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NPO法人 江戸城再建を目指す会 会長
太田道灌公墓前祭実行委員会 会長
出光興産株式会社 監査役

好きなことば～
ふかくこの生を愛すべし　かへりみて己を知るべし
学芸を以て性を養うべし　日々新面目あるべし
東洋美術史の研究家で歌人、書家と多彩な活動
をした早稲田大学の会津八一教授の言葉が好き
です。最近、改めてこの言葉の重みを感じるよ
うになりました。特に「学問芸術をもって品性
を養うべし」と言う一文が好きです。

太 田 資 暁（おおたすけあき）

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）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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春の山々を思わせるサーモンピンクの訪問
着は、花びらでデザインした朧月が優しく
楚々としています。吉祥文様に四季の花々
を織り込んだ袋帯を、重ね衿と小物に利か
せ色を使い、華やかさもプラスし、春をイ
メージしたコーディネイトです。

着付け ：花影きもの塾
衣装協力：和BeautyHANAKAGE
撮影協力：ロイヤルパーク ホテル
撮　　影：吉川信之
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※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」

3/30・4/27・5/25 
榮太樓の日金鍔実演（税込み189円）出世大福（税込み100円）
4/8 春の名橋日本橋祭り
5月 和菓子教室（実施日未定）

2/27～3/3 絵手紙藤田春海素のままに絵手紙祈りをこめて
3/5～3/10 和紙 2011公募第24回 全国和紙絵画展
3/12～3/17 油絵第6回葉展（YO-TEN)
3/19～3/24 書道第3回石川香月書展
3/26～3/31 継ぎ紙第28回王朝継ぎ紙合同作品展
4/2 ～4/9 絵手紙折々の心伝えて絵手紙展～絵手紙花の実会～
4/9～4/14 書道第3回東海かな展
4/16～4/21 書道華胥会書展
4/23～4/28 写真「感覚中国ー新意」書:除秀棠（人間国宝）/写真:飯塚武教（APA）
4/30～5/5 日本画うヰ展
5/7～5/12 紙あかり田淵萬坊和紙明かり展
5/14～ 5/19 押花ふしぎな花倶楽部日本橋教室押花展
5/21～ 5/26 押花平成24年日本原色押し花東京支部展～花の詩～
5/28～ 6/2 書道香泉書の会
6/4～ 6/9 水墨画第7回潤墨会展水墨画・墨彩画
6/11～ 6/16 和紙手漉き紙四人展
紙漉き体験（要予約）、文化教室（要予約・書道、水墨画をはじめ約80の講
座）も随時受け付けておりますので、お問い合わせください。
（担当：中村・今井/電話03-3662-1184まで）

3/14～4/1 「HAPPY-GO-LUCKYな19日間!」
3/26～ 「食べてお得！買ってお得！な、Happy Week」
この春、8周年を迎えるコレド日本橋では、期間中、感謝の気持ちを
込めた限定品の品々やメニュー等をご用意。初日からはラッキーバッ
グの販売（無くなり次第終了）や、「毎日を楽しく」の思い込めた特
別な19日間となっておりますので、この機会にぜひご来館ください。
詳しくは、www.coredo.jpまで。

3/1～ 「平日限定！得旨ランチ」
季節のランチや、平日でしか味わえないメニューなど個性豊かなラン
チメニューを多彩にラインナップ！毎日使うランチだからこそ“お得
に”“おいしく”利用してみませんか？
平日限定なので、同僚やお友達を誘ってご来館ください。

2/8～4/8 茶会への招待ー三井家の茶道具ー
併設：初公開ー新町三井家の新寄贈品から

4/14～6/17 特別展ホノルル美術館所蔵
「北斎展」■飾北斎生誕250周年記念

グランスタ・グランスタダイニング催事スケジュール（予定）
3/16～4/8 春の行楽フェア
4/23～5/13 GW＆母の日フェア
6/1～6/17 銀の鈴＆父の日フェア

「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
3/27 演題「500年の伝統話芸　講談」

講師　宝井駿之介氏（講釈師）
4/25 演題「東京スカイツリーの建設　～世界一の高さへの挑戦～」

講師　高木浩志氏（㈱大林組　建築本部プロポーザル部）
5/31 演題「歌舞伎の出来るまで」

講師　片岡明美氏（片岡亀蔵氏夫人）

日本橋倶楽部　TEL 03-3270-6661

鉄道会館　TEL 03-5299-2209 グランスタ・グランスタダイニング

三井記念美術館　TEL 03-5777-8600（ハローダイヤル）

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

3/1～4/30 フレッシュマン乾杯フェア
4/16～5/13 ヘルシーマザーズデーフェア
5/1～8/31 トロピカルフルーツフェア
5/21～6/17 ヘルシーファザーズデーフェア

～3/20 聖徳太子1390年御遠忌記念　法隆寺展（有料）
3/14～3/20 大いわて展
3/22～3/27 ザ ローズ オブ セレブレーション／美術作家によるチャ

リティーオークション／ベビー・キッズファッションバ
ーゲン／振袖フェスティバル

3/29～4/4 春の北海道フェア
3/30～4/4 FLOWER&SPACE いま―空間の花―そして 小原宏貴展（有料）
4/10～4/16 春の味百選
4/10～4/17 深雪アートフラワー展／ミセスファッションバーゲン
4/18～4/24 大九州展
4/19～4/24 山村御流いけばな展／木村孝のきものおしゃれ塾
4/26～5/7 澄川喜一彫刻展／メンズバーゲンフェスティバル
5/9～5/28 五浦と岡倉天心の遺産展（有料）
5/9～5/14 トリンプビッグバーゲン／レディスファッションバーゲン
5/16～5/21 日本の伝統展／越前和紙「美と芸術」の世界展
5/23～5/28 やまがた展／かな書展
5/30～7/18 ばらのギフトセンター
5/31～6/5 池坊550年記念展（有料）
6/7～6/25 シャガール展（有料）

3/1～3/14 ホワイトデーフェア
お返しには女性にも嬉しい美容や健康にも良いとされる、納豆を使用
した納豆和菓子「いろまめほへと」をぜひどうぞ！
4/6～4/15 春の謝恩祭り
毎年恒例の「春の謝恩祭り」を開催！　通常お取り扱いのないお買得
商品の他、限定の鰹のたたき等、この時期しか味わえない春の味覚が
目白押しです！空クジなしの福引きやクイズ等お楽しみも満載です！
※毎月24日はふし（節）の日…ポイント2倍キャンペーン実施
※毎月24日～月末の期間…お買得商品多数の月末セール開催

3/21～3/26 ジミー大西展入場無料
3/14～3/20 リヤドロ展
3/28～4/9 第67回 春の院展入場無料
4/4～4/9 第66回 全国銘菓展
4/11～4/20 三越イタリアフェア
4/11～4/16 エリオット・アーウィット写真展～愛しのイタリア～
4/18～4/23 第52回 東日本伝統工芸展
4/21～4/30 メンズウィーク 三越 春の紳士ファッション大市/ゴル

フ＆スポーツ大祭典
5/2～5/7 初夏の食品　北海道展

3/15～4/17 スプリングフェスタ
PART1：3/15～3/30 「NEWS NEW」
・春の通勤スタイル提案＆新作春メニュー紹介
・館内設置型ウエルカムクーポン
PART2：3/31～4/17 「ウエルカムヤエス」
・フレッシャーズ提案
・スタンプラリー・ウエルカムクーポン
4/18～5/8 サンクスバザール
4/28～6/5 日本のタワー展

八重洲地下街　TEL 03-3278-1157

日本橋三越本店　TEL 03-3241-3311

にんべん 日本橋本店　TEL 03-3241-0968

日本橋■島屋　TEL 03-3211-4111

千疋屋総本店 TEL 03-3241-0877（1F販売部）
TEL 03-3241-1630（（2F2F フルーツパーラー部＆レストラン部フルーツパーラー部＆レストラン部）） 3/11～4/1 春の謝恩セール

新商品や日本橋本店限定商品の数々を取り揃えております。
5月上旬～　初夏の特別販売会

この季節だけの限定商品や本店限定商品をご用意いたしております。
6/1 海苔の日もみ海苔「梅が香」特別販売 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。
6/9～ 福引抽選会

ご来店で、お品代税込3,150円お買い上げにつき1回

◆鉄板焼　すみだ
～3/29 フリーオーダーステーキディナー
～4/30 松阪牛と春の味覚フェア

◆フレンチレストラン　パラッツオ
～3/30 フランス料理の源流を訪ねて＜ノルマンディー・ブルターニュ地方＞
～4/30 “美味しさと健康そして美容”ナチュラルヘルシーメニュー

◆コーヒーショップ　シンフォニー
～3/31 春のお祝いブッフェ＜桜鯛,鰆,桜海老,筍　春の賑わい＞
～4/30 春のお祝いブッフェ＜和牛ローストビーフとふんだんな春の食材＞

◆ロビーラウンジ　フォンテーヌ
～3/31 ハーブティーセレクション

◆日本料理　源氏香
～3/31 早春の会席ー桜鯛,鮑と春の味覚ー
～4/15 お花見御膳
～4/30 斎藤料理長特別会席ー春の息吹き,筍,伊勢海老ー

◆中華料理　桂花苑
～3/31 春の広東味覚コース＜桜海老,筍,春野菜のコラボレーション＞
～4/15 さくらフェアー桜の香りとともにー
～4/30 春のお祝いプラン
～4/30 春の広東味覚コース４月＜白魚や春野菜の広東料理の晩餐＞

◆メンバー　ロイヤルスコッツ
～4/10 社内カクテルコンペフェア　テーマ「春」

◆スカイラウンジ　オルフェウス
～4/15 桜満開　“桜カクテルフェア”

◆イベント
3/30 嶋村満雄＆辻口博啓　春の美食晩餐会
4/30 第六回落語一番勝負　若手落語家グランプリ

4/6～8 日本橋・八重洲さくら祭り
（日八会　TEL 03-3275-3575）

4/8 ★春の名橋日本橋まつり
（名橋「日本橋」保存会　TEL 03-3546-5328）

4/下旬 中央通り「はな街道」夏の花植え
（NPO法人はな街道事務局　TEL 03-3664-8741）

5/5 ★水天宮例大祭
（水天宮　TEL 03-3666-7195）

5/28 ★小網神社大祭
（小網神社　TEL 03-3668-1080）

6/8～10 ★山王まつり（本祭）
（日枝神社　TEL 03-3581-2471）

6/20～30 茅の輪くぐり
（小網神社　TEL 03-3668-1080）

6/30 夏越の大祓
（小網神社　TEL 03-3668-1080）

その他の催事情報 ★は東京中央ネット（www.tokyochuo.net)で映像配信中

ロイヤルパークホテル　TEL 03-3667-1111

山本海苔店　TEL 03-3241-0290
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