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広島県三次市出身
2003年11月～2009年8月
浄土真宗本願寺派総長

好きなことば～
お母さんは見ている

母親は如何なる時も我が子を思い、
見守る存在です。母親のふところの
温かさや、慈悲深さを忘れずにいた
いと思います。

不二川公勝（ふじかわこうしょう）
浄土真宗本願寺派 築地本願寺 宗務長

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、江戸の地域ブランドです。
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裾模様に流れるようなリボンが贅沢な総絞りの訪問
着です。有職文様の菱文を現代的にアレンジした帯
を合わせ、パーティーから観劇など幅広くお召しい
ただけます。淡い地色に紫を基調とした小物使いで、
大人の可愛らしさを演出しています。

ヘアメイク：La Vida
着付け ：花影きもの塾
衣装協力　：和Beauty HANAKAGE
撮影協力　：築地本願寺
撮　　影　：吉川信之
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※千疋屋総本店、伊場仙で取扱中
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東京中央ネットの役員も鑑賞。
左より細田眞氏、山本■治郎氏、
中村裕氏、山田晃子氏、松平圭珠祐氏

第1部:古典芸能鑑賞会、第2部:きものショー
約300名のお客様にお越しいただき、大変盛況でした。

多数の応募作品の中から厳正な審査の結果、入賞した246作品の力作を展示し、
入賞者には各企業賞が贈呈されました。
また「被災地の児童・生徒の書道作品展」は、主に宮城県(石巻小学校)や福島県、
東京のみなし仮設住宅に避難中の児童・生徒の書道作品を展示しました。

展示会場では「江戸の美意識」をテーマに、浮世絵な

どを中心に展示を行いました。

また、同テーマに関する所蔵作品を有する美術館や

博物館、ギャラリーなどと連携を行い、好評を博し

ました。

継続的に復興市を開催し、少しでも被災地の
お役に立てるよう活動しています。

会期中は、専門的なワークショップが催され好評を博しました。

藤間小紫鶴氏の「雁金」は、
秋の風情で観衆を魅了。

神田明神の神職の協力により
厳かな婚礼のシーンを演出。

外国人モデルも多数出演。
舞台を盛り上げました！

秋晴れの中、江戸東京を
満喫した参加者たち。
10km、5kmともに
完歩者が続出しました！

「三代目直伝！料理ショー」では、
たいめいけんの三代目自らが
腕をふるい、オムライスなど
の試食付きで大満足！

「女子力を磨く美文字レッスン」
は、マスコミで話題の美文字講
座！文字を正しく整えて書くコ
ツを学びました。

「パーソナルカラー診断体験
コース」には、募集と同時に
定員に達する程の大人気が！

「和菓子作り体験教室」は、
榮太樓總本鋪の菓子職人
による人気の教室。

EDO ART EXPO開催記念
として浮世絵や装身具の特別
展示が行われました。

初代豊国によって描かれた団扇絵
「今様一二ヶ月」が公開されました。

榮太樓ミニギャラリーでは、稀少
価値が高い、歌川広重の肉筆画が
特別公開され、注目を集めました。

「にんべん」や「たいめいけん」
所蔵の貴重な浮世絵が展示さ
れました。

川越市立美術館では、EDO ART EXPO開催記念
として小村雪岱の挿絵原画や、井上安治の浮世絵
が展示されました。

古地図や料理模型など、
多分野の中にも、江戸の
美意識を垣間見ることが
できました。

日本全国から集められた膨大な凧
のコレクション。

東京家政学院大学の学生で結成された「PRESS
STAFF」は、各会場の様子や体験レポートを
ユニークな視点でBLOGに書いてくれました。

日本橋、神田川、小名木川、
深川のいずれのコースも満員。
スカイツリーを見る贅沢も。

「お江戸日本橋」の楽曲に合
わせ華麗な舞を披露。

琴、三味線、尺八の合奏はまさに古典芸能の世界。

伝統芸能の夕べ出演者一同

元禄時代の花見風俗を、
華麗な舞踊で再現。

伝統芸能の夕べ

「江戸東京ウオーキング」「お江戸日本橋舟めぐり」

東京都の児童・生徒による“江戸”書道展

ワークショップ

第2回 復興市

各種ラリー

EDO ART EXPO期間限定スウィーツなど
33アイテムが勢ぞろいしました！

江戸の地域ブランド、定番アイテムがライン
ナップ。

街を巡って江戸（東京）
散策！誰でも参加でき
るのが魅力のラリー。

開催会場一覧

美人新聞 No29念校.qxd  12.12.25 4:27 PM  ページ 2



※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」

12/28 榮太樓の日
出世大福（税込み100円）販売　金鍔・粒やき実演販売

1/3 初売り　福袋販売　日本橋橋際にて物販
1/4 獅子舞・はしご乗り
1/11 鏡開き500名様お汁粉振る舞い（ＰＭ2時～先着順）
1/25・2/22・3/29 榮太樓の日

出世大福（税込み100円）販売　金鍔・粒やき実演販売

＜小津ギャラリー予定＞
12/10～12/15 鎌倉彫り鎌倉彫・彫雅会　木内晴岳　襲名展
12/17～12/22 書道　竹澤玉鈴　展～過去・現在・そして明日へ～
1/4～1/19 日本画　たくづの会　（但し1/6・1/13休廊）
1/21～3/2 休廊
3/4～3/9 和紙　2012公募　第24回 全国和紙絵画展
＜店舗イベント＞
12/17～12/22 年末感謝セール
3/11～3/16 春の感謝セール
＜講座＞
12/17 写経の心得
12/18 お正月飾り作り
12/19 古文書を筆で書く

1/2・3 獅子舞（各日とも10:45～,12:30～,18:00～）
1/2～ ウィンターセール / 福袋
2/4～2/14 バレンタイン
3/4～ ホワイトデー

1/2・3 獅子舞（各日とも14:30～）
1/2～ 福袋

1/2・3 獅子舞（各日とも16:00～）

12/8～1/26 ゆくとしくるとし―茶道具と円山派の絵画―
2/8～4/7 三井家のおひなさま　特別展示「酒のうつわ」

＜本館7階催物会場＞
12/15～12/24 第53回2012年報道写真展
12/19～12/24 ウインターレディスファッションバザール
12/26～1/7 日本の職人　匠の技展
1/9～1/16 第4回長崎展
1/18～1/21 スペシャルプライスバザール
1/23～1/28 家具・インテリアバザール

2013 winter 三越美術特選会
1/30～2/4 大壱万均一
＜新館7階催物会場＞
12/19～12/25 クリスマスワールド
12/27～1/14 生誕90周年記念　山下清展
1/23～2/4 佐川美術館所蔵　平山郁夫展～大唐西域画への道～

日本橋三越本店　TEL 03-3241-3311

三井記念美術館　TEL 03-5777-8600（ハローダイヤル）

日本橋三井タワー　www.coredo.jp

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

～12/19 第34回カレンダー展　10:00-19:00 センタ－スポット
～12/25 ヤエチカホワイトクリスマス

クリスマス大抽選会　10:00-21:00 メインアベニュー
北海道雪と氷の祭典特集　

12/20～12/25 ミュージックライブ　メインアベニュー
12/26～1/3 第89回箱根駅伝展　10:00-20:00 センタ－スポット
1/2～1/4 ヤエチカ福袋
1/2～1/31 ウィンターバーゲン
2/1～2/14 冬の売りつくし
2/15～3/5 サンクスバザール
2/15～2/24 東京マラソン展　10:00-20:00 センタ－スポット

1/1 休業日
1/2～1/6 日本橋店開店80周年記念

新春謝恩大バーゲン/新春きもの大市
1/8～1/23 半年に一度のタカシマヤインテリアフェスティバル
1/29～2/4 第37回戸塚刺しゅう展（展示・即売）
2/2～2/14 アムール・デュ・ショコラ　～ショコラ大好き！～
2/6～2/14 現代女流書100人展（有料）
＜そのほか正月イベントなど＞
1/4 時間：午前10時・正午　場所：1階正面入口

新春江戸火消し・梯子乗り・木遣り唄
江戸消防記念会第一区連中
（雨天・荒天時は変更または中止）

※12/31は午後6時までの営業、1/1は休業日、
1/2は午前10時より午後7時までの営業となります。

12/15～12/31 歳末セール
家族揃って迎える新年の準備に。年内最後のお得なセールです！
1/2～1/10 新春セール
2013年の幕開け！1/2～初売りとして福袋、おせちも販売いたします。
どちらも数量限定！
1/11～2/28 受験生応援フェア
受験シーズン到来！粘り強く頑張ってほしいお子様に、納豆のお菓子
「いろまめほへと」をどうぞ。
2/1～2/14 バレンタインデーフェア
大切なあの人に感謝の気持をこめて、にんべんの贈り物はいかが
でしょうか。

「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
1/29
演題「2020年オリンピック・パラリンピック東京招致に向けて」
講師 水野正人氏（東京2020オリンピック・パラリンピック招致委員会ＣＥＯ）
2/未定
演題「伝統の話芸・講談」
講師 未定
3/未定
演題「人生、午後3時からが面白い（楽しいセカンドライフのために）」
講師 大八木元氏

日本橋倶楽部　TEL 03-3270-6661

にんべん 日本橋本店　TEL 03-3241-0968

日本橋■島屋　TEL 03-3211-4111

八重洲地下街　TEL 03-3278-1157

～12/25 クリスマスお歳暮フェア
12/26～ お年賀好適品フェア
12/26～3/31真紅な苺のごあいさつ
1/2 新春寿フェア・初売出福袋
1/2～1/14 新成人の日好適品フェア
1/8～2/3 寒中お見舞い好適品フェア
2/1～2/14 フルーティバレンタインフェア
3/1～3/14 フルーティホワイトデーフェア

12月上旬 新海苔入荷！　旬の味をお楽しみください。
～12/25 クリスマスプレゼントフェア
1/2・3 新年「福袋」販売　各日10：00～　先着100個

税込3,150円（1/2・3の営業時間10：00～17：00）
1/4 七福神めぐり特別販売

10：00～16：00頃　この日限りのお買得品をご用意。
2/6 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

11/1～12/21 冬のごちそうランチフェア（鉄板焼きすみだ）
12/1～12/30 料理長おすすめコース（桂花苑）
12/22～12/25 クリスマスメニュー（鉄板焼きすみだ）

クリスマス特別会席（源氏香）
シンフォニークリスマスブッフェ（シンフォニー）
クリスマスデザートプレート（フォンテーヌ）
クリスマス特別会席（源氏香）
桂花苑クリスマスコース（桂花苑）
クリスマススカイナイトディナー（オルフェウス）

12/23～12/24 クリスマス限定特別メニュー（パラッツオ）
12/31 カウントダウンパーティー
1/1 春風亭小朝　新春独演会
1/2 ニューイヤーコンサート

12/15～1/10 茅の輪くぐり
（波除神社　TEL 03-3541-8451）

12/27～12/29 納めの歳の市★
（東日本橋やげん堀商店会 TEL 03-3666-3706）

1/4 第28回 日本橋七福神めぐり
（日本橋三越本店 TEL 03-3241-3311）

1/2～1/3 第89回東京・箱根間往復大学駅伝競走
（名橋「日本橋」保存会　TEL 03-3546-5328）

1/5 初水天宮★
（水天宮　TEL 03-3666-7195）

1/5 築地市場初荷
（築地市場　TEL 03-3542-1111）

2/3 節分祭★
2/24 東京マラソン2013

（東京マラソンエントリーセンター　TEL 03-5772-7667）
3/中旬 中央通り「はな街道」春の花植え

（中央通り「はな街道」実行委員会　TEL 03-3664-8741）

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

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））
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日本橋ゆかり
日本橋美人松花堂弁当 3,675円
割烹 嶋村
日本橋美人会席 3,675円
寿保羅
日本橋美人釜飯ランチ 1,000～1,200円
伊勢重
日本橋美人ランチ｢焼豚サラダのお重｣ 2,800円
矢の根寿司(ロイヤルパークホテル店)
海鮮ばらちらし「日本橋美人」セット 2,500円
千疋屋総本店
日本橋美人梅酒(Plum Wine） 1,260円
日本橋美人百市の柿酢 1,890円
日本橋美人いちじくジャム 1,050円
榮太樓總本鋪/室町ボンクール
日本橋美人なごみあんぱん 210円
ロイヤルパークホテル
日本橋美人ヘルシーダニッシュ 378円
日本橋美人ロングカクテル 1,400円
日本橋美人 Feeling Beautyツイン（1名様利用）35,500円～
日本橋美人美人婚礼衣装プラン 451,500円
遠忠商店本店
日本橋美人佃煮・ふりかけ 450～1,500円
亀井堂
日本橋美人瓦煎餅 名入れ小瓦筆箱 480円
はいばら
日本橋美人ポチ袋 470円
日本江戸クラフト協会
江戸の灯ディスカバリー"日本橋美人"

大サイズ 9,660円 小サイズ 5,880円
資生堂ビューティーサルーン コレド日本橋店
日本橋美人ボディー 15,750円
日本橋美人フェイシャル 12,600円
堀井
日本橋美人ゆかた オープン価格

日本橋美人商品一覧

プロジェクトにご賛同いただける企業・名店と共に、日本橋美人商品の開発を行っています。お問い合わせは日本橋美人プロジェクト事務局まで。日本橋美人プロジェクト事務局（NPO法人東京中央ネット内）TEL:03-3553-5550

その他、ホームページでご確認ください。
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