２０２０年度
第 1 部 10:00～12:00 第 2 部 13:30～15:30

主催：京都商工会議所

Ａ～Ｃ． シリーズ講座
Ａ．京都

素朴な疑問 ～簡単なものほど難しい！～

堤 勇二 氏 （同志社大学 嘱託講師）
素朴な疑問に答えはないかも知れないけれど、その疑問から見えてくる京都の深い、深い世界を少し覗いてみませんか？
回次

開催日時

テーマ

第１回

４月１８日（土） 10:00～12:00

「稲荷」を「いなり」と読める？

第２回

９月１２日（土） 10:00～12:00

「太秦」を「うずまさ」と読める？

２月１３日（土） 10:00～12:00

「鵺」を「ぬえ」と読める？

第３回

２０２１年

Ｂ．戦国の知将・明智光秀の戦い ～光秀流・戦国時代の勝ち抜き方～
講師 ： 山村 純也 氏 （株式会社らくたび 代表取締役）
NHK 大河ドラマ『麒麟がくる』で主役となった明智光秀の生き様を「戦い・戦場」を視点に解説します。

回次

開催日時

テーマ

第１回

４月１８日（土） 13:30～15:30

光秀と足利将軍の戦い

第２回

６月２７日（土） 13:30～15:30

光秀と丹波攻略・畿内の戦い

第３回

９月１２日（土） 13:30～15:30

光秀と本能寺・山崎の戦い

Ｃ．芸能と芸術の都・京都

くらし

―となりの京都学 生活目線の京案内―
講師 ： 中川 祐子 氏 （京都・清遊の会 主宰）

京都で生まれ、京都が育て、京都を生き抜いた芸術の相（すがた）を、それを支えた信仰とそれを担った人々の両面から紹介します。

回次

開催日時

テーマ

第１回

６月２７日（土） 10:00～12:00

第２回

１１月２１日（土） 10:00～12:00

「七夕」と京の雅
素顔の芸術家 町なかの人々 ～近代編～

Ｄ．Ｅ． 単発講座
Ｄ．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）
京都新聞社様のご協力のもと、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。（配付資料は東京開催と共通）

開催日時 ： １１月２１日（土） 13:30～15:30

Ｅ．新・旧京都の史跡

～古代から近代まであれやこれ～

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）
平安遷都以前の古代から首都の座を失った近代まで各時代を代表する「史跡」について、いくつか例をあげて見どころや魅力のとら
え方などをお話しします。

開催日時 ：

２０２１年

２月１３日（土） 13:30～15:30

申込方法が一部変更になりましたので裏面をご確認ください

【受講料】各回

２,５００円 ※Ａ･Ｂコース、全コースの一括お申込みに限り割引価格となります。
Ａコースの一括（３回分） ７,000 円（税込）／Ｂコースの一括（３回分） ７,000 円（税込）
京都全コースの一括（10 回分） 21,000 円（税込）

受講料振込口座
【定
【会

京都銀行 本店営業部 普通預金 ４０８５２１０「京都商工会議所

京都検定」

員】各回 １５０名 （申込完了順。定員になり次第締め切ります）
場】京都商工会議所 会議室 （京都市下京区四条通室町東入 京都経済センター内）※詳細地図は受講証
に記載します。
阪急京都線「烏丸駅」
、京都市営地下鉄烏丸線「四条駅」下車 ２６番出口直結
※駐輪場（有料）の台数に限りがありますので、公共交通機関でお越しください。
WEB 申込はこちら

【申込方法】① 受講料を上記指定口座にお振込（振込手数料はご負担ください）
②「受講申込書」に必要事項を記入し、ＦＡＸまたは郵送で送付（送付先は下記参照）
※WEB 申込も受け付けております。
（ｽﾏｰﾄﾌｫﾝからもお申込可能⇒）
【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）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週間前を目処に郵送いたしますので、当日は必ずお持ちください。
（２）申込書の提出後もしくはホームページ申込画面の送信後７日以内に入金が確認できない場合は、
自動的にキャンセル扱いとなりますので、予めご了承下さい。
（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）
最終申込締切日は講演会開催週の水曜日となります。【例】4 月 18 日(土)開催→4 月 15 日(水)まで。
（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いたします。
（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。また、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】 京都商工会議所 会員部 検定事業課
E-mail：kyotokentei@kyo.or.jp
https://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：０７５－３４１－９７９５

京都商工会議所宛

[受講料振込]

ふりがな

氏名

（2020 年度 京都検定講演会〔京都〕申込書）

漢 字

（
[希望講座]

月

申込書提出後、７日以内にお振込みが
ない場合は、申込が取り消されます。
銀行／信金
支店より
日
円 振込完了･予定）

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 素朴な疑問

□全３回一括 ／□１ □２ □３

◆一括申込 7,000 円

Ｂ 戦国の知将・明智光秀の戦い

□全３回一括 ／□１ □２ □３

◆一括申込 7,000 円

Ｃ 芸能と芸術の都・京都

□１ □２

Ｄ 一年の話題・時事を振り返る-京都- □１
Ｅ 新・旧京都の史跡

□ 京都全コース（10 回分）一括申込割引価格
21,000 円

□１

2,500 円 × 計

回：合計①

円、一括申込 ：合計②

円

■合計金額①＋②
[現住所（お住まい）]
ＴＥＬ

円

－

〒
－

－

ＦＡＸ

－

－

[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
－
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。

２０２０年度
第 1 部 13:00～15:00 第 2 部 15:30～17:30

主催：京都商工会議所

Ｆ．Ｇ． シリーズ講座
Ｆ．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。
（2019 年度に 1～6 時間目を開催。2021 年度までのシリーズ予定です）

回次

開催日時

テーマ
オリンピックイヤー！
京都のスポーツの歴史やスポットめぐり

７時間目

５月１６日（土） 13:00～15:00

『体 育』

８時間目

１０月１０日（土） 13:00～15:00

『給 食』

京野菜、京料理、食と祭、
食に関わる社寺など

９時間目

２０２１年

１月２３日（土） 13:00～15:00

『国際・外交』

渡来人からお抱え外国人、外交史、
戦争の遺跡など

１０時間目

２０２１年

３月１３日（土） 13:00～15:00

『修学旅行』

京都にゆかりのある
都道府県の観光地へ出発

Ｇ．「林下の禅」と戦国武将 ～権力から離れた反骨心が武将の心を掴んだ～
講師 ： 山村 純也 氏 （株式会社らくたび 代表取締役)
創建、衰退期から繁栄期を時系列で追いながら、帰依した戦国大名とのかかわり、本山や塔頭寺院に残された名品や庭園を学びます。

回次

開催日時

第１回
第２回

テーマ

１０月１０日（土） 15:30～17:30

「茶禅一如」大徳寺と戦国武将

３月１３日（土） 15:30～17:30

「西の御所」妙心寺と戦国武将

２０２１年

Ｈ～Ｊ． 単発講座
Ｈ．『源氏物語』と宮廷政治 ～「雅」（みやび）なるものとは？～
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、憐れみをたどってい
きます。平安時代とは、はたして「雅」な時代だったのか。紫式部が描こうとした宮廷社会の実像に迫っていきます。

開催日時 ： ５月１６日（土） 15:30～17:30

Ｉ．京の戦乱と連歌 ～花の下連歌から『犬筑波集』まで～
講師 ：八柏 龍紀 氏
和歌が衰退するのに反して、なぜ連歌という表現が生まれたのか。南北朝の争乱での死者を弔う「花の下連歌」から、〝座〟という
寄合が生み出す文化である「連歌」の流行まで、飯尾宗祇や戦国時代の『犬筑波集』の出現を含めてお話しいたします。

開催日時 ：

２０２１年

１月２３日（土） 15:30～17:30

Ｊ．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）
京都新聞社様のご協力のもと、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 ７日（土） ①13:00～15:00／②15:30～17:30 ①･②は同内容です。どちらかをお選びください。

申込方法が一部変更になりましたので裏面をご確認ください

【受講料】各回

２,５００円 ※Ｆコース、全コースの一括お申込みに限り割引価格となります。
Ｆコースの一括（4 回分） 9,000 円（税込）／ 東京全コースの一括（9 回分） 19,000 円（税込）

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

京都検定」

【定

員】各回 １２０名

【会

場】大正大学 （東京都豊島区西巣鴨 3-20-1） 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（山手線内回り）→巣鴨（三田線乗換）→西巣鴨〕※詳細地図は受講証に

（申込完了順。定員になり次第締め切ります）

記載します。

※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 受講料を上記指定口座にお振込（振込手数料はご負担ください）
②「受講申込書」に必要事項を記入し、ＦＡＸまたは郵送で送付（送付先は下記参照）
※WEB 申込も受け付けております。
（ｽﾏｰﾄﾌｫﾝからもお申込可能⇒）
WEB 申込はこちら
【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）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週間前を目処に郵送いたしますので、当日は必ずお持ちください。
（２）申込書の提出後もしくはホームページ申込画面の送信後７日以内に入金が確認できない場合は、
自動的にキャンセル扱いとなりますので、予めご了承下さい。
（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）
最終申込締切日は講演会開催週の水曜日となります。【例】5 月 16 日(土)開催→5 月 13 日(水)まで。
（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いたします。
（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。また、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】 京都商工会議所 会員部 検定事業課
E-mail：kyotokentei@kyo.or.jp
https://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：０７５－３４１－９７９５

京都商工会議所宛

[受講料振込]

ふりがな

氏名

（2020 年度 京都検定講演会〔東京〕申込書）

漢 字

（
[希望講座]

月

申込書提出後、７日以内にお振込みが
ない場合は、申込が取り消されます。
銀行／信金
支店より
日
円 振込完了･予定）

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

□全４回一括／□７ □８ □９ □１０

Ｇ 「林下の禅」と戦国武将

□１ □２

Ｈ 『源氏物語』と宮廷政治

□１

Ｉ 京の戦乱と連歌

□１

◆一括申込 9,000 円

□ 東京全コース（9 回分）一括申込割引価格 19,000 円
（うち、Ｊ 一年の話題・時事を振り返る-東京- □１ □２）

Ｊ 一年の話題・時事を振り返る-東京- 注意１と２は同内容です。どちらかをお選びください⇒ □１ □２
2,500 円 × 計

回：合計①

円、一括申込 ：合計②

円

■合計金額①＋②
[現住所（お住まい）]
ＴＥＬ

円

－

〒
－

－

ＦＡＸ

－

－

[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
－
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。

