
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
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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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