
東京開催 

 
 

 Ｇ～Ｊ． シリーズ講座   
 
Ｇ．京都の学習帖 ～チャイムが鳴るよ♪こくご・さんすう・りか・しゃかい～     

講師 ： 塩原 直美 氏 （京都観光おもてなし大使) 

「公式テキスト＋α の歴史」を「学校の科目」と捉え、最近の話題や事柄、人物、観光スポットに迫ります。（2020 年度も含め全 12 回の予定） 
 

回次 開催日時 テーマ 

１時間目  ４月 ６日（土） 13:00～15:00 『国 語』 古典文学、歌道、書道、歌碑めぐり 

２時間目  ５月１８日（土） 13:00～15:00 『理 科』 天文、医学、植物、博物学、科学など 

３時間目  ７月１３日（土） 13:00～15:00 『技 術』 伝統的工芸品・建築・開拓・鉄道など 

４時間目  ９月 ７日（土） 13:00～15:00 『社 会』 地理・考古学・災害・地形・地名など 

５時間目 ２０２０年 １月１１日（土） 13:00～15:00 『遠 足』 銅像めぐり・府域の観光名所・山登り 

６時間目 ２０２０年 ３月 ７日（土） 13:00～15:00 『音 楽』 雅楽・楽器・声明・今様・祭の音など 
 
Ｈ．京都の美意識〝探訪〟 ～京の美の巨人とその時代を考える！～         講師 ： 八柏 龍紀 氏 

京都に存在するさまざまな〝美〟を体現した〝巨人〟たちとともに、京都の歴史を探訪します。 
 

回次 開催日時 テーマ 

第１回  ４月 ６日（土） 15:30～17:30 藤原定家と藤原家隆の京都 

第２回  ８月 ３日（土） 15:30～17:30 正徹と心敬の時代 

第３回  １０月 ５日（土） 15:30～17:30 能阿弥と善阿弥の世界 

第４回 ２０２０年 １月１１日（土） 15:30～17:30 古田織部と小堀遠州の世界 

第５回 ２０２０年 ３月 ７日（土） 15:30～17:30 売茶翁と池大雅の京都 

 
Ｉ．神社の歴史と信仰 ～「稲荷社」「八幡宮」「天満宮」神社のシェアトップ３の歴史と信仰を繙く～ 

講師 ： 小嶋 一郎 氏 （合同会社京都感動案内社 代表） 

全国的にも社の数が多い「稲荷」「八幡」「天神」「八坂」「賀茂」「貴船」「愛宕」系等から、今回のシリーズではシェアトップ３を解説します。 
 

回次 開催日時 テーマ 

第１回  ８月 ３日（土） 13:00～15:00 石清水八幡宮と個性派八幡宮 

第２回 １０月 ５日（土） 13:00～15:00 北野天満宮と個性派天満宮 

第３回 ２０２０年 ２月 ８日（土） 13:00～15:00 伏見稲荷大社と個性派稲荷社 

 
Ｊ．４回で学ぶ栄耀栄華の舞台裏 ～繁栄期の裏側で行われていたこと～       

講師 ： 山村 純也 氏 （株式会社らくたび 代表取締役) 

空前の繁栄期を造り出し、自らが謳歌する主人公の生き方や、その時代を導いた秘密を紐解き、後世に与えた影響を学びます。 
 

回次 開催日時 テーマ 

第１回  ５月１８日（土） 15:30～17:30 摂関政治の功罪 ～摂関政治は諸刃の剣だった～ 

第２回 ７月１３日（土） 15:30～17:30 鎌倉幕府の先駆と苦悩 ～武家政権の生みの苦しみとは～

～ 第３回 １１月 ９日（土） 15:30～17:30 北山文化の神髄 ～足利義満が日本文化に大貢献～ 

第４回 ２０２０年 ２月 ８日（土） 15:30～17:30 織豊政権の可能性 ～世界の大国も驚く日本の国力～ 
  

 Ｋ．Ｌ． 単発講座   
 

Ｋ．魅力発見！京都の住宅建築と近代建築 
～お寺だけが文化財じゃない！京都の近代建築、再評価～   
講師 ： 二村 盛寧 氏 （合同会社京都感動案内社 副代表） 
 
明治から昭和初期に建てられた住宅など、文化財指定されて
いる京都の近代建築についてその魅力を紹介します。  

開催日時 ： ９月 ７日（土） 15:30～17:30 

Ｌ．今年一年の京都の話題・時事を振り返る 

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、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、注目されそうな事柄を取り上
げ、説明・解説します。（配付資料は京都開催と共通） 
 
開催日時 ： １１月 ９日（土） 13:00～15:00 

 

第 1部 13:00～15:00 第 2部 15:30～17:30 
すべて土曜日の開催になります。ご注意ください。 

２０１９年度 

主催：京都商工会議所 



WEB申込はこちら 

３月５日に京都商工会議所は《京都経済センター》に移転しました！ 
 

【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。 
      Ｇコースの一括（６回分）13,000 円／Ｈコースの一括（５回分）11,000 円 

Ｉコースの一括（３回分） 7,000 円／Ｊコースの一括（４回分） 9,000 円 （すべて税込）  
【定 員】各回 １２０名  （申込完了順。定員になり次第締め切ります）  
【会 場】大正大学 （東京都豊島区西巣鴨 3-20-1） ※詳細地図は受講証に記載します。 

都営地下鉄三田線「西巣鴨駅」より徒歩 2 分 
東京駅から約 30 分〔東京（山手線内）→巣鴨（三田線乗換）→西巣鴨〕 

※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 6 日(土)開催→4 月３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）2019 年度の講演会（東京）は 6 月、12 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 検定事業課 

E-mail：kyotokentei@kyo.or.jp  http://www.kyotokentei.ne.jp/   
     〒６００－８５６５ 京都市下京区四条通室町東入 京都経済センター７階 

   ＴＥＬ：０７５－３４１－９７６５（平日９時 ～１７時） ＦＡＸ：０７５－３４１－９７９５ 

 

ＦＡＸ：上記日程よりご確認ください 京都商工会議所宛 （2019年度 京都検定講演会〔東京〕申込書） 

※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。 

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。 
 
Ｇ 京都の学習帖 □全６回一括／□１ □２ □３ □４ □５ □６ ◆一括申込 13,000 円 

Ｈ 京都の美意識〝探訪〟  □全５回一括／□１ □２ □３ □４ □５ ◆一括申込 11,000 円 

Ｉ 神社の歴史と信仰  □全３回一括／□１ □２ □３ ◆一括申込 7,000 円 

Ｊ 4 回で学ぶ栄耀栄華の舞台裏 □全４回一括／□１ □２ □３ □４ ◆一括申込 9,000 円 

Ｋ 魅力発見！京都の住宅建築と近代建築 □１ 

Ｌ 一年の話題・時事を振り返る-東京- □１ 

 

2,500 円 × 計  回：合計①      円、各コース一括申込 × 計  コース：合計②      円 

■合計金額①＋②       円  

[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にご連絡致します） 

       ＴＥＬ     －    －     

       メール 

◆1 回毎のお申込  2,500 円 
◆Ｇ～Ｊコースについては一括申込の場合割引あり 


