
 

 
 
 
 

シリーズ講座 

テーマ：明治時代の京都、復興へ 

講 師：山村 純也 氏（株式会社らくたび 代表取締役） 

東京遷都の激動期に直面した京都衰退の危機とは。またその危機をどう乗り越えて復興に向かったか、その軌跡を追います。 
 

回次 開催日時 テーマ 

第１回 ４月 17 日（土）13:30～15:30 廃藩置県と士族の反乱 

第２回 ６月 19 日（土）13:30～15:30 廃仏毀釈と神仏分離 

第３回 ９月 11 日（土）13:30～15:30 復興を目指した京都策 

第４回 2022 年２月 19 日（土）13:30～15:30 全国に先駆けた学校教育 

 

テーマ：都の伝統産業 ─洗練の美─ 

講 師：中川 祐子 氏 （京都・清遊の会 主宰） 

天皇を頂点とした都の文化を支え、重要な役割を果たしてきた京都の伝統産業。幾多の戦乱や時代の波を乗り越え、 

受け継がれ、いまなお進化を続けています。都の美意識とは？ 
 

回次 開催日時 テーマ 

第１回 ６月 19 日（土）10:00～12:00 北山杉ものがたり ─六百年の知恵・挑戦の歴史─ 

第２回 11 月６日（土）10:00～12:00 西陣織と西陣の町 ─人々の信仰とともに─ 

 

テーマ：京の佳景～春の桜と秋の紅葉～   ※受講料：2,200 円（C コースのみ） 

講 師：小松 香織 氏 （特定非営利活動法人 京都観光文化を考える会・都草 理事長） 

京都の桜と紅葉は京美人そのもの！それぞれの名所に纏わるお話を、撮り溜めた写真と共に紹介します。 
 

回次 開催日時 テーマ 

第１回 ４月 17 日（土）10:00～11:30 令和 3 年 京の桜桟敷へようこそ 

第２回 ９月 11 日（土）10:00～11:30 令和 3 年 京の紅葉桟敷へようこそ 
 

 

単発講座 

テ ー マ：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） 

開催日時：11 月６日（土）13:30～15:30 

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になった事柄を取り上げ、説明・解説します。

（配付資料は東京開催と共通） 

 

テ ー マ：文化財建築の魅力再発見 

講  師：二村 盛寧 氏（京都産業大学 日本文化研究所 上席特別客員研究員） 

開催日時：2022 年２月 19 日（土）10:00～12:00 

京都の文化財建築について、解体修理や発掘調査で判明した新発見などについてお話しします。世界遺産登録の社寺 

建築から、明治時代から昭和初期にかけて建てられた近代建築に至るまで幅広くとらえます。 

主催：京都新聞文化センター  共催：京都商工会議所 
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会場：京都新聞文化ホール（予定） 

※会場変更の場合は、HP や受講票でお知らせします 

 

今年度より、本事業は京都新聞文化センターと京都商工会議所の共催事業になります。 



【受講料】各回 ２,７５０円（Cコースのみ：２,２００円）  ※Ａ・全コースのみ一括割引あり 

      （▼Ａコース一括・４回分／１０,５６０円（税込） ▼ 京都全コースの一括・10 回分／ ２５,８５０円（税込）） 
 

【定 員】各回 100 名  （申込完了順／定員になり次第締切） 
 

【会 場】京都新聞文化ホール（京都市中京区烏丸通夷川上ル） 
 

【申込方法】 

 （１） 電話・ＦＡＸ・ホームページにて受付しております。ＦＡＸの方は「受講申込書」にご記入の上ご送信ください。 

（２） お申込みをいただいた方には受講票を郵送します。ホームページからクレジット決済を選択された方以外には、お振込

用紙（請求書）を同封しますので、記載のコンビニエンスストアにて期日までにご入金ください。 

（３） お振込みの受領証のコピーを、受講票の所定の位置に貼り付けて当日ご持参下さい。会場にて回収します。 

   ※ホームページからクレジット決済を選択された方は受領証コピーの貼り付けは不要です。 

（４） 受講票に氏名を受講日までにご記入ください。（受講票は当日まで紛失されませんようご注意下さい。） 

【注意事 項】下記の注意事項を必ずお読みいただき、ご了承いただいた上でお申込みください。 

（１） 申込期間は開講日の６日前までといたしますが、申込期間内にお申込みが定員に達した場合には、その時点で締め切

りとなりますので、お早めにお申込みください。 

（２） お支払期限までに受講料のお振込みをお願いします。お支払期限が切れた場合は京都新聞文化センターにご相談下

さい。既納の受講料は主催者都合による講座中止のほかは、理由の如何を問わず返金いたしません。 

（３） 都合により、講師、日程、会場、内容の変更がある場合がございます。 

（４） 受講票と振込用紙はお申込書到着後、２週間以内の発送を予定しています。届かない場合は京都新聞文化センター

までお問い合わせください。（連休、お盆、郵便事情等により遅れる場合があります） 

（５） 当日は、会場内での飲食はお断りいたします。 

（６） 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、講師や事務局のマスク着用の他、室内の換気、他の受講者と間隔を空

けるなどの対策をいたします。受講者の皆様もマスクの着用をお願いいたします。 

（７） 災害等で講演会の開催が危ぶまれるときは、開催日の前日までにホームページに掲載いたします。 
 
【お申込・お問合先】 京都新聞文化センター  
 

ＴＥＬ：０７５－２１３－８１４１  ＦＡＸ：０７５－２１３－８１３９ 
 

ＦＡＸ：０７５－２１３－８１３９ 京都新聞文化センター宛 2021 年度 京都検定講演会〔京都〕申込書 

※ご記入頂きました個人情報は、京都新聞文化センター・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、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 

 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 明治時代の京都、復興へ □１ □２  □３  □４  ／ □全４回一括（１０,５６０円・割引価格） 

Ｂ 都の伝統産業 ─洗練の美─ □１ □２ 

Ｃ 京の佳景～春の桜と秋の紅葉～□１ □２ 

Ｄ 一年の話題・時事を振り返る   □１ 

Ｅ 文化財建築の魅力再発見     □１ 

2,750 円× 計  回：合計①      円、 2,200 円(C コース)× 計  回：合計②        円、  

一括申込 ：合計③       円       ■合計金額①＋②＋③       円 

[現住所（お住まい）]〒  －    
 
ＴＥＬ    －   －     ＦＡＸ     －   －    E-mail． 

[緊急連絡先]（臨時休講など緊急の場合にいずれかの方法でご連絡いたします） 
ＴＥＬ    －   －     ＦＡＸ     －   －    E-mail． 

□ 京都全コース 10 回分（２５,８５０円・割引価格） 

※地下鉄烏丸線「丸太町駅」下車 7 番出口から徒歩 3 分 ※公共交通機関でお越しください 



 
 

 
 
 

 
 
シリーズ講座 

テーマ：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） 

テキスト＋αを大胆に仕分けし「学校の科目」と捉え、まとめます。各分野の歴史学習ノートを作成する感覚で進めていきます。 
 

回次 開催日時 テーマ 

11 時間目 
５月 29 日（土）13:00～15:00 

➡2022 年 3 月 19 日（土）13:00～15:00 に延期 
「美術」 彫刻（仏像）・絵画・工芸を学ぶ 

12 時間目 10 月９日（土）13:00～15:00 「算数」 数字でまとめる京都＆天文学も 

13 時間目 2022 年１月 29 日（土）13:00～15:00 「文化祭・体育祭」芸道とスポーツのゆかり 

14 時間目 2022 年３月 12 日（土）13:00～15:00 「補習講義」と「卒業式」これまでの補足と総まとめ 

 

テーマ：京都の近代化への道と成果 

講 師：山村 純也 氏（株式会社らくたび 代表取締役） 

明治の近代化は京都にどう影響を与えたか。まずは貢献した人物に焦点を当て、さらに現在に残る成果物として近代建築に注目

します。 
 

回次 開催日時 テーマ 

第１回 10 月９日（土）15:30～17:30 京都近代化に貢献した人物群 

第２回 2022 年３月 12 日（土）15:30～17:30 日本有数の近代建築群を知る 

 

テーマ：『源氏物語』と紫式部 

講 師：八柏 龍紀 氏  

「雅」の極地とされる平安時代の宮廷政治の姿をたどりながら、『源氏物語』に描かれたさまざまな愛憎、哀しみ、憐れみをたどり

ます。平安時代とは、はたして煌びやかな「雅（みやび）」の時代だったのか。紫式部が描こうとした宮廷社会の実像に迫ります。 
 

回次 開催日時 テーマ 

第１回 
５月 29 日（土）15:30～17:30 

➡2022 年 1 月 29 日（土）15:30～17:30 に延期 

紡ぎだす言葉の糸 

～紫式部の出現と『源氏物語』の宮廷世界 

第２回 2022 年 3 月 19 日（土）15:30～17:30 
無明と無常の旅路 

～紫式部の眼差しと『源氏物語』の終焉とは？ 
 

 

単発講座 

テ ー マ：今年一年の京都の話題・時事を振り返る ―東京開催― 

講  師：塩原 直美 氏（京都観光おもてなし大使） 

開催日時：11 月 27 日（土）①13:00～15:00／②15:30～17:30 

→①・②は同じ内容です。どちらかをお選びください。 

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になった事柄を取り上げ、説明・解説します。

（配付資料は京都開催と共通） 
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東京 

会場：大正大学 

 

主催：京都新聞文化センター  共催：京都商工会議所 

今年度より、本事業は京都新聞文化センターと京都商工会議所の共催事業になります。 



【受講料】各回 ２,７５０円   ※F コース・全コースのみ一括割引あり 

      （▼Ｆコース一括・４回分／ １０,５６０円（税込）  ▼ 東京全コースの一括・９回分／ ２３,７６０円（税込）） 
 

【定 員】各回 ７０名  （申込完了順／定員になり次第締切） 
 

【会 場】大正大学  ※詳細は受講票でお知らせします 
 

【申込方法】 

 （１） 電話・ＦＡＸ・ホームページにて受付しております。ＦＡＸの方は「受講申込書」にご記入の上ご送信ください。 

（２） お申込みをいただいた方には受講票を郵送します。ホームページからクレジット決済を選択された方以外には、お振込

用紙（請求書）を同封しますので、記載のコンビニエンスストアにて期日までにご入金ください。 

（３） お振込みの受領証のコピーを、受講票の所定の位置に貼り付けて当日ご持参下さい。会場にて回収します。 

   ※ホームページからクレジット決済を選択された方は受領証コピーの貼り付けは不要です。 

（４） 受講票に氏名を受講日までにご記入ください。（受講票は当日まで紛失されませんようご注意下さい。） 

【注 意 事 項】下記の注意事項を必ずお読みいただき、ご了承いただいた上でお申込みください。 

（１） 申込期間は開講日の６日前までといたしますが、申込期間内にお申込みが定員に達した場合には、その時点で締め切

りとなりますので、お早めにお申込みください。 

（２） お支払期限までに受講料のお振込みをお願いします。お支払期限が切れた場合は京都新聞文化センターにご相談下

さい。既納の受講料は主催者都合による講座中止のほかは、理由の如何を問わず返金いたしません。 

（３） 都合により、講師、日程、会場、内容の変更がある場合がございます。 

（４） 受講票と振込用紙はお申込書到着後、２週間以内の発送を予定しています。届かない場合は京都新聞文化センター

までお問い合わせください。（連休、お盆、郵便事情等により遅れる場合があります） 

（５） 当日は、会場内での飲食はお断りいたします。 

（６） 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、講師や事務局のマスク着用の他、室内の換気、他の受講者と間隔を空

けるなどの対策をいたします。受講者の皆様もマスクの着用をお願いいたします。 

（７） 災害等で講演会の開催が危ぶまれるときは、開催日の前日までにホームページに掲載いたします。 
 
【お申込・お問合先】 京都新聞文化センター  

Ｔ Ｅ Ｌ：０７５－２１３－８１４１  ＦＡＸ：０７５－２１３－８１３９ 

 

ＦＡＸ：０７５－２１３－８１３９ 京都新聞文化センター宛 2021 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、京都新聞文化センター・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、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 

 
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。 
 

Ｆ 京都の学習帖 □11 □12 □13 □14  ／ □全４回一括（１０,５６０円・割引価格） 

Ｇ 京都の近代化への道と成果  □１ □２ 

Ｈ 『源氏物語』と紫式部  □１ □２ 
 

Ｉ 一年の話題・時事を振り返る （同内容のためどちらかを選択→）□１  □２ 

2,750 円 × 計   回：合計①       円、 一括申込 ：合計②       円 

■合計金額①＋②       円 

[現住所（お住まい）] 〒   －    
 
ＴＥＬ    －   －     ＦＡＸ     －   －    E-mail． 

[緊急連絡先]（臨時休講など緊急の場合にいずれかの方法でご連絡いたします） 

ＴＥＬ    －   －     ＦＡＸ     －   －    E-mail． 

□ 東京全コース９回分（２３,７６０円・割引価格） 
（うち、I 一年の話題・時事を振り返る-東京-  □１ □２） 


