
令和3年度　伏見連続講座一覧

以下の内容は「令和４年３月１４日（月）」時点の情報です。
https://www.city.kyoto.lg.jp/fushimi/page/0000274629.html

＜連続講座へのご参加について＞

【電話】 075-661-3755

【ＦＡＸ】 075-661-5855

【ＨＰ】 https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000012821.html

No. 開催について 開催日時 講座名 講座概要 開催場所 定員 申込方法 問合せ先

1 開催延期

 令和3年9月２5日（土）
 10：30～12：00
 （開場10：00）
令和4年2月11日（金・
祝）
10：00～12：00
（開場9：30）

「『ものがたり観光』 宇治・伏見観光のいまとこれから」

講師　片山 明久　氏
　　　　(京都文教大学総合社会学部准教授)

本講座では宇治・伏見の「ものがたり観光」を事例に、宇治伏
見の観光の ポテンシャルを考える。また議論を通して、今日の
旅行者の真のニーズと観光 のあり方についても迫ってみたい。

京都文教大学・短期大学 40名
8/16（月）～9/17（金）
（申込先着順）
※申込みは問合せ先へ

京都文教大学・短期大学
フィールドリサーチオフィス
 0774-25-2630
fro@po.kbu.ac.jp

2 済
令和3年10月17日（日）
10：00～11：30
（集合 9：30）

「伏見・水の道を歩く～銀座跡から伏見港公園・三栖閘門
～」
講師　小林 大祐　氏
　　　 （京都文教大学総合社会学部専任講師）

三都に次ぐ、三つの幕府直轄都市であった伏見。伏見奉行所か
ら陸軍工兵16大隊敷地へ、三十石舟から蒸気船への交通網の変
化と様々な変遷を迎えています。その歴史を見つめ直し、その
当時の足跡を振り返ります。

伏見大手筋～伏見港公園 12名

9/15（水）～10/4（月）
（応募多数の場合は抽選）
※申込みは問合せ先FAX,またはメールへ
（1．氏名・2．住所・3．電話番号・4．生年月日を明記）

京都文教大学・短期大学
フィールドリサーチオフィス
 0774-25-2630
FAX0774-25-2822
fro@po.kbu.ac.jp

3 済
令和 3年10月 31日（日）
10：00～12：00
（集合 9：50）

歴史探訪　「藤森神社と周辺の歴史」
講師　伊藤 英夫　氏
　 　　（元京都SKY観光ガイド協会）

地域の氏神として地域と共に歴史を刻んできた藤森神社の由緒
と歴史や境内にある建物や遺構等を見聞し、更に周辺の伏見街
道･大津街道・鴨川運河を散策します。
藤森神社境内～大津街道～伏見街道～鴨川運河

藤森神社 絵馬堂（集合） 25名

10/4（月）～10/12（火）
（申込先着順）
右記の電話番号またはFAXにて受付
【記入事項】1.名前  2.住所  3.電話番号
【受付時間】月～金曜（土日祝日除く）
９時～１７時

深草古絵図プロジェクト
 090-2355-5486（杉田）
FAX 075-642-1417

4 済
令和3年11月7日（日）
10：00～11：30
（集合 9：30）

「『淀古今眞佐子』を歩く～鳥羽伏見の戦い趾を訪ねて
～」
講師　小林 大祐 氏
　　　（京都文教大学総合社会学部専任講師）

『淀古今眞佐子』を片手に、淀本町・淀新町を歩き、伏見の歴
史を踏まえながら、今回は鳥羽伏見の戦いを中心に淀の歴史と
今を学びます。

淀本町～淀新町
（京阪淀駅集合）

12名

10/1（金）～10/18（月）
（応募多数の場合は抽選）
※申込みは問合せ先FAX,またはメールへ
（1．氏名・2．住所・3．電話番号・4．生年月日を明記）

京都文教大学・短期大学
フィールドリサーチオフィス
 0774-25-2630
FAX0774-25-2822
fro@po.kbu.ac.jp

5 済
令和3年11月13日（土）
9：00～12：00
（集合9：00）

伏見史跡探訪会 ツアー（まち歩き）
伏見公園周辺の散策

川のみなと・伏見港が「みなとオアシス」に登録され伏見港公
園周辺を散策し伏見港の歴史に親しんで頂きます。

京阪中書島駅（集合） 25名

10/18（月）～11/5（金）
※申込先着順
※申し込みは右記の問合せ先まで
記入事項（1.名前 2.住所 3.電話番号）

伏見楽舎（代表：福冨）
（090-7552-3678）
rpks98682@nike.eonet.ne.jp

6 済
令和3年12月4日（土）
14：00～16：00
(開場13：30)

『伏見義民』と明治維新
－「伏見義民伝」受容と顕彰・考証活動－
講師　杉本 弘幸　氏
　　　（大阪大学大学院文学研究科非常勤講師）

伏見義民の顕彰活動について、明治維新から1912年までを歴
史意識の変化という観点をもってお話します。

伏見区役所1階ホール 50名

京都いつでもコールにて受付
11/17（水）～11/24（水）
（応募多数の場合は抽選）
※当選者のみ連絡

伏見城研究会
(事務局：御香宮神社)
075-611-0559
studygr_fushimijo01@yahoo.co.jp

7 済
令和3年12月8日（水）
18：00～19：30
（17：30開場）

公開講演会「京都伏見の戦争と感染症」
講師　村上 登司文　氏
　　　（京都教育大学教育学科教授）

戦前の京都伏見は「軍都伏見」と言われ多くの軍事施設があり
ました。また，第1次世界大戦直後にスペイン風邪が流行した
とき，京都府だけでコロナ感染症より遥かに多い1万1千人が亡
くなりました。地元京都伏見について，戦争と感染症を交差さ
せてお話します。

京都教育大学 1号館C棟
２階  大講義室１

70名

11/15（月）～11/26（金）
右記のメールアドレス及びFAXにて受付
※応募多数の場合は抽選
メールでの申し込みの場合は件名を「公開講演会参加申込」とし、下記の
情報を記入
【記入事項】1.氏名（漢字、ふりがな）2.住所 3.性別 4.年齢 5.職業・学
年等 6.電話番号 7.メールアドレス
FAXでの申し込みの場合は「公開講演会参加申込票」に必要事項を記入
※「公開講演会参加申込票」は京都教育大学ホームページからダウンロー
ド可能

京都教育大学　総務・企画課
mosiko@kyokyo-u.ac.jp
FAX：075-644-8113

8 済
令和３年12月12日（日）
14：00～15：30
（開場13：30）

京都と伏見をつなぐ水の路「鴨川運河」とは？
講師　森本 浩行　氏
　　　（京都市立京都奏和高等学校教諭）
　　　鵜飼 実幸　氏
　　　（鴨川運河会議代表）

講師２名が、それぞれ「琵琶湖疏水『鴨川運河』の魅力」と
「鴨川運河のアレコレ」と題して、京都と伏見をつなぐ水の路
「鴨川運河」を解き明かします。

伏見区役所１階ホール 50名

京都いつでもコールにて受付
10/20（水）～11/2（火）
（多数抽選）
当選者のみ11月7日までに電話連絡

鴨川運河会議（鵜飼)
 080-5438-3806

9 公開中
令和3年12月15日（水）
から公開開始

 「三夜荘から伏見港へ」
講師　若林 正博 氏
　　　（地域（伏見）史研究者）

今年4月、伏見港が「みなとオアシス」に登録されたことを記
念し、地域（伏見）史研究者である若林 正博氏（伏見城研究会
所属）により、伏見港の歴史に触れる内容の講座をYouTube
で配信します。

動画配信サイト
youtubeにて公開

－

動画配信先URL

https://youtu.be/-xLY1zF-Lg0

龍谷大学
龍谷エクステンションセンター
＜電話＞
075-645-7892

・新型コロナウイルス感染症拡大の状況により，開催を中止する場合があります。
　参加申込を受け付けた受講者の方には中止のご連絡を差し上げます。

・講座は事前申込制です。事前連絡のない当日参加はお断りいたします。

・講座への参加にあっては，マスクを着用のうえ，ご来場をお願いいたします。
　また，当日の体温が37．5℃以上ある場合は参加をご遠慮いただきますようお願いいたします。

＜京都いつでもコール＞　午前8:00～午後9:00（年中無休）

ホームページで最新の講座一覧を確認できます。

https://www.city.kyoto.lg.jp/fushimi/page/0000274629.html
https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000012821.html
mailto:fro@po.kbu.ac.jp
mailto:fro@po.kbu.ac.jp
mailto:fro@po.kbu.ac.jp
mailto:rpks98682@nike.eonet.ne.jp
mailto:studygr_fushimijo01@yahoo.co.jp
mailto:mosiko@kyokyo-u.ac.jp
https://youtu.be/-xLY1zF-Lg0


10 済
令和3年12月18日（土）
13：30～15：00
（開場13：00）

「親子で伏見クッキング☆～『武士米』でお菓子づくり
～」
講師　小西 康仁　氏
　　　（京都文教短期大学食物栄養学科 准教授）

伏見向島農家・中嶋農園と京都すばる高校と共同開発した古代
米”武士米”を使い、親子でお菓子づくり体験を行います（お
菓子はご自宅にお持ち帰り、ご試食ください）。当日は、京都
文教短期大学食物栄養科の学生も一緒になってお菓子づくりを
サポートします。

京都文教大学・短期大学 10組

11/15(月)～12/10(金)
対象:幼児～小学生
※保護者同伴
※多数抽選
申込みは問合せ先FAXまたはメールへ

京都文教大学・短期大学
フィールドリサーチオフィス
 0774-25-2630
FAX 0774-25-2822
fro@po.kbu.ac.jp

11 済
令和3年12月19日（日）
14：00～16：00
（開場13：30）

「秀吉を襲った慶長伏見地震」
講師　寒川 旭　氏
         （地震考古学者）

秀吉の居城・伏見指月城を倒壊させた大地震について、活断層
や地震考古学の成果から説明し、関西地域での今後の南海トラ
フ地震についても詳しく説明いたします

伏見区役所4階大会議室 50名

京都いつでもコールにて受付
11/17（水）～12/9（木）
（応募多数の場合は抽選）
※ハガキにて当選者のみ連絡

伏見指月城を考える会
  gata@mri.biglobe.ne.jp
（武内）

12 済
令和3年12月20日（月）
15：00～16：00
（開場14：30）

「伏見を含む関西圏のコロナ後の防災・減災」
講師：奥村 与志弘　氏
　　　（関西大学准教授）

伏見を中心とする関西圏における地震・豪雨・台風災害に対す
る防災対策と減災の方策について紹介する。とくに、コロナ終
息後における災害対策の在り方について言及する。

伏見区役所1階ホール 50名

11/17（水）～１２/7（火）
京都いつでもコールにて受付
（応募多数の場合は抽選）
※当選者のみ連絡

伏見の防災を考える会
（担当者：小池　武）
075-601-1304
メール：koike-takeshi@ka3.so-net.ne.jp

13 済
令和４年１月8日（土）
13：30～15：00

第１９回深草文化交流
俳句会～初めての方も「才能アリ」を目指そう！～
講師：坪内 稔典　氏
　　　（京都教育大学名誉教授・佛教大学名誉教授）

深草を題材にした俳句の紹介や解説，応募作品の一部紹介，俳
句の作成体験など，有名講師を招いて講演を行います。

深草支所4階会議室 50名

11/19（金）～12/10（金）
京都いつでもコールにて受付
（応募多数の場合は抽選）
※当選者のみ連絡

深草ふれあい事業実行委員会
（担当者：松岡・岡本）
 075-642-3203
FAX 075-641-0672

14 済
令和４年１月９日（日）
14：00～16：00
（開場 13：30）

二代目たちの伏見城　－秀頼、秀忠－
講師：若林 正博　氏
　　　（郷土(伏見)史研究者）

伏見城を二代目の豊臣秀頼、徳川秀忠に焦点を置くことによ
り、全国統治で伏見城が役割を果たしたことを今回浮き彫りに
します。

伏見区役所1階ホール 50名

申込者数が定員に達したため，受付を終了いたしました。

11/20（土）～12/25（土）
（申込先着順）
※申込みはFAX又はメールまで

伏見歩き隊（谷口）
FAX　075-603-3595
   t_hide314@yahoo.co.jp

15 済

令和４年１月２３日（日）
１３：３０～１６：００
（開場 １３：００）
※オンライン同時開催

「歴史に学ぶ　次世代教育　～伏見のひとびとはどう関
わってきたか～」
講師　若林 正博　氏
　　　（地域（伏見）史研究者）

前半で，若林正博氏に，伏見の町衆が次世代教育にどのように
関わってきたかに関して歴史的観点からご講演いただき，後半
では，地域企業が地元の若者たちにどのような学びの機会を与
えているか，あるいは教育活動にどのように関与しているかに
ついてディスカッションを行い，地域での教育活動の意義，地
域企業の役割についての市民の理解を深める。

㋐伏見区役所1階ホール

㋑Zoom（Web会議
ツール）でのオンライン
開催

㋐40名

㋑400名

㋐(先着順・当選者のみ連絡）
申込期間12月16日～12月24日
※右記FAXよりお申し込みください。

㋑（先着順）
申込期間12月20日～1月21日
※右記URLよりお申し込みください。

京都中小企業家同友会伏見支部
 080－8924－7783
㋐ FAX075-354-5008
記入事項（1,名前 2,住所 3,電話番号）

㋑オンライン開催申込
https://peatix.com/event/3072185

1 済
令和4年2月11日（金・
祝）
10：00～12：00
（開場9：40）

「『ものがたり観光』 宇治・伏見観光のいまとこれから」

講師：片山 明久　氏
　　　　(京都文教大学総合社会学部准教授)

第1部「「ものがたり観光」って何だろう」（京都文教大学 総
合社会学部 准教授　片山明久氏）、第2部「アニメを通して見
る伏見の信仰・産業・遺産と観光資源」（舞台探訪者コミュニ
ティ会員　夷氏）、第3部に片山氏・夷氏によるディスカッ
ションを行います。宇治・伏見のアニメ作品の舞台探訪を事例
に、ものがたり観光的な考察し、宇治・伏見の観光の ポテン
シャルを考え、今日の旅行者の真のニーズと観光のあり方につ
いて考える機会とします。

伏見区役所1階ホール 40名
1/20（木）～2/7（月）
（申込先着順）

16 開催中止
 令和4年2月26日（土）
 13：30～15：30
 （開場13：00）

京都文教大学連携シンポジウム
「御香宮神社、大光寺、そして伏見大手筋商店街の歴史と
未来」
◇基調講演講師：絹川雅則氏（公成建設株式会社 代表取締
役社長）
◇パネルディスカッション登壇者：三木善隆氏（御香宮神
社 宮司代務者）、河村将直氏（浄土宗大光寺 住職）、浅野
雄祐氏（伏見大手筋商店街振興組合 代表理事・会長）、絹
川雅則氏（公成建設株式会社 代表取締役社長）
◇進行：林雅清（京都文教大学こども教育学部准教授）、
河村英昌（株式会社神社仏閣オンライン代表取締役）

伏見地域のまちづくりと寺社との関わりについて考える機会と
します。当日は2部構成とし、第1部では絹川雅則氏（公成建設
株式会社 代表取締役社長）による基調講「京都タウンコレク
ティブ化構想からみた伏見のまちづくりの可能性」と題した基
調講演を行い、第2部では伏見地域のまちづくり・地域活性化
をテーマとしたパネルディスカッションを行います。

伏見区役所１階ホール 40名
1/20（木）～2/14（月）
（申込先着順）

17 済
令和4年3月5日（土）
10：30～12：00
（開場10：00）

「向島のまちづくり～青少年の成長を支えるまち～」
杉本 星子　氏（京都文教大学総合社会学部教授）
大下 宗幸　氏（公益財団法人 京都市ユースサービス協会）
長澤 敦士　氏（向島ユースセンター実行委員会）

伏見区向島地域では、「向島子ども・若者支援ネットワーク」
が発足し、向島地域の子ども・若者の切れ目のない支援実現に
向けて活動に取組まれています。本講座では、向島で取り組ま
れている「若者の支援」事例を元に、地域と若者が共に成長し
合うあり方について考えます。

むかちゅうセンター「地
域交流ルーム」

20名
2/1(火)～2/28(月)
（申込先着順）

18 済

令和４年3月5日（土）
9：30～15：30
（雨天順延）
令和4年3月6日（日）
同時刻

「伏見城廃城後の石垣石材を訪ねて・刻印を見る」
案内：久保 孝　氏
　　　武内 良一　氏

フィールドワークの実施
観月橋「城外の庭石」→指月城への舟入→月橋院（寺碑、刻印
石、腰石垣）→山下浜跡（刻印石、矢穴石）→民家腰石垣の石
材→桃山東小学校（史跡伏見城の石垣）→大善寺（寺碑）→地
下鉄・六地蔵駅⇒蹴上→〈昼食〉→南禅寺（三門石垣の刻印）
→知恩院（経蔵基壇の刻印石、新門前石垣の刻印石）→市バ
ス・知恩院前⇒馬町→妙法院（刻印石）→方広寺・豊国神社
（大仏殿礎石・刻印）→市バス・三十三間堂前　解散

京阪観月橋駅（集合） 20名

対象：中学生以上
京都いつでもコールにて受付
2/15（火）～2/22（火）
（応募多数の場合は抽選）
※ハガキにて当選者のみ連絡

伏見指月城を考える会
  gata@mri.biglobe.ne.jp
（武内）

19 済
令和4年3月12日（土）
10:00～11:30
（開場9:30）

「伏見城を歩きなおす」
講師：梅林 秀行　氏（京都高低差崖会 崖長）

川のみなと・伏見港が「みなとオアシス」に登録され、今に至
る伏見の原形として伏見城を歩きなおすをテーマに、伏見城・
城下町のなりたちを現地フィールドワークの視点からお話して
頂きます。

伏見区役所4階大会議室 80名

京都いつでもコールにて受付
2/16（水）～3/1（火）
（応募多数の場合は抽選）
※ハガキにて当選者のみ連絡

伏見楽舎
090-7552-3678（福冨）
rpks98682@nike.eonet.ne.jp

京都文教大学・短期大学
フィールドリサーチオフィス

＜問合せ＞

 0774-25-2630

＜申し込み＞

講座名，氏名，住所，電話番号を記載して
メール又はFAX，下の二次元コードへ
　　fro@po.kbu.ac.jp
FAX　0774-25-2822開催中止

mailto:fro@po.kbu.ac.jp
mailto:gata@mri.biglobe.ne.jp
mailto:koike-takeshi@ka3.so-net.ne.jp
mailto:t_hide314@yahoo.co.jp
https://peatix.com/event/3072185
mailto:gata@mri.biglobe.ne.jp
mailto:rpks98682@nike.eonet.ne.jp
mailto:fro@po.kbu.ac.jp

