舗に加え、新ブランドが３店舗仲間入り。
ますます目が離せないコレド日本橋へ。詳細はHPで。

10/26～11/20 コレド室町1周年祭
各店で1周年限定メニューやサービスがもりだくさん！
※詳細は随時HPで更新いたします。

1F 販売部 2F フルーツパーラー
～11/7 実りの秋フェア ～9/30 グレープオンパレード
10/1～ ボジョレーヌーボーフェア 10/1～11/30 マロンオンパレード

グランスタ・グランスタダイニング催事スケジュール
～10/16 秋の味覚フェア
10/3～10/16 鉄道の日フェア
10/29～10/31 ハロウィンフェア
11/14～11/22 いい夫婦の日フェア

「一般公開講演会」午後3時～午後4時30分 入場料 500円 要電話予約
10/26 演題「3・11東日本大震災　～その時　そしてその後～」

講師　森永哲郎 ＜三井不動産（株）東北支店長＞
11/25 演題「日本橋と俳句」

講師　石　寒太（俳人）

9/28～10/2 日本の象牙彫刻展
10/4～10/10 大北海道展
10/12～10/17 第43回日本いけばな芸術展（有料）
10/19～11/1 大和の尼寺　三門跡寺院の美と文化展（有料）
10/26～11/1 第32回グルメのための味百選
11/3～11/8 勅使河原茜 家元継承10年記念 第93回草月いけばな展（有料）
11/10～12/25 ばらのギフトセンター

お蔭様でにんべん日本橋本店は10月28日に新店オープン1周年を迎えます！
そこで10/21～11/20の期間中、1周年記念セール・フェアを多数実施致します！
10/21～10/30 開店1周年秋の謝恩祭り

お待ちかねの福引やクイズによる抽選会を実施！お買得商品や限定商品がズラリ勢ぞろい！
またクーポン券ご利用で対象商品がよりお買得に

10/21～11/20 秋の味覚セール　
「食欲の秋」のお供にぜひにんべんの鰹節を！「栗ときのこご飯の素」等秋の献立にぴ
ったりな商品満載！

11/1～11/15 七五三フェア
11/1～11/20 お歳暮ギフト早期承りキャンペーン

お世話になったあの方へ年末のご挨拶に！お歳暮好適品を多数ご用意！早期特典を実施！
11/1～12/25 おせち承り

お正月には鰹節のだしを効かせたにんべんのこだわりのおせちをどうぞ！
11/1～12/25 初鰹節フェア

数量限定！春仕込み秋出し一番節の初鰹節をぜひご賞味下さい！

にんべん 日本橋本店　TEL 03-3241-0968

日本橋 島屋　TEL 03-3211-4111

日本橋倶楽部　TEL 03-3270-6661

鉄道会館　TEL 03-5299-2209 グラングルメ・キラピカ通り・グランアージュ・グランスタ・グランスタダイニング

千疋屋総本店　TEL 03-3241-0877（1F販売部） TEL 03-3241-1630（2Fフルーツパーラー部）

コレド室町　www.coredo.jp

コレド日本橋　www.coredo.jp

小津和紙　TEL 03-3662-1184

榮太樓総本鋪　TEL 03-3271-7785

9//21～10/3 第58回日本伝統工芸展
10/5～10/17 三越　英国フェア
10/5～10/10 ビーズ＆デゴアクセサリーフェア
10/19～10/27 第55回　旬味まるごと三重展・同時開催大パールフェア
10/28～11/7 三越　秋の紳士ファッション大市/ゴルフ＆スポーツ大祭典
11/16～11/21 とびっきりの新潟展
11/16～11/21 マイセン展
11/23～11/29 東京まん真ん中　味と匠の大中央区展

～11/13 特別展華麗なる<京蒔絵>ー三井家と象彦漆器ー
11/23～1/28 三井家伝来能面と能装束ー神と幽玄のかたちー

10/5～10/31 メインアベニュー：磯貝吉紀ドールハウスの世界
10/5～10/11 センタースポット：「オペラ座の怪人」写真展
10/12～10/20 センタースポット：サッカー日本女子代表報道写真展
10/21～11/8 センタースポット：日本橋改修工事アーカイブ展
10/5～10/31 ヤエチカ　ショップ発信！

14コースの「自分磨きレッスン＆講座」（参加費無料！）
日程等詳細は館内チラシまたはホームページでご確認ください。

11/4 もみ海苔「梅が香」販売（1缶税込368円）
12：30～先着500名様/17：30～先着300名様　※お一人様２缶まで。

11/12～12/25 お歳暮福引抽選会　※お品代税込3,150円お買上げにつき1回。
お歳暮好適品・季節限定商品を各種取り揃えています。

～9/30
○源氏香「斉藤料理長特別会席」
○桂花苑「健美食コース」○すみだ「フリーオーダーステーキディナー」
○パラッツオ「ナチュラルヘルシーメニュー」「日本橋名人芸旬味会」
○シンフォニー「レトロブッフェ」○フォンテーヌ「和風スイーツフェア」
～10/30
○源氏香「紅葉会席」○桂花苑「秋の広東味覚」
○すみだ「フリーオーダーステーキディナー」
○パラッツオ「秋の味覚旅行」「10/24 シェフドミニク・コルビとソムリエジャレ=リュック・
プトーのワインディナー」
○シンフォニー「秋の味覚ブッフェ」○フォンテーヌ「ティーセレクション」

ロイヤルパークホテル　TEL 03-3667-1111

山本海苔店　TEL 03-3241-0290

八重洲地下街　TEL 03-3278-1157

三井記念美術館　TEL 03-5777-8600（ハローダイヤル）

日本橋三越本店　TEL 03-3241-3311

10/10 ★第23回てんてん祭（人形町商店街協同組合 TEL03－3666－9064）

10/13～15 ★第6回人形町の人形市（人形町商店街協同組合 TEL03－3666－9064）

10/19・20 ★日本橋恵比寿講「べったら市」（日本橋恵比寿講べったら市保存会 TEL090-4674-7071）

10/21～11/8 ★第4回日本橋美人博覧会（日本橋美人博覧会実行委員会事務局 TEL03-3667-1113）

10/23 日八会秋のお江戸まつり（日八会 TEL03-3275-3570）

10/28・29 やげん堀移動商店街「縁日まつり」（東日本橋やげん堀商店会 TEL03－3866－3706）

10/30 ★第39回日本橋・京橋まつり大江戸活粋パレード（日本橋・京橋まつり実行委員会TEL03-3561-7348）

10/30 諸国往来市（日本橋・京橋まつり実行委員会 TEL03-3561-7348）

10/30 日本橋意気だね市（名橋「日本橋」保存会 TEL03-3274-6263）

10/30 中央区まるごとミュージアム2011（中央区文化・生涯学習課 TEL03-3546-5346）

11/2・14・26 ★人形町・酉の市（松島神社 TEL03-3669-0479）

11/23 水天宮　新嘗祭（水天宮 TEL03-3666-7195）

11/28 ★小網神社どぶろく祭り（小網神社 TEL03-3668-1080）

12/5 ★納めの水天宮（水天宮 TEL03-3666-7195）

中旬 中央通り「はな街道」歳末クリーンウォーク（NPO法人はな街道事務局 TEL03-3664-8741）

12/26～ ★観光写真コンクール表彰式、作品展示（中央区観光協会 TEL03-3546-6525）

12/27～12/29 納めの歳の市（東日本橋やげん堀商店会 TEL03-3866-3706）

その他の催事情報　★は東京中央ネット（www.tokyochuo.net)で映像配信をしています。

文化・芸術の秋に、中央区の文化的な魅力を再認識したり発見していただけるよう、中央
区と中央区文化・国際交流振興協会の共催により、本年度で第４回となる「中央区まるごと
ミュージアム2011」が開催されます。中央区は、名所・旧跡、画廊・美術館、水辺などさま
ざまな魅力にあふれ、まち全体がミュージアムのようです。当日は、無料のバスや船が区内
を走るとともに、区内各所でさまざまな文化イベントが開催されます。

開催日時 10/30（日）
開催場所 中央区全域
詳細はホームページをご確認ください

http://marugoto.city.chuo.tokyo.jp/
お問い合わせ 中央区文化・生涯学習課

TEL 03-3546-5346

※都合により会期・内容が変更になる場合がございます。
※内容の詳細につきましては各店に直接お問い合わせください。
※東京中央ネット（www.tokyochuo.net)の中央区最新情報でも最新の情報をご覧いただけます。
掲載情報「トピックス・催し物情報」「ホテル情報」「グルメお得情報」「NPOボランティア団体情報」

「第4回日本橋美人博覧会」は
「中央区まるごとミュージアム2011」と連携しています。

榮太樓総本鋪喫茶室「雪月花」での、菓子職人による和菓子教
室。季節の上生菓子作りを体験していただきます。（先着15名）
○場所：本店 喫茶室「雪月花」○日時：10/29（土）
15:00～16:30○費用ほか：2,000円、先着15名
事前申込。本店店頭にて「申込み用紙」に記入の上、参加
費を添えてお申込みください。

芳名張やお祝儀袋のお名前やご住所を上手に書くコツ、
ちょっとしたポイントを学べます。
○場所：小津和紙2F 第一教室
○日時：10/25（火）13:00～14:30○費用ほか：2,500円、16名
TEL03-3662-1184に10/20（木）までに予約を。※フルネーム
を漢字でお伝えください。

池谷　香先生（IFAアロマセラピスト）から基本のアロマセ
ラピーを学び、米ぬかとアロマオイルでクレンジングオイ
ルと洗顔石けんを作ります。
○場所：小津和紙2F 第一教室
○日時：10/29（土）13:00～14:30○費用ほか：2,500円、16名
TEL03-3662-1184に10/20（木）までに予約を。

日本橋きもの美人に美しく変身をして、日本橋界隈の散策
をしてみませんか！着付けやヘアメイクをしながら、プロの
アドバイスを聞いて 自分再発見！！魅力度もUP！
○場所：花影きもの塾 本校、麻布十番 La Vidaサロン○日時：
10/22（土）～11/8（火）○費用ほか：ヘアメイク2,000円 着付
け2,000円レンタルきもの無料　1日限定10名
TEL03-3666-0399（花影きもの塾）2日前までにご予約を。

ベースメイクで透明度のある肌を実感！！描き方ひとつで小
顔効果（アイブロー、チーク）、目力UPでインパクトのある
お顔に…（アイライン、ビューラー・マスカラ）
○場所：セレスティンホテル○日時：10/25（火）～27
（木）18:30～20:00○費用ほか：1,500円、各回15名まで
TEL03-3497-9755またはinfo@lavida-tbs.jpに予約を。申込方法

詳　細

内　容

申込方法

詳　細

内　容

申込方法

詳　細

内　容

申込方法

詳　細

内　容

申込方法

詳　細

内　容 きもの姿での美しい立ち方、座り方、座礼・立礼、暮らし
の中の決まり事Ｑ＆Ａ、ビジネスマナーについてお客様と
のやり取りを交えてミニショー的に開催します。
○場所：八重洲倶楽部○日時：10/27（木）18:00～18:40
○費用ほか：無料
平日のみTEL03-3278-1157八重洲地下街テナント営業部（担当：宮森）

パーソナルカラリストが肌や目の色、髪の色をもとに、
あなたにお似合いの色を診断いたします。
○場所：DIC COLOR SQUARE
○開催日：10/26（水）、31日（月）、11/2（水）、7（月）
○タイムスケジュール：10:30～11:00、11:00～11:30、
11:30～12:00、12:00～12:30、12:30～13:00、14:00～14:30、
14:30～15:00、15:00～15:30、15:30～16:00、16:00～16:30
○費用ほか：10名/1日　延べ40名
TEL03-5203-7780に予約を。

ビジネスやプライベートでもご自宅で簡単にできるみだし
なみテクニックをレクチャー。指先、頭皮、お顔やおヒゲ。
ケアの仕方をプロの専門技術者がレクチャーし、ご体験い
ただけます。彼にすすめてみては？
○場所：艶出専科本店○日時：11/6（日）13:30～15:00
○費用ほか：2,000円（ネイルケア お手入れセットお土産付）1日5名
TEL03-3211-7031（艶出専科）2日前までにご予約を。

現代社会の中で役立つ「暮らしの中のきまりごと」があり
ます。マナーの意味「心」を理解し、形「動作」を身に付
け、自信をもって行動し、美しい姿を自分のものに…。
○場所：セレスティンホテル
○日時：10/26（水）14:00～15:30 11/2（水）14:00～15:30、
18:30～20:00○1,500円、各回15名まで
TEL03-3497-9755またはinfo@lavida-tbs.jpに予約を。申込方法

詳　細

内　容

申込方法

詳　細

内　容

申込方法

詳　細

内　容

申込方法

詳　細

内　容

※内容は予告なく変更になる場合があります。最新の情報はホームページをご確認ください。
※ワークショップについてご質問は、各申込先に個別にお問い合わせください。
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株式会社にんべん　代表取締役社長
1993年 青山学院大学経営学部卒。
同年 株式会社 島屋横浜店入社。
1996年 株式会社にんべん入社。
2009年 代表取締役社長に就任。

好きなことば　～ワクワク～
多くの方に「ワクワク」していただけるような
会社として在りたいし「ワクワク」するような
商品・サービスを提供していきたいと考えます。
私自身も、「ワクワク」する考えと行動を大切に
したいと思います。

雲取りに配した百花繚乱の花々は、礼装としての気品
とあでやかさを持つ訪問着。
淡い撫子色は、幅広い年齢の方にお召しいただけます。
華やかな牡丹と唐花を織り出した錦織の袋帯を合わせ、
優しいピンク系の小物使いで、若々しいコーディネイ
トに仕上げました。 （着付け：花影きもの塾）

かつお節は日本の豊かな気候と風土、長い歳月によ
り育まれた伝統食品です。低脂肪なうえにミネラルや
ビタミンを含みます。
また人間の身体ではつくれず、食品からしか摂取で
きない8種の必須アミノ酸がたっぷり。これがお肌の
みずみずしさに必要なコラーゲンの働きを活性化させ
るといわれていますので、まさに「日本橋美人」には
頼もしい存在ですね。

日本橋美人と「かつお節」

いろまめほへと

津 克 幸

日本橋美人推進協議会プロデューサー
日本橋OLクラブ部会長
株式会社ヤマダクリエイティブ
代表取締役

山 田 晃 子

「日本橋美人 ''Japan Beauty from Edo-Tokyo '' 」とは…
江戸時代から続く伝統を感じつつ、品格や粋などの価値観を大切にする
“心も身体も美しい”女性を総称した、日本橋の地域ブランドです。
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