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別途記載がない限り、イベントの料金には消費税、サービス料を含みます。
今後の状況等により、やむを得ずイベントの中止や内容を変更させていただく場合がございます。
Prices include tax and service charge for club events except where otherwise stated.
Events may be changed or canceled in the future as a result of changes in the state of the 
pandemic or other factors.

2022EVENT CALENDAR August - September
ROPPONGI HILLS CLUB

31

Family Workshop
- Miso Making - 

Family Workshop

Families will work together to craft handmade miso, 
guided by a expert from Hanamaruki Foods Inc., one of 
Japan's leading miso producers. Participants will get 
hands-on experience on how to make miso from 
scratch. 

2pm～ 3:30pm　※1:45pm open
￥5,500 / 1 adult + 1 child 

sat
10親子ワークショップ　～味噌作り体験～ 

14:00 ～ 15:30　※開場 13:45
￥5,500 / 大人 1名+お子様1名

ハナマルキ株式会社様より専門家をお迎えし、手仕込み
の味噌作りに親子で挑戦していただきます。大豆のすり
潰しや麹と塩の混ぜ合わせなどゼロからご体験いただけ
るワークショップです。仕込んだ味噌は約 3ヵ月熟成さ
せたのち、ご自宅へお届けします。

sat
10

Workshop and Lunch
- Moss Ball -

Workshop and Lunch

Participants will use wood from seasonal trees to make a 
moss ball bonsai objet that can be enjoyed throughout the 
year. The �ow of its branches and the change in the seasons 
evoke di�erent expressions, the source of bonsai's 
popularity as a symbol of Japanese beauty.

11am～ 12:30 pm　※10:45am open
￥11,000 (lesson + lunch)

wed
7苔玉ワークショップ（ランチ付き）

11:00 ～ 12:30　※開場 10:45
￥11,000 （レッスン＋ランチ）

季節の樹木で苔玉を作ります。樹木の苔玉はミニ盆栽
のひとつとして 1年を通してお楽しみいただけます。
枝の動きや季節によって表情がかわり、日本の美の象
徴として海外でも人気の高い盆栽。暑い季節に涼を運
ぶ苔玉作りをお楽しみください。

wed
7

AUGUST AUGUST
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We are pleased to invite Members to the exhibition 
"Listen to the Sound of the Earth Turning: Our 
Wellbeing since the Pandemic". Attending Members will 
have access to a special, personally-guided tour by the 
exhibition curator.

thu
29Gallery Tour Mori Art Museum Art Society: Gallery Tour　

Mori Art Museum アート同好会　ギャラリーツアー

11:00 ～ 12:00　 
￥3,500（ワンドリンクチケット付き）

森美術館にて 6月 29 日～ 11 月 6日に開催される展覧
会「地球がまわる音を聴く：パンデミック以降のウェ
ルビーイング」の見どころや魅力を、担当キュレーター
より詳しく解説いただきながら鑑賞いただきます。

thu
29

star anise Family Workshop
-Dim Sum- 

star anise Family Workshop

Parents and children will work together to craft dim sum 
such as pork dumplings and sesame cakes. Participants 
will take home their creations. Enjoy your own 
hand-made dim sum at home.

2:30pm～ 3:30pm　※2pm open
￥7,000 / 1 adult + 1 child (elementary school)

tue
16スターアニス   親子ワークショップ

～点心～ 

14:30 ～ 15:30　※開場 14:00
￥7,000 / 大人 1名 +お子様（小学生）1名

スターアニスのシェフと一緒に、焼売と胡麻お焼きを
作ります。焼売は餡をこね、包む工程にチャレンジ。
胡麻お焼きは、モチモチの生地で小豆餡を包んで、
たっぷりの胡麻をまぶして仕上げます。

tue
16
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Jingu Gaien Fireworks Festival Jingu Gaien Fireworks Festival

Enjoy the Jingu Gaien Fireworks Festival with our bu�et 
style dishes and free-�ow drinks. We hope you will take 
this advantage to enjoy a brief summer moment of joy as 
�ashing �reworks in the night sky.

11am～ 12 noon 
￥3,500  (including  one drink ticket)

sat
20

神宮外苑花火大会

18:00 ～
大人 ￥13,000　  お子様 ( 小学生 ) ￥8,000
お子様 (4-6 歳 ) ￥4,000

6pm～
￥13,000 per adult
￥8,000 per child (elementary school)
￥4,000 per child (4 to 6 years old)

神宮外苑花火大会をブッフェスタイルのお料理とフリー
フローとともにお楽しみください。夜空に広がる花火と
ともに夏のひと時をお過ごしください。

sat
20


