
令和４年度　伏見連続講座一覧

以下の内容は「令和４年９月２４日（土）」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 済
令和４年９月１０日（土）
１３：００～１５：００
（開場　１２：３０）

「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」

講師
絹川 雅則 氏（公成建設株式会社 代表取締役社長）

登壇者
浅野 雄祐 氏（伏見大手筋商店街振興組合代表理事・会長）

河村 将直 氏（浄土宗大光寺 住職）

河村 英昌 氏（株式会社神社仏閣オンライン代表取締役）

三木 善隆 氏（御香宮神社 宮司代務者）

進行
林 雅清 氏（京都文教大学こども教育学部准教授）

本講座では、伏見地域のまちづくりと寺社との関わりについて考え
ます。

第1部　基調講演：絹川雅則氏
　　　　「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」
第2部　パネルディスカッション
　　　　「伏見地域のまちづくり・地域活性化」

京都文教大学・京都文
教短期大学　弘誓館

８０名

京都いつでもコールにて受付
８月１０日（水）から８月２９日（月）
（多数抽選）
当選者のみ開催５日前までに郵送で通知

京都文教大学・京都文教短期大学社会連携部
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４年９月２３日（金・
祝）
１３：３０～１５：３０
（開場　１３：００）

「旧深草町100周年記念　古写真が語る深草の営み
－未来に紡ぐ深草アーカイブ」

講師
北野 信義 氏（深草を語る会）

井上 雅晶 氏（深草郷神輿保存会会長）

 他　深草地域の文化「保存・継承・創造」プロジェク
ト実行委員会メンバー

令和４（２０２２）年、伏見区深草地域は旧深草町の町制施行１０
０周年を迎えます。それを記念し、地域住民より寄せられた古写真
を画像にて紹介するとともに、住民の記憶を語ることで、地域の再
認識に結びつけます。

第１部　講演「伏見人形と稲荷かいわい」
　　　　　　「藤森かいわいの思い出」
第２部　パネルディスカッション
　　　　　「私の記録をみんなの記憶へ」

龍谷大学深草キャンパ
ス　成就館　４階メイ
ンシアター

１００名
右記の問合わせ先にて受付
８月２２日（月）～９月１６日（金）
（先着順）

龍谷大学
龍谷エクステンションセンター（REC）
 075-645-7892
（祝日を除く月～金曜日
　　　　　 10：00～16：00）

3 開催予定です。
令和４年１０月１７日（月）
１８：３０～２０：００
（開場　１８：１５）

「まちの酒屋ゼミⅢ～日本三大酒処、伏見の日本酒の
魅力に触れる～【ビギナークラス】」

講師
京極 典久 氏（和洋酒・京つけもの　京極屋）

伏見と言えば、お酒。今回は、酒屋さんからみた、家族や友人にも
勧めたくなる伏見のお酒の魅力をお伝えします。また試飲ならびに
利き酒ワークショップを行います。

京都文教サテライト
キャンパス伏見大手筋

１０名

※講座日時点で20歳以上の方のみお申し込みいた
だけます

京都いつでもコールにて受付
９月１６日（金）～９月２９日（木）
（多数抽選）
当選者のみ開催１０日前までに郵送で通知

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

4 開催予定です。
令和４年１０月２９日（土）
９：３０～１２：００
（集合　９：２０）

旧深草町100周年記念 ウォーキング
「古写真でめぐる大津街道とその周辺」

ガイド
鵜飼 実幸 氏　竹場 真司 氏　杉田 鈴子 氏
（深草地域の文化「保存・継承・創造」プロジェクト実行委員）

旧深草町制施行100周年記念として出来た「未来に紡ぐ深草の記
憶」デジタルアーカイブの古写真や古絵図等を見ながらめぐりま
す。

コース
　鴨川運河墨染船溜り～欣浄寺～墨染寺～藤森分岐道～藤森小学校
　～藤森神社～京都教育大学～JR奈良線～東久宝寺町・筆坂～
　谷口町～浄蓮華院～仁明天皇陵

京阪墨染駅
西側の墨染橋
（集合）

２５名

右記の問合わせ先にて受付
１０月３日（月）～１０月１７日（月）
（先着順）

深草古絵図プロジェクト
 090-2355-5486（杉田）
FAX 075-642-1417
記入事項（1.名前 2.住所 3.電話番号）
（土日祝除く　９：００～１７：００）

5 開催予定です。
令和４年１１月１１日（金）
１０：００～１２：００
（集合　９：４５）

「『淀古今眞佐子』を歩く～水運、水郷のまち～」

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・納所町周辺を歩き、淀城下町
の歴史を踏まえながら、今回は水運、水郷のまちとしての淀を中心
に歴史と今を学びます。

淀周辺 １５名

京都いつでもコールにて受付
９月１６日（金）～１０月１３日（木）
（多数抽選）
当選者のみ開催２０日前までに郵送で通知

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

6 開催予定です。
令和４年１１月１３日（日）
１４：００～１５：３０
（開場　１３：３０）

「桃山時代頃の石材とその産地－秀吉に関係する石造
物－」

講師
奥田 尚 氏（橿原考古学研究所特別指導研究員）

奥田尚氏を講師に迎え、石材産地特定に関わって、伏見と各地との
関りが見え、どうして運び組まれたかを詳細にお話しいただきま
す。

伏見区役所
１Fホール

１００名

京都いつでもコールにて受付
１０月１４日（金）～１０月２６日（水）
(多数抽選）
当選者のみ開催１週間前までに郵送で通知

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

7 開催予定です。
令和４年１１月２０日（日）
１４：００～１５：３０
（開場　１３：３０）

「そうだったのか！伏見を走った路面電車」

講師
須田 寬 氏（東海旅客鉄道株式会社顧問）

明治時代に伏見港と京都市街を結び、日本初の電気鉄道となった京
都電気鉄道と、それを引き継いで昭和時代まで走り続けた京都市電
は、京都の観光にどのような役割を果たしたのでしょうか。目から
ウロコの豆知識や知られざるエピソードを交えながら、お話ししま
す。

伏見区役所
４F大会議室

１００名

京都いつでもコールにて受付
１０月２６日（水）～１１月６日（日）
(多数抽選）
当選者のみ１１月１２日までに郵送で通知

伏見チンチン電車の会
fushimi.chinchindensha@gmail.com
090-2756-9537（竹場）

8 開催予定です。
令和４年１２月４日（日）
１４：００～１６：００
（開場　１３：００）

旧深草町制100周年記念講演「深草の歴史」
「第一部　知られざる深草」
　講師 　伊藤 英夫 氏（元京都SKY観光ガイド協会）

「第二部　古写真が語る深草のまちと暮らし」
　講師　鵜飼 実幸 氏　杉田 鈴子 氏
　　　　（深草地域の文化「保存・継承・創造」プロジェクト
                  実行委員）

深草地域は自然を基盤に奥深い歴史があり地域の暮しや文化が発展
してきた。まだまだ知られていない深草について、また、昨年度実
施した「未来に紡ぐ深草の記憶」デジタルアーカイブの古写真や資
料等から語ります。

藤森神社 参集殿 ７０名
右記の問合わせ先にて受付
１０月２４日（月）～１１月１８日（金）
（先着順）

深草古絵図プロジェクト
 090-2355-5486（杉田）
FAX 075-642-1417
記入事項（1.名前 2.住所 3.電話番号）
（土日祝除く　９：００～１７：００）

9 開催予定です。
令和４年１２月１１日（日）
１３：３０～１５：３０
（開場　１３：００）

BEACON2020の風景～昭和４０年代の深草～

講師
吉岡 洋 氏（京都御芸術大学文明哲学研究所教授、

　　　　　  京都大学名誉教授）

作品『BEACON2020』の映像で扱った宇治や深草の風景を、昭
和４０年代の思い出とともに話します。

（BEACONは現代美術作家、映像作家、美学者からなるチームが
制作している映像インスタレーション作品です。
『BEACON2020』では、深草の風景がその対象となりまし
た。）

伏見区役所
１Fホール

１００名

京都いつでもコールにて受付
１１月１０日（金）～１１月２４日（水）
(多数抽選）
当選者のみ１２月１日までに郵送で通知

鴨川運河会議
 080-5438-3806（鵜飼）

以降の講座については随時更新予定です。

・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

