
兵庫県生活文化大学兵庫県生活文化大学
神戸校・明石校・姫路校
通年コース８講座 募 集 案 内募 集 案 内 令和

4年度

生活文化大学は、芸術文化の香り高い、「芸術文化立県ひょうご」の実現をめざして、
日々の暮らしを楽しみ、喜び、感動していただくために開校いたします。

第27回兵庫ふれあい美術展受賞作品「佇まい」藤原 靖代さん作品

「兵庫県生活文化大学」に関するお問合せ

公益財団法人 兵庫県芸術文化協会
募集する講座は学校教育法に基づく大学等ではありません

TEL：078-321-2002　FAX：078-321-2139
e-mail：sinkoubu@hyogo-arts.or.jp　URL：https://hyogo-arts.or.jp



令和４年度

「兵庫県生活文化大学」受講申込書
電話・ＦＡＸ・郵送・Eメールにて受付させていただきますので、下記までお願いいたします

申込日　令和４年　　月　　日

※ご希望の講座にチェックしてください。

ご希望
講座名

神戸校

□　文化財講座　空想の展覧会 ～空前絶後を希求する～

□　考古学講座　兵庫の重要遺跡【古墳時代編】

□　西洋美術講座　西洋美術史Ⅷ ～肖像と自画像の世界～

□　ふるさとの歴史講座　『風
ふ ど き

土記』からみる古代の歴史

□　音楽鑑賞講座

□　日本美術講座　新しい視座から日本美術を考える

明石校 □　ふるさとの歴史講座　現代生活の源流Ⅴ

姫路校 □　ふるさとの歴史講座　播磨史探訪・その11

ご氏名
ふりがな

ご住所
〒□□□ー□□□□

ご連絡先

※不測の事態が発生した場合のご連絡のために
　携帯電話やメールアドレスのお知らせにご協力をお願いします。

TEL
携帯電話

FAX
Eメール

友の会

□兵庫県芸術文化協会友の会に入会（または継続）する。（「継続」の方は会員№　　　　　　）
□兵庫県立美術館「芸術の館友の会」または兵庫県立歴史博物館友の会に入会している。
　はい（ 県美／歴博 ）・いいえ　（「はい」の方は会員№　　　　　　　）
　※ 全ての講座について、兵庫県立美術館「芸術の館友の会」と兵庫県立歴史博物館友の会の

会員様は、会員価格で受講いただけます。講座初回時に会員証の提示をお願いします。
□兵庫県芸術文化協会友の会に入会しない。

※本申込書に記載された個人情報は、その重要性を深く認識し、その安全な保管はもとより、個人情報の漏洩、紛失、改ざん等が起きないよう、
個人情報の秘密の保持に十分な注意を払い、個人情報保護法に則り、お客様の個人情報保護に万全を尽くします。

■お申込み ･お問合せ　公益財団法人 兵庫県芸術文化協会 文化振興部事業第２課
〒 650-0011　神戸市中央区下山手通 4-16-3　兵庫県民会館６階
TEL：078-321-2002　FAX：078-321-2139
E メール：sinkoubu@hyogo-arts.or.jp



お申し込み方法

友の会2022会員募集

お申し込み窓口
〒650-0011　神戸市中央区下山手通4-16-3　兵庫県民会館6階
公益財団法人 兵庫県芸術文化協会　文化振興部 事業第2課
｢兵庫県生活文化大学」係　
受付時間：平日午前9時から午後5時30分まで
TEL：078-321-2002  FAX：078-321-2139
Eメール：sinkoubu@hyogo-arts.or.jp

開講日を
すぎてもOK！
受講料の割引が

あります。
ぜひお問合せ
ください。

窓口・電話・FAXで申し込む
このパンフレットの『受講申込書』に必要事項をご記入のうえ、窓口（兵庫県民会館６階）までご持参いただくか、
電話・FAXでお申し込みください。

郵送・Ｅメールで申し込む
このパンフレットの『受講申込書』に必要事項をご記入のうえ封書でお送りいただくか、郵便はがきに①校名（神
戸・明石・姫路のいずれか）　②ご希望の講座名　③氏名　④住所　⑤電話番号（携帯電話番号）を記入してお送り
ください。Ｅメールの場合も①から⑤の内容をお知らせください。

受講料のお支払いについて
受講料はすべて前納をお願いしております。窓口で現金をお支払いいただくか、お申し込みをいただいた後、下記の口
座にお振込みください。ご希望の方には「振込料金加入者負担」の振込取扱票を送付しますのでお申し出ください。

ゆうちょ銀行振替口座：01120-4-926　加入者名：公益財団法人　兵庫県芸術文化協会

留意事項
① やむを得ない理由により、日程、会場、講師、内容を変更する場合があります。
② 各講座とも原則いつからでも受講できますが、満席時や鑑賞講座を含む講座については途中からの受講を受付できない場合

がありますので、必ず事前にお問い合わせください。
③受講の取消しをする場合は、当協会の取消し規定によります。
④ 兵庫県芸術文化協会「友の会」にご入会いただきますと受講料等の割引特典があります。

たとえば、ふるさとの歴史講座（神戸校）を受講する場合…
一般受講料17,000円のところ、友の会に入会すると、
3,000円（年会費）＋13,000円＝16,000円となり、1,000円お得に！

ほかにも
特典がございます。

下欄の「友の会」
会員募集をご覧

ください。

兵庫県芸術文化協会友の会は、ふれあいと感
動に満ちた暮らしを願う会員が集い・学び・交流
を深めていただく会です。

2022年度も魅力ある企画・特典を用意いたし
ました。兵庫県生活文化大学の受講とあわせて、
ぜひご入会ください。

〈会員の特典〉
①文化情報紙「すずかけ」を毎月送付
②兵庫県生活文化大学の受講料を割引
　すべての講座が割引料金で受講できます。
③ 田辺眞人先生の「地域と暮らしの兵庫学」の

受講料を割引
④協会主催コンサート等の割引

兵庫県民会館で開催する新進芸術家育成プロ
ジェクト・リサイタシリーズや県内各地で開催
される県民芸術劇場公演（一部）が割引料金
で鑑賞できます。

⑤その他主催事業の参加費を割引
徒歩で地域の歴史文化を巡るふるさとウォー
ク等が割引料金で参加できます。

⑥美術館・博物館等の入館料を優待割引
会員証の提示で指定の美術館・博物館等に割
引料金で入場できます。

⑦ 提携劇場等による指定の公演チケットの斡
旋・優待割引
淡路人形座・神戸新開地 喜楽館・国立文楽劇場
新歌舞伎座・西宮能楽堂・(公財）宝塚市文化
財団ほか

⑧兵庫県民会館内の店舗での割引
兵庫県民会館のカフェ・理容室が割引料金で
利用できます。
協会発行の文化関係図書が割引料金で購入で
きます。

⑨指定のホテル・店舗等での優待割引
ホテルオークラ神戸・神戸ポートピアホテル・
グランドニッコー淡路・淡路島海上ホテル・白
鷹禄水苑・ルナ画材・高山草月堂・甲風画苑・
ぱんだかふぇ（横尾忠則現代美術館併設）・ 
カフェ フォルテシモ（兵庫県立美術館内）ほか

〈ご入会いただくには〉
★入会資格　どなたでもご入会いただけます。
★会費（入会金不要）
　個人会員 3,000円
　ファミリー会員 5,000円
　団体会員 10,000円
★会員の期間

2022年4月1日から2023年3月31日まで

〈お申込みは〉
兵庫県芸術文化協会　文化振興部
TEL 078－321-2002　FAX 078－321-2139



●都合により、日程・会場・講師・内容を変更する場合があります。
●１回ずつの聴講制度もございます。詳しくはお問い合わせください。
●講師の肩書きは2022年３月１日現在のものです。

★警報発令などに伴う講座に関するお知らせ
　 講座開始の３時間前に、各発令場所に「警報」（大雨・暴風・洪水・大雪等）が出ている場合は、講

座を休講させていただきます。その場合は、原則として、当協会よりご連絡いたしませんので、当協
会ホームページ（https://hyogo-arts.or.jp）やSNSでご確認ください。

発令場所　神戸校：神戸市、明石校：明石市、姫路校：姫路市

・休講になった講座の振替の日程などは、決まり次第ホームページ、電話などでご連絡します。
・ 交通機関の運休、居住地の悪天候等により、講師が出勤不可能な場合はやむを得ず休講とさせていた

だきます。

★新型コロナウイルス感染症予防対策について
　咳エチケット、マスク着用、こまめな手洗い、手指消毒、検温にご協力をお願いします。
　新型コロナウイルスの感染拡大状況により、講座内容、日程などが変更になる場合があります。

当協会ホームページ・SNS

生活文化大学各講座やその他最新のイベント情報を配信しています。ぜひご活用ください。

ホームページ facebook Instagram Twitter

★交通アクセス

【神戸校】
●会　場　兵庫県民会館

●所在地　〒 650-0011　神戸市中央区下山手通 4-16-3

●交　通
　JR・阪神「元町駅」から北へ徒歩 7 分
　地下鉄「県庁前駅」下車　東 1,2 出入口すぐ 警察本部 公館

下山手通

第2号館

中山手通

第3号館

兵庫県庁
第1号館

栄光教会

兵庫
県民会館

N

地下鉄県庁前駅

阪神元町駅
JR元町駅

受講にあたってのお願い

明石校・姫路校の交通アクセスは各講座の欄をご覧ください。



考古学講座
共催：兵庫県立考古博物館

空想の展覧会 ～空前絶後を希求する～
■会　　　場 兵庫県民会館３階303号室
 （７月、12月、１月は10階福の間)
■時　　　間　午後２時から３時30分まで 　水曜日
■年間受講料　一般：17,000円　友の会会員：13,000円
※ 兵庫県立美術館「芸術の館友の会」、兵庫県立歴史博物館友の会の会員も対象

兵庫の重要遺跡【古墳時代編】
■会　　　場 兵庫県民会館３階303号室
 6月、1月は10階福の間
 兵庫県立考古博物館（11月は特別展鑑賞講座)
 加古郡播磨町大中１-１-１
■時　　　間　午後２時から３時30分まで　金曜日
■年間受講料　一般：17,000円　友の会会員：13,000円
※ 兵庫県立美術館「芸術の館友の会｣、兵庫県立歴史博物館友の会の会員も対象

神　　戸　　校

■日程等
実施日・会場 講　座　内　容 講　師

① 4/20㈬
兵庫県民会館3階303号室

中国・朝鮮・日本の工芸 
～表現の質と作者の深意を索めて～ 白鶴美術館　評議員　山中　理

② ５/18㈬
兵庫県民会館3階303号室 空想の宴（うたげ）～漆椀の展覧会～ 関西学院大学　非常勤講師　近藤　利江子

③ ６/22㈬
兵庫県民会館3階303号室

中国・朝鮮・日本の聖と俗の美術
～人の営みと心の深層へ沈潜して～ 白鶴美術館　評議員　山中　理

④ 7/20㈬
兵庫県民会館10階福の間 名画でみる日本絵画の歴史 大阪芸術大学　名誉教授　田中　敏雄

⑤ ９/21㈬
兵庫県民会館3階303号室

近代文人の世界
～書・画・印を娯しむ～ 兵庫県立美術館　学芸員　柏木　知子

⑥ 10/19㈬
兵庫県民会館3階303号室

（空想の）展覧会の作り方①　
～文化財にストーリーを与える～ 公益財団法人阪急文化財団　理事　仙海　義之

⑦ 11/16㈬
兵庫県民会館3階303号室

揺らぎのなかにみた美　
～近代、東洋古美術コレクターの選択～ 白鶴美術館　学芸課長　海原　靖子

⑧ 12/21㈬
兵庫県民会館10階福の間 上代裂ものがたり 大阪芸術大学　非常勤講師　齋藤　朋子

⑨ 1/18㈬
兵庫県民会館10階福の間 シルクロード展　～作品で辿る悠久の世界～ 白鶴美術館　学芸副主任　田林　啓

⑩ 2/15㈬
会場調整中

（空想の）展覧会の作り方②　
～文化財をステージに上げる～ 公益財団法人阪急文化財団　理事　仙海　義之

■日程等
実施日・会場 講　座　内　容 講　師

① ４/15㈮
兵庫県民会館３階303号室 古墳時代と兵庫の遺跡 兵庫県立考古博物館 館長　和田　晴吾

② ５/13㈮
兵庫県民会館３階303号室 城の山古墳（朝来市）から見た但馬の古代 大手前大学史学研究所

客員研究員　櫃本　誠一
③ ６/10㈮

兵庫県民会館10階福の間
山陰道最大の中期古墳
～雲部車塚古墳（丹波篠山市）～

兵庫県立考古博物館
館長補佐　中村　弘

④ ７/15㈮
兵庫県民会館３階303号室

権現山 51 号墳（たつの市）の
三角縁神獣鏡は語る

兵庫県まちづくり技術センター
埋蔵文化財調査部次長　山本　誠

⑤ ９/９㈮
兵庫県民会館３階303号室

北播磨の中期古墳群
～史跡 玉丘古墳群（加西市）～

加西市ふるさと創造部
鶉野未来課学芸員　森　幸三

⑥ 10/14㈮
兵庫県民会館３階303号室

７世紀の但馬の古墳
～箕谷２号墳（養父市）と西暦 608 年の時代～

養父市教育委員会
社会教育課文化財専門員　谷本　進

⑦ 11/11㈮
兵庫県立考古博物館

兵庫県立考古博物館 特別展鑑賞講座
「丹波焼誕生－はじまりの謎を探る－」 兵庫県立考古博物館 学芸員　松岡　千寿

⑧ 12/９㈮
兵庫県民会館３階303号室

古墳時代の土器製塩
～引野遺跡と貴船神社遺跡（淡路市）～

淡路市教育委員会
社会教育課文化財係　伊藤　宏幸

⑨ １/13㈮
兵庫県民会館10階福の間

東六甲の大群集墳
～八十塚古墳群（芦屋市・西宮市）～

西宮市産業文化局
文化財課学芸員　山田　暁

⑩ ２/10㈮
会場調整中 窟屋１号墳（三木市）とオケ・ヲケ物語 兵庫県立考古博物館

学芸課長　池田　征弘

全ての講座について、兵庫県芸術文化協会友の会、兵庫県立美術館「芸術の館友の会」、
兵庫県立歴史博物館友の会の会員様は、会員価格で受講いただけます。

文化財講座
共催：兵庫県立美術館「芸術の館友の会」

文化財講座

考古学講座



ふるさとの
歴史講座

共催：兵庫県立歴史博物館
　　　ひょうご歴史研究室

西洋美術講座
共催：兵庫県立美術館「芸術の館友の会」

西洋美術史Ⅷ ～肖像と自画像の世界～
■会　　　場 兵庫県民会館３階303号室
 ７月､12月、1月は10階福の間
■時　　　間　午前10時から11時30分まで　水曜日
■講　　　師 蜷　川　順　子 　関西大学名誉教授
■年間受講料　一般：17,000円　友の会会員：13,000円
※ 兵庫県立美術館「芸術の館友の会｣、兵庫県立歴史博物館友の会の会員も対象

『風
ふ ど き

土記』からみる古代の歴史
■会　　　場 兵庫県民会館３階303号室 
 ７月は10階福の間
■時　　　間　午後２時から３時30分まで　月曜日
■年間受講料　一般：17,000円　友の会会員：13,000円
※兵庫 県立美術館「芸術の館友の会｣、兵庫県立歴史博物館友の会の会員も対象

■日程等
実施日・会場 講　座　内　容

① ４/20 ㈬
兵庫県民会館3階303号室 死者の肖像　～ミイラや古代墓碑より～

② ５/18 ㈬
兵庫県民会館3階303号室 著者像と献呈の自画像　～中世写本より～

③ ６/22 ㈬
兵庫県民会館3階303号室 支配者の肖像　～神聖ローマ皇帝像～

④ ７/20 ㈬
兵庫県民会館10階 福の間 都市市民の自意識　～ルネサンス期の肖像と自画像～

⑤ ９/21 ㈬
兵庫県民会館3階303号室 画家の自意識　～マニエリスム期の肖像と自画像～

⑥ 10/19 ㈬
兵庫県民会館3階303号室 モデルを物語る　～バロック期の肖像と自画像～

⑦ 11/16 ㈬
兵庫県民会館3階303号室 集団を描く　～ 17 世紀オランダの肖像と自画像～

⑧ 12/21 ㈬
兵庫県民会館10階 福の間 肖像画礼賛　～近世イギリスの肖像と自画像～

⑨ １/18 ㈬
兵庫県民会館10階 福の間 友情を描く　～ 19 世紀の肖像と自画像～

⑩ ２/15 ㈬
会場調整中 写真と痕跡　～ 20 世紀の肖像と自画像～

■日程等
実施日・会場 講　座　内　容 講　師

① ４/11㈪
兵庫県民会館３階303号室 『風土記』とはなにか ひょうご歴史研究室

研究コーディネーター　坂江　渉② ５/16㈪
兵庫県民会館３階303号室 『播磨風土記』の特徴と魅力

③ ６/13㈪
兵庫県民会館３階303号室 播磨の志

し じ み
深ミヤケの物語　～史書を読み比べる～ ひょうご歴史研究室 客員研究員

( 神戸大学文学部教授 )　古市　晃④ ７/11㈪
兵庫県民会館10階福の間 国名ハリマの由来

⑤ ９/12㈪
兵庫県民会館３階303号室 丹後と播磨の天

あまのはしだて

橋立伝承 ひょうご歴史研究室　
研究コーディネーター　坂江　渉

⑥ 10/３㈪
兵庫県民会館３階303号室 『風土記』の白

しらとり
鳥伝説を追う ひょうご歴史研究室 客員研究員

( 神戸大学文学部教授 )　古市　晃
⑦ 11/７㈪

兵庫県民会館３階303号室 柏の葉の呪術 立命館大学 非常勤講師　髙橋　明裕

⑧ 12/５㈪
兵庫県民会館３階303号室 猟犬伝承とミヤケ 神戸大学地域連携推進本部

特命准教授　松下　正和
⑨ １/16㈪

兵庫県民会館３階303号室 シカと田植えの儀式 立命館大学 非常勤講師　髙橋　明裕

⑩ ２/13㈪
会場調整中 古代の海

あ ま
人とウミガメ ひょうご歴史研究室

研究コーディネーター　坂江　渉

西洋美術講座

ふるさとの
歴史講座 神戸



音楽鑑賞講座
共催：兵庫県音楽活動推進会議

■日程等
実施日 講　座　内　容 講　師

① ５/27㈮
兵庫県民会館けんみんホール

魅惑の世界へようこそ
～チェロとヴァイオリンの調べ～

大阪音楽大学特任教授
北浦　洋子（ヴァイオリン）
皆川　隼人（チェロ）、濵本真佑花（ピアノ）

② ６/24㈮
兵庫県民会館けんみんホール

指揮者が語る音楽の楽しみ
二胡と揚琴　古くて新しい中国の弦楽器

鳴尾　牧子（二胡）、山本　敦子（揚琴）
神戸大学名誉教授　斉田　好男（聞き手）

③ ７/22㈮
兵庫県民会館けんみんホール

ベートーヴェン
最初期の３つのピアノソナタ
第１番・第２番・第３番の魅力

神戸女学院大学 専任講師
大阪教育大学 非常勤講師　崎谷　明弘

④ ９/16㈮
兵庫県民会館けんみんホール

和太鼓おもしろ話とオカリナの
魅力について

和太鼓松村組
松村　公彦（和太鼓）
松村　初恵（オカリナ）

⑤ 10/28㈮
兵庫県民会館けんみんホール

尺八の音階
お経と演歌 尺八新都山流竹琳軒大師範　加納　煌山

⑥ 11/18㈮
兵庫県民会館けんみんホール お箏のたのしみ 箏曲宮城社大師範　西川　かをり

⑦ 12/16㈮
兵庫県民会館けんみんホール J.シュトラウス一家物語

兵庫県立西宮高校音楽科講師
大阪音楽大学元講師
小川　哲生（クラリネット）
＆“クラリネッティッシモ”

⑧ １/27㈮
兵庫県民会館けんみんホール

ショパンのピアノ曲にみるロマン性と
人生観 大阪音楽大学元講師　伊藤　勝（ピアノ）

⑨ ２/17㈮
兵庫県民会館けんみんホール リズムは楽しくて奥が深いⅣ

兵庫県音楽活動推進会議代表
宮本　慶子（マリンバ）
田邊　裕香子、小松　加奈

⑩ ３/17㈮
兵庫県民会館けんみんホール ピアノと歌で世界旅行！

武庫川女子大学講師
老田裕子（ソプラノ）
澤田　愛音 ( ピアノ )

■会　　　場 兵庫県民会館 けんみんホール
■時　　　間　午前10時から11時30分まで 　金曜日
■年間受講料　一般：20,000円　友の会会員：16,000円
※ 兵庫県立美術館「芸術の館友の会｣、兵庫県立歴史博物館友の会の会員も対象

新しい視座から日本美術を考える
■会　　　場 兵庫県民会館３階303号室
 11月は10階福の間
■時　　　間　午後２時から３時30分まで 
■年間受講料　一般：17,000円　友の会会員：13,000円
※ 兵庫県立美術館「芸術の館友の会｣、兵庫県立歴史博物館友の会の会員も対象

■日程等
実施日 講　座　内　容 講　師

① 4/19㈫
兵庫県民会館3階303号室

樹木・木材・御
み そ ぎ

衣木
～ 仏像素材への新しい視座① ～ 大阪市立美術館 学芸員　児島　大輔

② 5/24㈫
兵庫県民会館3階303号室

銀ギラギンに追善供養
～ 仏像素材への新しい視座② ～

③ 6/28㈫
兵庫県民会館3階303号室 東シナ海をこえて　～ 宋・元からの将来品 ～

西宮市大谷記念美術館 館長
越智　裕二郎

④ 7/19㈫
兵庫県民会館3階303号室 南蛮屏風　Ⅰ　～ どこから生まれた？ ～

⑤ 9/20㈫
兵庫県民会館3階303号室 南蛮屏風　Ⅱ　～ その展開 ～

⑥ 10/11㈫
兵庫県民会館3階303号室 初期洋風画　～ 日本で初めての西洋風絵画 ～

⑦ 11/22㈫
兵庫県民会館10階福の間 聖フランシスコ・ザビエル像を読み解く 神戸市立博物館 担当係長　塚原　晃

⑧ 12/13㈫
兵庫県民会館3階303号室 南蛮工芸・漆器　～ 世界への拡がり ～ 西宮市大谷記念美術館 館長

越智　裕二郎
⑨ 1/10㈫

兵庫県民会館3階303号室
円山四条派について
～ 応挙と呉春　新しい視座 ～

西宮市大谷記念美術館 学芸員
枝松　亜子

⑩ 2/7㈫
会場調整中 江戸期の洋風画　～ 長崎から江戸へ ～ 西宮市大谷記念美術館 館長

越智　裕二郎

日本美術講座
共催：兵庫県立美術館「芸術の館友の会」

音楽鑑賞講座

日本美術講座



ふるさとの
歴史講座

共催：兵庫県立歴史博物館
協力：明石市

ふるさとの
歴史講座

共催：兵庫県立歴史博物館
後援：姫路市
　　　姫路市教育委員会

現代生活の源流Ⅴ
■会　　　場 ウィズあかし（明石市生涯学習センター）
■時　　　間　午後２時から３時30分まで　火曜日
■講　　　師 小

お

栗
ぐ り

栖
す

　健　治　
 神戸女子大学古典芸能研究センター客員研究員
■年間受講料　一般：16,000円　友の会会員：12,000円
※ 兵庫県立美術館「芸術の館友の会｣、兵庫県立歴史博物館友の会の会員も対象

～播磨史探訪・その11～
■会　　　場 日本城郭研究センター 2階 大会議室
 11月は現地講座
■時　　　間　午後２時から３時30分まで　水曜日
■講　　　師 埴　岡　真　弓　播磨学研究所運営委員兼研究員
■年間受講料　一般：16,000円　　※友の会会員：12,000円
※兵庫県立美術館「芸術の館友の会｣、兵庫県立歴史博物館友の会の会員も対象

明　　石　　校

姫　　路　　校

■日程等
実施日 講　座　内　容

① ４/26㈫『播磨国風土記』～神々の伝承～

② ５/17㈫ 花山法皇と性空上人
③ ６/21㈫ 城門の管理　～姫路城を事例に～

④ ７/５㈫ 地獄絵を絵解く　～聖衆来迎寺本六道絵～

⑤ ９/６㈫ 曽根天満宮の秋祭り
⑥ 10/18㈫『西播怪談実記』の世界
⑦ 11/15㈫ 赤松政則の生涯
⑧ 12/20㈫ 諸国風俗問状と年中行事
⑨ １/17㈫ 中世の村と鎮守社の再建
⑩ ２/21㈫ 石の宝殿と生石神社

■日程等
実施日 講　座　内　容

① ４/13㈬ 梶原景時と播磨　～「鎌倉殿」の時代～

② ５/11㈬ 怪僧・文覚と福井庄　～神護寺中興の祖～

③ ６/ ８㈬「畿内」と「畿外」　～明石の櫛淵～

④ ７/13㈬ 播磨と出雲　～風土記の時代～

⑤ ９/14㈬ 俳人・滝飄水　～別府の廻船問屋～

⑥ 10/26㈬ 姫路の「八面イタチ」　～妖怪譚とその背景～

⑦ 11/ ９㈬ 現地講座・外堀川から北条を巡る
⑧ 12/14㈬ 本多忠政の城下町　～清水門の立石～

⑨ １/11㈬ 姫路藩の水軍　～御船手組～

⑩ ２/ ８㈬ 生野義挙　～維新への胎動～

【明石校】
●会　場：ウイズあかし(明石市生涯学習センター)
●所在地　〒673-0886　明石市東仲ノ町6-1
　　　　　  アスピア明石北館 7 階
●交　通
　JR・山陽電車「明石駅」から東へ徒歩３分

山電明石駅
JR明石駅

至姫路 至三宮
明石公園

魚の棚
保健センター

勤労福祉会館

フェリー乗場 明石市役所

国道2号

北 館
南 館

明石城

東
館

N

ウイズあかし
（明石市生涯学習センター）
（アスピア明石北館7階）

【姫路校】
●会　場　日本城郭研究センター
●所在地　〒670-0012　姫路市本町68-258
●交　通
　JR・山陽電車「姫路駅」から1.5㎞　徒歩20分
　 神姫バス姫路医療センター系統で約８分「野里門」下車

姫路文学館

至書写山

至神戸

好古園

P
P

P姫路城

姫路市立
美術館

イーグレひめじ
国道2号線

姫路郵便局

日本城郭研究センター 至播但有料道路
中国自動車道

大
手
前
通
り
神
姫
バ
ス

の
り
ば

み
ゆ
き
通
り

至
岡
山

兵庫県立
歴史博物館 N

JR姫路駅

山　電
姫路駅
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ふるさとの
歴史講座 明石

ふるさとの
歴史講座 姫路


