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ブーカもりやま

18

田中町943-8 ☎64-7219

yuuji アコースティックライブ

火

アコースティックデュオコンサート

「温かな音楽の湯浴み」

時間●開場17：30〜 食事スタート18：00
（入浴サービス）
料金●5,500円（50名） 料理＋１ドリンク（追加別料金）

イタリア料理の盛り合わせなど３皿
（１ドリンク

良い音楽となって聞き手をつつんでくれます。

土

香雲堂本店八幡店２F・香織茶寮
八幡町1-2-14 ☎70-0525

イメージです
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土

各会場とも予約or前売り券が必要です。
それぞれのお店にお問合わせください。
市外局番は0284

楽しんでいただきます。

あしかが旬亭

助戸仲町492-1 ☎43-1161

時間●開場12：30〜 スタート13：00
料金●2,000円（30名）
料理＋コーヒー＋天然かき氷

時間●開場18：00〜 スタート18：30
料金●5,000円（税別）
（26名）
料理＋１ドリンク（追加別料金）

1

土

小林懐石料理マナー教室
福居町283 ☎71-0837

「懐石料理のいただき方とマナー」
と
「お筝演奏」

時間●受付16：30〜 スタート17：00
イメージです
料金●10,000円
懐石料理＋ドリンク（お酒）＋（抹茶＋お菓子）

日本酒3種類（純米吟醸、吟醸、生酒）の飲み

マスコミで引っ張りだこ、かき氷界のカリスマ

恒例となった足利出身の声優斎藤次郎の朗読

興味はあるけれど、
なかなか機会がない
「茶懐

利落語研究会」
の落語を楽しんでいただきます。

とトマトを使ったグラタン
（自家製バゲット付）

家、翻訳家など多彩な才能を世に送り出して

たにおすすめの企画です。懐石料理のフルコー

吉新氏をゲストに迎え、
「JA足利産のアスパラ

あしかがフラワーパーク
迫間町607 ☎91-4939
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石」
の席。
「一度は体験してみたい」
、
そんなあな

会です。今年は、詩人でありながら児童文学作

とコーヒー」、そして「足利とちおとめのスペ

いる「長田弘」の詩を、心に沁みるバリトンで

スをいただきながら、楽しく懐石のマナーを体

だきます。

てください。

回も渡辺寿美の筝の演奏が予定されています。

シャルかき氷」の実演をし、召し上がっていた

祝

浦スリーワンクリニック院長）の話。その後美

声優斎藤次郎が挑む詩の朗読会

比べと、
あしかが美人を使った料理。
そして
「足
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日程は全て2月中です

味しく健康的な文楽の日本料理（点心弁当）
を
イメージです

ＦＯＯＤコース

ヤケドの湿潤治療」
というテーマで、元足利日

真冬に楽しむ天然かき氷

―ゲスト／日光蔵元 松月氷室の吉新昌夫社長―

時間●開場16：30〜 スタート17：00
料金●5,000円（30名）
日本酒＋料理

時間●開場11：30〜 スタート12：00
会費●3,800円（20名〜） 点心弁当＋１ドリンク

アレンジと洗練された演奏が、
シンプルで心地

22

お酒と落語の会

医食同源特別講演

「キズやヤケドの治療について」
と
「心も体も元気になる日本料理」

赤でも活躍されていた望月吉彦医師（東京・芝

は足利を拠点にライブ活動を展開中。上質な

伊勢町3-8-5 ☎42-1121

大町432 ☎41-8540

Etsucoのデュオを楽しんでいただきます。
２人

ください。
お酒を飲めない人にも充実したドリ

ホテル高雄

日本料理 文楽

「痛くない、キズ痕が残らない、早く治るキズ・

のギタリストLEFTY ALONEとヴォーカリスト

ンクメニューを提供しています。

土

地元食材を使った創作料理とフィンガリング

付き）
と、毎年ベリテンライブに出場している

アーティストYuujiの奏でるギターを堪能して

祝

15

葉鹿町1981 ☎62-0136

Etsuco＆LEFTY

時間●①開場12：00〜 スタート12：30
②開場19：00〜 スタート19：30
料金●4,500円（各回10名） 料理＋１ドリンク（追加別料金）
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東葉館

マーラーズ パーラー

家富町2213-7 ☎21-5580

得できるという1回目から好評のシリーズ。今

語っていただきます。毎回好評の料理も堪能し

16

日

COCO SPOON

伊勢南町11-4 ☎41-3399

8

土

料亭 相洲楼

通5-3208 ☎21-3101

髙橋正典が贈る
「魅惑の調べ」

有機大豆を使った味噌作りワークショップ

料理を味わい、
日本酒を学ぶ

塩見奈々江の
「受け継ぐ くらし」

時間●開場18：00〜 食事スタート18：30
料金●6,000円（70名）
ビュッフェ料理＋１ドリンク（追加別料金）

時間●開場10：00〜 スタート10：30
料金●3,000円（10〜12名）
ランチ＆１ドリンク

時間●開場18：00〜 スタート18：30
料金●4,500円（30名）
日本酒＋料理

時間●開場18：00〜 スタート18：30
会費●5,000円 （25名）
料理＋１ドリンク（追加別料金）

全米最大級の音楽の祭典を制し、
カーネギー

有機野菜と無農薬米を中心にした、
目にも美

「酒道庵庵主・武井保則さん」を講師に迎え、

的な歌唱力を武器に、
ジャンルの垣根を超え

店で使用している有機野菜農家の大豆を使っ

く学びます。“これであなたは日本酒通”になれ

ホールでのソロリサイタルを成功させた圧倒

味しく楽しいべジ料理〈おすすめ〉
の店。普段も

た縦横無尽のパフォーマンスが話題。
「THEカ

て、手軽にできる味噌作りを体験してください。

トン歌手です。

いただきます。

ラオケ★バトル」
でも優勝している異色のバリ
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土

珈琲処 晴れ晴れ
大町2-3 ☎64-9785

「今西太一

初花月の音楽会」

音・書・香 スペシャルティ珈琲とともに
時間●開場18：00〜 スタート19：00
会費●3,700円（20名）
音楽＋珈琲＋デザート（追加別料金）
自家焙煎スペシャルティー珈琲とデザートとと

もに、今西太一のパワフルで熱い演奏をお楽

しみください。店内には今西にインスピレー

ションを受けた霞翠の書を展示。足利にて開

店５周年の記念音楽会です。FOOD＋音楽＋

アートな時間をお楽しみください。

日本酒に関する知識やたしなみ方などを楽し

るかも！

足利産の野菜などを使ったランチも楽しんで
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土

ニューミヤコホテル足利本館9F
レストラン
「ラ・ベルビュー」

ココ・ファーム・ワイナリー

南町4254-2東武足利市駅北側 ☎71-3333

ワイナリーツアー ＆ 美食と美酒のマリアージュ

時間●①受付15：00（ニューミヤコホテル）
→ワイナリーツアー出発
②レストラン開場17：30
コース料理スタート18：00
料金●10,000円（定員40名）
ワインテイスティング10種＋コース料理

※②コース料理のみ参加もOK。ただし同一料金です。

ワイナリーツアーの後、
ニューミヤコホテル最
上階のレストランで地元の新鮮素材を活かし
たフルコース料理を国際会議や国際線で使用
されたワインとともにお楽しみください。

渡良瀬通信に「テーブル
上の季節」
を連載している
塩見奈々江さんは、幼少
期からヨーロッパで過ごしました。和・洋を問わず、古く
からの物を愛し、今の時代を共に生きている塩見さん
のヨーロッパや足利での暮らし、大好きな和服について
などの興味深い話と、美味しい食事をお楽しみください。

17

月

レストラン鼓々里

田中町32-11地場産センター１F ☎70-5655

二胡の調べ

〜酒井和嘉子〜と中華のひととき
時間●開場17：30〜 スタート18：00
料金●6,000円（30名）
料理＋１ドリンク（追加別料金）

足利風土祭５回目の出演となる酒井和嘉子。

9

日

シチューの王様 ビストロ ガレ
鹿島町1111-2 ☎55-6324

「足利の民話」
と
「王様のシチュー」
の
コラボレーション
時間●開場18：00〜 スタート18：30
会費●3,000円（７名〜）
１ドリンク付
本格ビーフシチューの専門店として鎌倉で32
年間営業をしていた
「ビストロ ガレ」
。
素材と手

本国の著名奏者から賞賛を得ている成長著し

づくりにこだわる絶品のシチューと、先ごろ出

ん空間も大切に考える鼓々里で素敵なひとと

川繁子さんが語る
「足利の伝説と民話」
をお楽

い注目の若手女性二胡奏者です。味はもちろ

きを二胡の音色とともにお楽しみください。

版された著書（※）
が評判の92歳の保育士・大

しみください。 ※『92歳の現役保育士が伝えたい
親子で幸せになる子育て』
（実務教育出版）

