
 
 

第１部 10:00～12:00  
 
Ａ．京都・時代と女性 ―明治編―            講師 ： 中川 祐子 氏 （京都・清遊の会 主宰） 

明治という未知の世界を切り開き生きた京にゆかりの女性たち。京の町に残る風景にその面影をたどります。 
 

回次 開催日 テーマ 

第１回 ４月１５日（土） 明治の后 昭憲皇太后（一条美子） 

第２回 ５月２０日（土） 海を渡った祇園の芸妓 モルガンお雪 
 
Ｂ．地名で繙く京都 ―郵便屋さん泣かせの京都の地名―  

講師 ： 小嶋 一郎 氏 （合同会社京都感動案内社 代表） 
京都市内にある難読地名や他の地域では余り耳にしない用語など、独特の地名・町名・通り名から、その周辺の歴史を繙いていきます。 
 

回次 開催日 テーマ 

第１回 ６月１７日（土） 上京区の地名・町名 

第２回 ８月１９日（土） 中京・下京区の地名・町名 

第３回 １０月１４日（土） 東山・山科区の地名・町名 

第４回 
平成３０年 

１月２０日（土） 右京・西京区の地名・町名 

第５回 
平成３０年 

２月１０日（土） 北・左京区の地名・町名 

第６回 
平成３０年 

３月１７日（土） 南・伏見区の地名・町名 
 
Ｃ．京都・新今昔物語 ―京都開催―      講師 ： 堤 勇二 氏 （京都学園大学経済経営学部 非常勤講師） 

多彩な物語で組む『今昔物語集』をひもとき、「今は昔」になった京都の世界をのぞき見、「今も昔」と変わらぬ人々の営みを楽しみます。 
 

回次 開催日 テーマ 

第１回 ７月１５日（土） 変わる社寺と変わらぬ場 物語の舞台、いま昔 

第２回 ９月９日（土） ボケと突っ込み？ 物語の教え、いま昔 

第３回 １１月２５日（土） 京の怪異は予測不能 都の不思議、いま昔 

第４回 １２月１６日（土） 人生泣き笑い 都の宝はいつの世も人 都びと、いま昔 

第２部 13:30～15:30  

 
Ｄ．華麗なる貴族の系譜 ～時代ごとに歴史を牽引～   講師 ： 山村 純也 氏 （株式会社らくたび 代表取締役） 

各時代に一族から実力者を輩出し、その時代を牽引した貴族達の活躍と歴史の関わりを解説し、特徴や処世術等を系譜で通覧します。 
 

回次 開催日 テーマ 

第１回 ４月１５日（土） 賀茂氏 『平安時代を創始した名門一族』 

第２回 ５月２０日（土） 小野氏 『平安時代が誇る才能一家』 

第３回 ６月１７日（土） 平家  『平安時代の幕引きを演出』 

第４回 ７月１５日（土） 九条家 『鎌倉時代の変化に即応』 

第５回 ８月１９日（土） 日野家 『室町時代を裏から牽引』 

第６回 ９月９日（土） 近衛家 『戦国時代に力強く躍進』 

 
Ｅ．となりの京都学 生活（くらし）目線の京案内      講師 ： 中川 祐子 氏 （京都・清遊の会 主宰） 

身近な日常に潜む、日々の営みに溶け込んで目立たないけど奥深い文化の数々など、生活の町・京都の楽しさと驚きをお届けします。 
 

回次 開催日 テーマ 

第１回 １０月１４日（土） 京の風土と大豆のチカラ ～寺院と老舗と～ 

第２回 
平成３０年 

１月２０日（土） 京都・酒文化の広がり ～酔ゐにまかせて～ 

第３回 
平成３０年 

３月１７日（土） 京のお漬もん ～驚きの智恵袋～ 

平成２９年度 

主催：京都商工会議所 



Ｆ．信長・秀吉と京都                 講師 ： 山田 邦和 氏 （同志社女子大学 教授） 

京都のあちこちに残る信長・秀吉の遺跡を訪ねながら、日本の歴史の大きな転換期となったこの時代の本質に迫ります。 
 

回次 開催日 テーマ 

第１回 １２月１６日（土） 織田信長の政権構想と京都 

第２回 
平成３０年 

２月１０日（土） 豊臣秀吉の政権構想と京都 
 

Ｇ．今年一年の京都の話題・時事を振り返る ―京都開催―  講師 ： 塩原 直美 氏 （京都観光おもてなし大使） 
2016年秋～2017年秋の京都新聞に掲載された記事から観光関連の時事や話題、来年注目されそうな事柄を取り上げ、説明・解説します。  

回次 開催日 テーマ 

― １１月２５日（土） 今年一年の京都の話題・時事を振り返る 
 

【受講料】 各コース ２,５００円  ※下記コース一括お申込みに限り、２割引の特別価格となります。 
       Ｂ・Ｄコースの一括（６回分）：12,000 円 ／ Ｃコースの一括（４回分）：8,000 円 

※ 諸般の事情により、平成 29 年度から受講料の改定をお願いさせていただくこととなりました。 
受講者の皆様には、ご理解賜りますようお願い申し上げます。  

【定 員】 各コース １５０名   （定員になり次第締め切ります）  
【会 場】 京都商工会議所（京都市営地下鉄烏丸線 丸太町駅南側６番出口すぐ） 
      ※駐輪場はございませんので、公共交通機関でお越しください。  
【申込方法】①  受講料を下記振込口座にお振込み下さい。（振込手数料はご負担下さい） 

  ②「受講申込書」に必要事項をご記入の上、「受講申込書」と「振込金領収証のコピー」を一緒に、 
郵送もしくはＦＡＸで下記申込先までお送り下さい。 

   受講料振込口座  京都銀行 本店営業部 普通預金 ４０８５２１０「京都商工会議所」 

【注意事項】 
（１）受講申込書のご提出と受講料のお振込みをもってお申込み完了となります。 

「受講証」は開講日１週間前を目処にお送り致します。  
（２）既に納入いただきました受講料は、定員を超えてご参加いただけない場合や講演会中止の他は 
   返金致しかねますので予めご了承ください。  
（３）原則として本講演会のキャンセル・日程変更は受け付けておりません。代理受講は可能です。 

ご欠席の場合は資料を後日送付致します。  
（４）都合により、会場、日程、講師、タイトルの変更がある場合がございます。  

【お申込・お問合先】 京都商工会議所 会員部 京都検定講演会係 
〒604-0862 京都市中京区烏丸通夷川上ル  地下鉄烏丸線「丸太町」６番出口スグ 
TEL：075-212-6416  FAX：075-222-2612  E-mail：kyotokentei@kyo.or.jp  http://www.kyotokentei.ne.jp/ 

 

ＦＡＸ：０７５－２２２－２６１２ 京都商工会議所 宛 （平成 29年度 京都検定講演会〔京都〕申込書） 

※本申込書にご記入頂いた個人情報は京都商工会議所の検定、講座実施に必要な業務、各種情報提供の目的にのみ利用します。 

氏名 

ふりがな [受講料振込] 

         銀行／信金       支店より 

（   月   日       円 振込完了） 
漢 字 

[希望講座] ご希望コースの□欄にチェックし、合計金額をご記入ください。 
 
Ａ 京都 時代と女性-明治編-：□全２回一括 ／ □１ □２ 

Ｂ 地名で繙く京都： □全６回一括 ／ □１ □２ □３ □４ □５ □６ 

Ｃ 京都新今昔物語-京都開催-： □全４回一括 ／ □１ □２ □３ □４ 

Ｄ 華麗なる貴族の系譜： □全６回一括 ／ □１ □２ □３ □４ □５ □６  

Ｅ となりの京都学： □全３回一括 ／ □１ □２ □３ 

Ｆ 信長・秀吉と京都：    □全２回一括 ／ □１ □２ 

Ｇ 一年の話題を振り返る-京都-：□１ 

2,500 円×計  コース：合計①      円、全コース一括×計    コース：合計②      円 

■合計金額①＋②       円  ※既納の受講料に関しては返金致しませんのでご了承ください。 

[現住所（お住まい）]  〒    －    
 

ＴＥＬ     －    －      ＦＡＸ      －    －     

[緊急連絡先]（臨時休講・会場変更など緊急の場合、昼間にご連絡致します） 

       ＴＥＬ     －    －     
※上記電話は、□自宅（携帯電話などを含む）／ □勤務先 です。 

◆1 回毎のお申込 
お一人様  2,500 円 
 

◆Ｂ・Ｄ全６回一括 
お一人様  12,000 円 
 

◆Ｃ全４回一括 
お一人様  8,000 円 


