平成３０年度
Ａ～Ｄ． シリーズ講座

第 1 部 10:00～12:00 第 2 部 13:00～15:00
主催：京都商工会議所

第 2 部の開始時間が変更になっております。ご注意ください。

Ａ．謎が教える京都の秘密 ～不思議だらけの都の意味を知る～
講師 ：堤 勇二 氏 （京都・清遊の会 専属講師・元京都学園大学 非常勤講師）
指摘されて初めて気づく驚きの歴史の数々、やはりこの町は只者ではない！底なしの京都の秘密、どうぞご堪能下さい。

回次

開催日時

テーマ

第１回

４月２１日（土） 10:00～12:00

不思議な社寺の謎

第２回

６月２３日（土） 10:00～12:00

千日詣の謎

第３回

１１月１０日（土） 10:00～12:00

お火焚の謎

Ｂ．明治維新までの日本史六大転換期 ～この転換期で歴史が変わった～
講師 ： 山村 純也 氏 （株式会社らくたび 代表取締役）
明治維新につながる日本史から、なぜ歴史がここで変わったのかを解説し、転換期を造るきっかけとなった人物の生き方にも迫ります。

回次

開催日時

テーマ

第１回

４月２１日（土） 13:00～15:00

大化の改新と中大兄皇子

第２回

５月１９日（土） 13:00～15:00

平安京遷都と桓武天皇

第３回

７月２１日（土） 13:00～15:00

鎌倉幕府成立と源頼朝

第４回

９月２２日（土） 13:00～15:00

応仁の乱と足利義政

第５回

１２月１５日（土） 13:00～15:00

第６回

関ヶ原の戦いと徳川家康

平成３１年

幕末の大政奉還と徳川慶喜

１月１９日（土） 13:00～15:00

Ｃ．古都の祭礼と四季折々の歳時記 ～千二百年の文化・伝統・芸術そして信仰の結晶を垣間見る機会～
講師 ： 小嶋 一郎 氏 （合同会社京都感動案内社 代表）
三大祭や四大行事だけでない、京都市内や京都府域に残る素晴らしい伝統の祭礼・風習とその魅力についてご案内します。
回次

開催日時

テーマ

第１回

５月１９日（土） 10:00～12:00

春の祭礼と歳時記

第２回

７月２１日（土） 10:00～12:00

夏の祭礼と歳時記

９月２２日（土） 10:00～12:00

秋の祭礼と歳時記

第３回
第４回

平成３１年

冬の祭礼と歳時記

１月１９日（土） 10:00～12:00

Ｄ．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

開催日時

テーマ

和菓子の都 ～鶴と亀の物語～

第１回

６月２３日（土） 13:00～15:00

第２回

１０月２０日（土） 10:00～12:00

海の京都・酒の京都 ～丹後の国から～

第３回

１２月１５日（土） 10:00～12:00

京都 冬の味 ～漬ける心に搗く心～
※第１回のみ 13:00～15:00 開催

Ｅ～Ｈ． 単発講座
Ｅ．天皇とその時代を考える！
～光厳天皇と後奈良天皇､そして後水尾天皇。
その〝歴史〟を探訪する！～

講師 ： 八柏 龍紀 氏
日本人にとって天皇の存在とは何だったのか？あまり知られ
ていない天皇とその実像を考えます。

開催日時 ： １０月２０日（土） 13:00～15:00

Ｆ．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）
京都新聞社協力のもと、2018 年 1 月～10 月（予定）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。（配付資料は東京開催と共通）

開催日時 ： １１月１０日（土） 13:00～15:00
（裏面につづく）

Ｇ．京都のモノづくり現場とその展示

Ｈ．絵馬に秘められた物語

～京都の美術館、博物館、工場を紹介します～

―京都開催―

～その絵と形に学ぶ御利益～

講師 ： 二村 盛寧 氏 （合同会社京都感動案内社 副代表）

講師 ： 塩原 直美 氏 （京都観光おもてなし大使）

京都では独特の文化を作り上げ、モノづくりや美術工芸品を主体と
する伝統産業が数多く生まれました。これらの工業製品や工芸品
について製造元や美術館、博物館を紹介します。

願いを書いて奉納する絵馬。実はその小さな絵馬には社寺か
らの深いメッセージが込められています。デザイン性のある絵と
形を謎解きながら、京都を豊かに旅します。

開催日時 ：

平成３１年２月９日（土）

10:00～12:00

開催日時 ：

平成３１年２月９日（土）

13:00～15:00

【受講料】各回

２,５００円 ※下記コースの一括お申込みに限り、割引価格となります。
Ｂコースの一括（６回分）13,000 円／Ｃコースの一括（４回分）9,000 円／Ａ･Ｄコースの一括（3 回分）7,000 円
員】各回 １５０名 （申込完了順。定員になり次第締め切ります）

【定
【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ください。（振込手数料はご負担ください）
②「受講申込書」に必要事項をご記入の上、ＦＡＸもしくは郵送で下記申込先までお送りください。
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）①受講料のお振込み②受講申込書のご提出をもってお申込み完了となります。
①・②の手続きがお済みでない場合は「申込完了」となりませんのでご注意ください。
「受講証」は開講日１週間前を目処にお送り致しますので、当日は必ずお持ちください。
（２）講演会開催週の水曜日までにお振込みがない場合は、当日の受講ができませんのでご注意ください。
【例】4 月 21 日(土)開催→4 月 18 日(水)まで。事務局から未入金者へ確認のための個別連絡は
いたしませんので、予めご了承ください。ご不明な場合はお問い合わせください。
（３）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ご了承ください。
（４）原則として申込完了後の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。
（５）都合により、会場、日程、講師、タイトル、内容の変更がある場合がございます。
（６）平成 30 年度の講演会（京都）は 8 月、3 月の設定はございません。
【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 30 年度 京都検定講演会〔京都〕申込書）

ふりがな

氏名

漢

[受講料振込]

字

（
[希望講座]

月

銀行／信金
日

支店より
円 振込完了）

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 謎が教える京都の秘密

□全３回一括 ／□１ □２ □３

Ｂ 明治維新までの日本史六大転換期

□全６回一括 ／□１ □２ □３ □４ □５ □６

Ｃ 古都の祭礼と四季折々の歳時記

□全４回一括 ／□１ □２ □３ □４

Ｄ となりの京都学 生活目線の京案内 □全３回一括 ／□１ □２ □３
Ｅ 天皇とその時代を考える！

□１

Ｆ 一年の話題・時事を振り返る-京都-

□１

Ｇ 京都のモノづくり現場とその展示

□１

Ｈ 絵馬に秘められた物語-京都-

□１

2,500 円 × 計

回：合計①

ＴＥＬ

◆Ｂコース全６回一括
お一人様 13,000 円

◆Ｃコース全４回一括
お一人様 9,000 円

◆Ａ･Ｄコース全３回一括
お一人様 各 7,000 円

円、各コース一括申込 × 計

■合計金額①＋②
[現住所（お住まい）]

◆1 回毎のお申込
お一人様 2,500 円

コース：合計②

円

円

－

〒
－

－

ＦＡＸ

－

－

[緊急連絡先]（臨時休講・会場変更など緊急の場合にご連絡致します）
ＴＥＬ
－
－
メール
※ご記入頂きました個人情報は、京都商工会議所の京都検定・関連事業・講演会の管理・運営のため、本所の各種連絡・情報
提供に利用させて頂くほか、講師に参加者名簿（氏名のみ）として提供する場合がございます。

