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Ⅰ．メインルート事業 

１．地域連携事業 
（１）関西５私鉄連携事業 

◇平成３０（２０１８）年度 

関西５私鉄あの町！この町！スタンプラリー＆歴史街道ウォークの旅２０１８ 

◇令和元（２０１９）年度より歴史街道スタンプラリー（リニューアル版）に統合 
 

（２）伊勢～飛鳥間連携事業 
◇平成３０（２０１８）年度 

実施日 イベント内容 開催場所 参加人数 

１０月７日（日） 伊勢街道フォーラム２０１８ 名張市 ４５名 

 
◇令和元（２０１９）年度 

実施日 テーマ 講 師 開催場所 参加人数 

９月２４日（火） 
伊勢街道 見て歩記 

伊勢本街道へのいざない 

風景街道「伊勢街道」連絡

協議会 会長 裏 宗久氏 
阪急たびコト塾 ７９名 

１０月１７日（木） 再現江戸時代の伊勢参り 奈良大学 安田 真紀子氏 同上 ３６名 

１１月２４日（日） 
街道ウォーク 

秋の奥宇陀を歩く 

風景街道「伊勢街道」連絡

協議会 
宇陀市 ３２名 

１１月２６日（火） 大和と伊勢を結ぶ御杖村 

風景街道「伊勢街道」連絡

協議会 会長 裏 宗久氏 

御杖村むらづくり振興課 

鍵田 輝氏 

阪急たびコト塾 ２９名 

◇令和２（２０２０）年度 
５、６月の阪急たびコト塾でのセミナーは、新型コロナウイルス感染予防の観点から開催を

見合わせた。 
 

・名 称 関西５私鉄あの町！この町！スタンプラリー＆歴史街道ウォークの旅２０１８ 

・期 間 平成３０年９月１４日（金）～１２月１６日（日） 

・スタンプラリー 

５私鉄沿線２０か所の各スポットにスタンプ台を設置し、参加者は希望賞品の応募定数分の

箇所を回り、スタンプ印を集めて応募する。 

応募総数 ６５７件（対前年度＋２８４件） 

・ウォーク 

５私鉄沿線２１市町において、歴史街道をテーマにウォークを開催。開催日は市町ごとに設

定、１ウォーク概ね５０名前後の定員とした。 

参加者数 ５５８名 

・告 知 

各沿線（グループ沿線含む）及びウォーク参加市町の関係先にチラシを配置し、幅広く本事業

をＰＲした。 
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（３）「飛鳥～奈良～京都」間 

◇平成３０（２０１８）年度 

第６幕「和食の歴史でめぐる飛鳥－奈良－京都」（平成３０年度） 

実施日 イベント内容 開催場所 参加人数 

４月２日（月） 「古代をたずねる城陽ぶらり歴史旅」 城陽市 ２２名 

５月 10日（木） 「新茶薫る京のええもん「学」「食」巡り」 木津川市 ２２名 

6 月 9 日（土） 「町家で楽しむ大和の味覚」 橿原市 ３５名 

7 月 7 日（土） 「三輪素麺を食し、歴史を学ぶ」 桜井市 荒天中止 

9月 29日（土） 「御殿様御膳の旅」 大和郡山市 ４５名 

10 月 13 日（土） 講演会 天理市文化センターホール ３０名 

 

◇令和元（２０１９）年度 

・歴史街道×クラブツーリズム特別企画  

日帰りツアー「京都・奈良の歴史と魅力ある文化を体感しよう！」 

実施日 イベント内容 開催場所 参加人数 

10 月 20 日（日） 
喜光寺・喜勝副住職と行基上人の足跡 

海住山寺の本堂改修工事見学とお茶席拝服 
木津川市 催行中止 

11月 15日（金） 
藤原京を造成した持統天皇に迫る特別講座 

国分寺の特別拝観と日本初本格都城・藤原京散策 
橿原市 同上 

11月 22日（金） 
推古天皇も見た古代の景色と色彩を味わう 

冠位十二階を思わせる草木染め体験とキトラ古墳特別解説 
明日香村 同上 

2月 15日（土） 
「イケ住」で知られる海龍王寺のご住職が同行 

光明皇后祈りの場で語る特別法話とゆかりの地めぐり 
奈良市 同上 

4月 3日（金） 
背割り堤の桜と通常非公開の正法寺特別公開 

意外と知らない八幡めぐり 
八幡市 同上 

 

◇令和２（２０２０）年度 
・歴史街道×クラブツーリズム 特別企画 日帰りツアー 

 実施日 イベント内容 開催場所 参加人数 

１１月３日（火・祝） 万葉歌人心の古里 奥飛鳥ウォーク 明日香村 ９２名 

１１月１７日（火） 
橿原神宮にて通常入ることができない本殿間近での特別昇殿参

拝と紅葉に彩られた古刹「聖林寺」 

橿原市 

桜井市 
１１名 

１月３日（日） 聖林寺の宝物公開と法隆寺１年に３時間の公開「舎利殿・絵殿」 

木津川市 

斑鳩町 

桜井市 

※中止 

１月１３日（水） 
斑鳩古刹巡礼と春日大社 国宝御本殿特別参拝と明治創業の

老舗料亭「菊水楼」でいただく会席料理 

斑鳩町 

奈良市 
※中止 

３月３１日（水） 
石清水八幡宮特別参拝と神楽奉納  

桜のトンネル「背割堤」 
八幡市 １６名 

※は、ＧｏＴｏトラベルキャンペーンの中断により、中止。 

 



38 
 

 

（４）「京都～大阪」間（京街道・淀川左岸地域連携事業） 
◇令和元（２０１９）年度、令和２（２０２０）年度 

・京阪ホールディングスや当該地域の自治体の協力を得て「京

街道ウォーキングマップ」を改訂。 

 
 

（５）西国街道連携事業（京都～大阪～神戸間） 
＜西国街道リレートーク＞ 
◇平成３０（２０１８）年度 

・開催日時：１２月８日（土） １３：００～１７：１０ 
・開催場所：吹田市立千里丘市民センター      参加人数 ２０３名 
・テ ー マ：名所図会でたどる西国街道 

内  容 
演  題 講  師 

「江戸時代の旅と名所図会」 高槻市立しろあと歴史館  西本 幸嗣 氏 
「西宮神社から髭の渡しへ」 西宮市立郷土資料館  俵谷 和子 氏 
「髭の渡しから城下町へ」 尼崎市教育委員会 室谷 公一 氏 
「昆陽寺（こやでら）から辻の碑（いしぶみ）へ」 伊丹市立博物館  亀田 浩 氏 
「摂津名所図会にみる吹田の史跡」 吹田市立博物館  池田 直子 氏 
「箕面瀧から総持寺へ」 茨木市立文化財資料館  清水 邦彦 氏 
「高槻市から島本町へ 平安歌人ゆかりの里」 島本町教育委員会  久保 直子 氏 
「『都名所図会』と乙訓、大山崎」 大山崎町歴史資料館  福島 克彦 氏 
《パネルディスカッション コーディネーター》   高槻市立しろあと歴史館  西本 幸嗣 氏 

 

◇令和元（２０１９）年度 
・開催日時：９月８日（日）１３：００～１７：００ 
・開催場所：西宮市役所東館８階大ホール      参加人数 １７２名 
・テ ー マ：国絵図と西国街道 

内  容 
演  題 講  師 

「江戸幕府がつくった国絵図」 西宮市立郷土資料館 笠井 今日子 氏 
「国絵図にみる伊丹とその周辺の道筋」 伊丹市立博物館  伊藤 忠章 氏 
「国絵図にみる摂津国島上群・島下郡」 茨木市立文化財資料館  高橋 伸拓 氏 
「国絵図の変遷と集落」 大山崎町歴史資料館  福島 克彦 氏 
《パネルディスカッション》「国絵図と西国街道」  高槻市しろあと歴史館  西本 幸嗣 氏 
                         茨木市立文化財資料館 高橋 伸拓 氏 
                         吹田市立博物館 池田 直子 氏 
                         伊丹市立博物館 伊藤 忠章 氏 
                         大山崎町歴史資料館 福島 克彦 氏 
                         西宮市立郷土資料館 笠井 今日子 氏 

 

◇令和２（２０２０）年度 

◎新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、実施を見合わせ

る。本連携事業に参画していただいている各資料館・博物館の秋の

催事をまとめたチラシを製作。 

 

 

 



39 
 

＜西国街道リレーウォーク＞ 
◇令和元（２０１９）年度 

 実施日 内容 主催 参加者 

① ９月２８日（土） 「富松城（とまつじょう）から有岡城まで」 
尼崎市教育委員会 
富松城跡を活かすまちづ
くり委員会 

４８名 

② ９月２９日（日） 絵図から吹田の中之島を考察する 吹田市立博物館 ５６名 
③ １０月１３日（日） 絵図からみる箕面の名所 箕面市立郷土資料館 荒天中止 
④ １０月２７日（日） 国絵図からみる国境の街、大山崎 大山崎町歴史資料館 ２３名 
⑤ １１月２日（土） 絵図で歩く向日町と西国街道 向日市文化資料館 ２６名 

⑥ １１月９日（土） 
芥川宿から嶋上郡衙跡、今城塚古墳を訪ね
て 

高槻市立しろあと歴史館 ４０名 

⑦ １１月１０日（日） 
街道を歩く会―伊丹の西郷街道沿いの道標
と史跡を訪ねて― 

伊丹市立博物館 ２６名 

⑧ １１月１７日（日） 夙川周辺の文化財をめぐる 西宮市立郷土資料館 ５５名 
⑨ １１月３０日（土） 陵墓と仙洞御料をめぐる 茨木市立文化財資料館 ２５名 

 

（６）観光ガイド連携事業（各地の観光ガイド組織の活動を応援する事業） 

◇平成３０（２０１８）年度 

 
◇令和元（２０１９）年度 

・各地の観光ガイド組織の活動内容を収集し、歴史街道エリ

アにおける観光ボランティアガイド（伊勢市、明和町、

津市、伊賀市、名張市、宇陀市、明日香村、橿原市、桜

井市、天理市、斑鳩町、奈良市、宇治市、八幡市、長岡

京市、大山崎町、大阪市、堺市、岸和田市、神戸市およ

び大阪・奈良歴史街道リレーウォーク実行委員会に加盟

する観光ボランティアガイド）と連携し、歴史街道・リ

レーウォーク共通リーフレットを春、秋２回作成し、各

２万部を鉄道主要駅に配架。 

 

名 称 観光ガイド秋季案内キャンペーン 
概 要 歴史街道メインルート（伊勢～飛鳥～奈良～京都～大阪～神戸）を中心とした各観光地におい 

て、秋季を重点とした観光ガイドの定点案内の周知を図るため、告知キャンペーンを実施した。 
期 間 １０月６日（土）～１１月４日（日）までの土・日・祝日。 

       ※それ以外の日程も各地の情報を紹介した。 
時 間 １０：００～１６：００（基本） 
開催地 伊勢市、津市、伊賀市、名張市、宇陀市、明日香村、橿原市、 

桜井市、天理市、斑鳩町、奈良市、宇治市、八幡市、大山崎町、 
大阪市、堺市、岸和田市、神戸市 
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（７）その他 

◇平成３０（２０１８）年度 
阪神高速道路イベントへの協力事業 

 

２．地域共同事業 
（１）歴史街道スタンプラリー 

◇令和元（２０１９）年度 

 
 
 
 
 
 
 

①事業名称：「阪神高速で行こう！歴史めぐりスタンプラリー」 

②実施期間：２０１９年３月２１日（木・祝）～９月３０日（月） 

③スタンプポイント 

・阪神高速道路パーキングエリア 

・歴史街道スタンプ設置箇所 ８箇所 

④印刷物（スタンプ台紙）設置箇所 

阪神高速道路パーキングエリア、ＪＴＢ店舗窓口、 

歴史街道ｉセンター 

⑤賞品 

 先着１，０００名 歴史街道缶バッジ２種類・シール、阪神高速クリアファイル 

 抽選    ４００名 阪神高速黄パト プルバックミニカー 

  抽選    ４００名 阪神高速もぐらのコージくんぬいぐるみ 

⑥応募   １７７名（ミニカー １２６名、ぬいぐるみ ５１名） 

①名  称  「歴史街道 歴史めぐりスタンプラリー」 

②実施期間  ２０１９年９月１日（日）～２０２０年５月３１日（日） 

③スタンプ押印  ⅰ古代史～奈良時代、ⅱ平安～室町時代、ⅲ戦国時代～近代と時代を３区分し、 

各時代区分２個、計６個のスタンプを集めて完成とする。 

④スタンプ  ３８種類のスタンプを関西２４市町村の５８箇所に設置 

⑤賞  品  ⅰ ６個達成者全員にオリジナルメモパッド 

ⅱ ３カ月に１度抽選で地元産品  各回３０名×３回 

ⅲ 全日程終了後に抽選で宿泊券    ８組 １６名 

ⅳ 全日程終了後に上記の抽選に外れた方を対象に抽選で５私鉄賞２０名 

⑥応  募  １１月３０日第１回締切分  ９２６通 

２月２９日第２回締切分 １,２６３通  計２,９１０通 

５月３１日第３回締切分  ７２１通 
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◇令和２（２０２０）年度 

 
 
 
 
 

①名  称 「歴史街道スタンプラリー お城めぐり編」 

②実施期間 ２０２０年９月１日（火）～２０２１年５月３１日（月） 

③スタンプ ３８種類のスタンプを近畿２４市町村５５か所に設置。 

上記の３８種類から８種類を集め、応募いただくことにより全員に参加賞をお渡し

するほか、抽選で近畿の特産品、ホテル等宿泊券、五私鉄賞が当たる。 

ただし、「お城めぐり」として８種類のうち、２種類は「お城」がデザインされた

スタンプを含むものとする。 

④賞  品 ⅰ ８個達成者全員にオリジナルメモパッド 

      ⅱ ３か月に１度抽選で地元産品  各回３０名×３回 

ⅲ 全日程終了後に抽選で宿泊券等 ８組 １６名 

ⅳ さらに全日程終了後に上記の抽選に外れた方を対象に抽選で五私鉄賞 ２０名 

⑤備  考 スタンプ設置の５５か所に、３か月毎に消毒液を郵送 

⑥応  募 

１１/３０ 応募数 ８５５通 

獲得個数 ６,８３７個 

 ２/２８ 応募数 ７８５通 

獲得個数 ６,２６６個 

 ５/３１ 

(6/14 現在) 

応募数 ８９６通 

獲得個数 ７,１３２個 

 

「お城めぐり」ポイント 
伊賀上野城 
二条城 
大阪城 
和歌山城 
岸和田城 
尼崎城 
姫路城 
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Ⅱ．ネットワークエリア事業 

１．関西を南北３つに分けた連携推進＝南北近畿の振興 

（１）紀伊山地の霊場と参詣道（歴史街道２号） 

①主な事業活動 

 

 
②多言語ＨＰ 

https://kiimountainrange.com/ 
 
 
 
 
 
 
 

事業名

平成３０（２０１８）年度

3月20日 「歴史の旅人」春号(和歌山市)

4月20日 歴史・文化セミナー（大阪）：熊野速玉大社の古神宝

5月26日 歴史街道倶楽部バス日帰りツアー（和歌山市）

6月20日 「歴史の旅人」夏号(奈良県大淀町・吉野町)

9月5日 紀伊山地三霊場フォーラム（大阪）※台風の影響により中止

9月8日 歴史街道倶楽部ウォークイベント（奈良県大淀町）

10月31日 五感で体感　歴史文化セミナー「高野山金剛三昧院で学ぶ阿字観修法」

12月29日
パナソニック映像「旅の星」（「世界遺産 紀伊山地の霊場と参詣道 熊野本宮大社
と熊野古道・雲取越」）

令和元（２０１９）年度

4月 月刊「歴史街道」４月号（和歌山県湯浅町）

7月3日 世界文化遺産地域連携会議　紀伊山地の霊場と参詣道プロジェクトチーム会議

9月7日 歴史・文化セミナー（大阪）：高野山古石塔の語り

10月24日 紀伊山地三霊場フォーラム「未来につなぐ熊野の魅力」

3月1日
ＣＡＴＶリレー番組：全関西ケーブルテレビジョン
「第299回 王子神社奉納絵馬」（ 和歌山県西牟婁郡すさみ町）

令和２（２０２０）年度

8月7日 世界文化遺産地域連携会議　紀伊山地の霊場と参詣道プロジェクトチーム会議

1月15日
パナソニック映像「旅の星」（「世界遺産 紀伊山地の霊場と参詣道　聖地高野
山」）

12月20日 「歴史の旅人」冬号(和歌山県 那智勝浦町)

日時

https://kiimountainrange.com/
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（２）北近畿・琵琶湖 食と歴史の回廊（歴史街道３号） 

①主な事業活動 

 

事業名

平成３０（２０１８）年度

4月7日 歴史街道倶楽部ウォークイベント（中山道・宿場めぐり）滋賀県 守山市　草津市

4月15日 　　　同上

5月16日
ＣＡＴＶリレー番組：全関西ケーブルテレビジョン「第256回丹後に蘇る古代稲～
京丹後市弥栄町芋野～」

9月1日 歴史街道倶楽部バス日帰りツアー（京都市・大津市）

10月15日 五感で体感　歴史文化セミナー「第六感　謎の「石山」探訪」

10月26日
「北近畿・琵琶湖　食と歴史の回廊」Ｙａｈｏｏインフィード広告の実施～１１月
２５日

11月1日
ＣＡＴＶリレー番組：全関西ケーブルテレビジョン「第267回歴史ある花寺 如意寺
～京丹後市久美浜町～」

11月25日 歴史街道倶楽部バス日帰りツアー（滋賀県米原市）

10月 月刊「歴史街道」１０月号　石山寺（滋賀県大津市）

1月 月刊「歴史街道」１月号　京丹後市・間人（京都府京丹後市）

2月 月刊「歴史街道」２月号　生野銀山（兵庫県朝来市）

3月1日
ＣＡＴＶリレー番組：ジュピターテレコム「第275回関西有数の鉱山跡多田銀銅山
遺跡」（兵庫県猪名川町）

令和元（２０１９）年度

4月6日
歴史街道倶楽部ウォークイベント（中山道・宿場めぐり）
滋賀県 近江八幡市ほか

4月13日 　　　同上

6月20日 「歴史の旅人」夏号(福井県～滋賀県）

7月13日
日本文化体感プログラム訪日研修生向けプログラム
廃棄物管理技術（基本、技術編）（滋賀県高島市　針江生水の郷）

7月16日
ＣＡＴＶリレー番組：全関西ケーブルテレビジョン「第284回 加悦鉄道」（京都府
与謝郡与謝野町）

８月 月刊「歴史街道」８月号　彦根・河原町芹町地区（滋賀県彦根市）

９月 月刊「歴史街道」９月号　南丹市・かやぶきの里（京都府南丹市美山町）

9月2日 歴史街道倶楽部バス日帰りツアー（福井市・坂井市）

10月 月刊「歴史街道」１０月号　丹波篠山の城下町（兵庫県丹波篠山市）

10月26日
歴史街道倶楽部ウォークイベント（京街道シリーズ）
京都市・大津市

11月1日
ＣＡＴＶリレー番組：洛西ケーブルビジョン「第291回明智光秀と亀岡 まちに残る
“麒麟”の面影」（京都府亀岡市）

11月2日 歴史街道倶楽部ウォークイベント（京街道シリーズ）京都市・大津市

11月 月刊「歴史街道」１１月号　出石の城下町（兵庫県豊岡市出石町）

12月 月刊「歴史街道」１２月号　近江八幡（滋賀県近江八幡市）

12月 「日経REVIVE１２月号」「北近畿・琵琶湖　食と歴史の回廊」記事掲載

2月1日 沿線情報誌阪急ＴＯＫＫ２月１日号「多田銀銅山悠久の館企画展」（兵庫県猪名川町）

日時
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「北近畿・琵琶湖 食と歴史の回廊」ＱＲコード（１０言語）ＭＡＰ 
 
 
 
 
 
 
 
 
②多言語ＨＰ 

https://www.rekishikaido.gr.jp/worldheritagejpn/kitakinki/ 

（３）日本風景街道「琵琶湖さざなみ街道・中山道」 

①主な事業活動 

事業名

令和２（２０２０）年度

6月 「日経REVIVE６月号」「戦国武将に思いをはせる―滋賀・京都」記事掲載

8月16日
ＣＡＴＶリレー番組：全関西ケーブルテレビジョン「第308回 網野神社」（京都府
京丹後市）

9月20日 「歴史の旅人」秋号(滋賀県）

11月24日 歴史街道倶楽部 ウォークイベント（大津市）

12月1日
沿線情報誌阪急ＴＯＫＫ　12月1日号
企画展「多田銀銅山遺跡」（兵庫県猪名川町）

12月12日 歴史街道倶楽部 ウォークイベント（近江八幡市）

12月20日

歴史文化遺産フォーラム
「withコロナの時代に考える　日本遺産を活用した地域の魅力発信と豊かな地域づ
くり」
会場：近江八幡市文化会館小ホール

2月1日
ＣＡＴＶリレー番組：全関西ケーブルテレビジョン「第318回 神谷太刀宮～京都府
京丹後市久美浜町～」

日時

事業名

平成３０（２０１８）年度

3月31日 道の駅・妹子の里　パネル展　～４月１５日

4月7日
歴史街道倶楽部ウォークイベント（中山道・宿場めぐり）
滋賀県 守山市　草津市

4月15日 　　　同上

4月16日 道の駅・竜王かがみの里　パネル展　～５月６日

10月24日 「近江中山道連絡会議」発足総会

11月9日 サイクルモード（東京）2018にてパンフレット「北近畿・琵琶湖」の配布

日時

輪の国びわ湖推進協議会との連携
ⅰ）プラス・サイクル推進協議会（滋賀県）への協力
ⅱ）自転車イベントにおける「北近畿・琵琶湖」のＰＲ
ⅲ）サイクル・ツーリズムシンポジウムの開催
　「“ツール・ド・おきなわ”に学ぶ自転車文化のつくり方」１２月９日
ⅳ）滋賀関連の自転車促進事業への協力
　・サイクルサポートステーション講習会（１２月１３日、２０日、３月２０日）
　・サイクルガイド講習会（１月３０日、３１日）

https://www.rekishikaido.gr.jp/worldheritagejpn/kitakinki/
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事業名

令和元（２０１９）年度

4月6日
歴史街道倶楽部ウォークイベント（中山道・宿場めぐり）
滋賀県 近江八幡市ほか

4月13日 　　　同上

7月4日 「近江中山道連絡会議」連絡会

7月27日 柏原宿で開催する「やいと祭」で中山道を紹介する展示（荒天中止）

令和２（２０２０）年度

7月4日 「近江中山道連絡会議」連絡会

2月19日 鳥居本宿無料休憩所「さんあか」：近江路中山道紹介パネルの常設展示

輪の国びわ湖推進協議会との連携

　◎勉強会・輪学

6月26日 一周して見えてきた、台湾のサイクルツーリズム戦略

7月31日
サイクルツーリズムの聖地を支える愛媛・しまなみの自転車まちづくり─2019視察
報告

8月28日 旧街道の自転車旅はサイクルツーリズムの切り札となりえるのか

9月25日 訪れてうれしい、暮らして楽しい　これからの「まちと交通」について考える

10月30日 「自転車競技連盟」の新しいカタチを考える−−競技一辺倒からの脱却

11月27日
新時代、サイクルツーリズムのあり方を考えよう！
～well-being tourismの可能性を探る～

12月19日
僕は自転車ツアーガイドで生きていくと決めた！
～自転車ツアービジネスを志す自転車愛好家の夢～

1月29日 新春交歓会！　自転車の夢を語り合おう

3月25日 人と環境にやさしくにぎわいのある街、ヨーロッパ自転車政策先進都市から学ぶ

　◎サイクルツーリズムシンポジウムのオンライン開催

3月20日
概　要：パネルトーク「持続可能なサイクルツーリズムを目指して」
　　　　高橋 幸博氏 株式会社アーチ・ヒーロー北海道代表取締役
　　　　井上 　寿氏 株式会社ライダス代表取締役

　◎風景街道団体との交流

3月23日
「日本風景街道　熊野」の視察受入れおよび交流会の実施
　訪問箇所：滋賀国道事務所、中山道守山宿

日時

輪の国びわ湖推進協議会との連携
　自転車を活用した地域づくりを進める「輪の国びわ湖推進協議会」と連携し、各種事業を
　実施
　ⅰ）プラス・サイクル推進協議会（滋賀県）への協力
　ⅱ）自転車イベント等におけるＰＲの実施
　ⅲ）「サイクルツーリズムの進め方」（学芸出版・１０月１０日 出版）作成への協力
　ⅳ）サイクル・ツーリズムシンポジウム　１２月２１日
　　　「サイクルツーリズムで豊かな地域をつくる　先進地に学ぶ4つの成功ポイント」をテー
　　　マに開催
　ⅴ）滋賀関連の自転車促進事業への協力
　　・サイクルサポートステーション、サイクルガイド講習会等
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（４）中央部 

①主な事業活動 

 

事業名

平成３０（２０１８）年度

４月 月刊「歴史街道」４月号　三木城跡（兵庫県三木市）

６月 月刊「歴史街道」６月号　千利休（大阪府堺市）

８月 月刊「歴史街道」８月号　久米田池（大阪府岸和田市）

8月1日
ＣＡＴＶリレー番組：BAN－BANネットワークス「第261回 1700年続く石の文化　竜山石」
（兵庫県高砂市）

9月1日
ＣＡＴＶリレー番組：姫路ケーブルテレビ「第263回 姫路に眠る古代ロマン」（兵庫県姫路
市）

9月20日 「歴史の旅人」秋号(兵庫県姫路市）

10月13日
日本文化体感プログラム訪日研修生向けプログラム
「世界遺産の適切な管理を通じた観光振興コース」（日本玩具博物館～姫路城）

11月11日
歴史街道倶楽部ウォークイベント「播磨灘に浮かぶ離島　家島へ！」
（兵庫県姫路市）

11月23日
日本文化体感プログラム訪日研修生向けプログラム
「博物館とコミュニティ開発」（日本玩具博物館～好古園～姫路城）

12月1日
ＣＡＴＶリレー番組：テレビ岸和田「第269回地域の歴史案内人～岸和田ボランティアガイド
～」（大阪府岸和田市）

1月16日
ＣＡＴＶリレー番組：BAN－BANネットワークス「第272回田畑に命の水を～大庄屋・今里伝兵
衛の挑戦～」（兵庫県加古郡播磨町）

2月16日
ＣＡＴＶリレー番組：姫路ケーブルテレビ「第274回馬走り人にぎわう交通結節点　姫路」
（兵庫県姫路市）

3月16日 百舌鳥・古市古墳群シンポジウム（パネリストとして参加）

令和元（２０１９）年度

5月16日 ＣＡＴＶリレー番組：テレビ岸和田「第280回 新緑街道を歩く」（岸和田市）

6月2日
歴史街道倶楽部・歴史のまちウォーク「古事記ゆかりの地を巡る 仁徳天皇と３人の皇子た
ち」

7月1日
ＣＡＴＶリレー番組：BAN-BANネットワークス「第283回 万葉集に詠まれた印南野」
（兵庫県加古郡稲美町）

7月2日
大阪府立中央図書館との共催事業
「百舌鳥・古市古墳群から古墳の意味を探る＆関西の古墳をめぐろう」と題した展示と講演
会を開催～７月２８日

8月1日
ＣＡＴＶリレー番組：姫路ケーブルテレビ「第285回 汐が咲いた塩のまち姫路藩随一の製塩
地・大塩」（兵庫県姫路市）

8月16日
ＣＡＴＶリレー番組：ジュピターテレコム「第286回 大楠公ゆかりの古刹を訪ねて」（大阪
府河内長野市）

8月29日
日本文化体感プログラム訪日研修生向けプログラム
「ASEAN災害医療・救急医療」（姫路城～好古園～明石海峡大橋）

9月28日
歴史文化遺産フォーラム
「地域の中の古墳をどう活かすか～文化的価値と観光力～」
会場：堺市総合福祉会館６階ホール

10月16日
ＣＡＴＶリレー番組：テレビ岸和田「第290回しってるけど知らない岸和田のお話」（岸和田
市）

11月1日
沿線情報誌阪急ＴＯＫＫ　１１月１日号
「姫路城ナイトファンタジア　おとぎ幻影伝」（兵庫県姫路市）

11月12日
日本文化体感プログラム訪日研修生向けプログラム
「世界遺産の適切な保全を通じた観光振興（Ｂ）」（日本玩具博物館～好古園～姫路城）

12月1日
ＣＡＴＶリレー番組：BAN-BANネットワークス「第293回 ＪＲ加古川駅周辺 西国街道を歩
く」（兵庫県加古川市）

1月1日
ＣＡＴＶリレー番組：姫路ケーブルテレビ「第295回 いにしえの播磨最大都市・英賀(あが)
の里　神の名を地名に！」（兵庫県姫路市）

1月12日
阪急たびコト塾（梅田阪急グランドビル３０階）
「岸和田市×講談師　旭堂南舟～明智光秀の肖像画と岸和田市の関係～」

日時
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２．世界文化遺産地域連携会議への協力 

◇平成３０（２０１８）年度 

（１）要望活動（８月６日（月）ほか） 

世界遺産特別法、「出国税」の世界遺産保全・欧米発信への活用など 

（２）世界遺産サミット（１１月２１日・２２日 

：姫路） 

（３）文化庁「世界遺産活性化予算」（西日本の世界遺産連携） 

姫路市・広島市・廿日市市・萩市・大田市の連携により、ＪＲ大阪駅にてデ

ジタルサイネージ共同広告を実施（１１月） 

（４）文化庁「世界遺産活性化予算」（斑鳩町） 

①外国語資料の作成 

②聖徳太子絵本（ガイドブック）の作成 

③東京連続フォーラム 

日 程 会 場 講 師 テーマ 

８月１８日 
日比谷情報図書館 

（日比谷コンベンションホール） 

井ノ上妙康師 

（法輪寺住職）  

聖徳太子の歴史つみかさ

なる斑鳩の里 

１０月２０日 
朝日ＪＴＢ・交流文化塾 

（ACC新宿教室） 

大野玄妙師  

（法隆寺管長）  
聖徳太子と法隆寺 

１１月１７日 
日比谷情報図書館 

(Studio＋) 

横田丈実師 

（浄念寺住職・映画監督）  

映画監督が見た斑鳩の

風景 

１月１９日 
日比谷情報図書館 

(Studio＋) 

坪岡徹氏 

（デザイナー：わたしだけの

斑鳩時間・挿絵） 

瓦が語る法隆寺 

２月１６日 日本橋社会教育会館ホール 
小川三夫氏 

（鵤工舎宮大工棟梁） 

木の命、木の心～技を

伝え、人を育てる～ 

事業名

令和２（２０２０）年度

4月1日 ＣＡＴＶリレー番組：テレビ岸和田「第301回 泉州路を駆け抜ける春」

5月16日
ＣＡＴＶリレー番組：BAN－BANネットワークス「再放送　1700年続く石の文化　竜山石」
（兵庫県高砂市）

6月16日 ＣＡＴＶリレー番組：姫路ケーブルテレビ「第305回魂を宿した播磨の獅子たち」

9月16日
ＣＡＴＶリレー番組：テレビ岸和田「第310回 知ってるけど知らない昔話」（大阪府岸和田
市）

9月25日
日本文化体感プログラム大学・高校向けプログラム
堺高校にて日本文化体感プログラムの内容を英語で特別講義

10月1日
沿線情報誌阪急ＴＯＫＫ　１０月１日号
「HIMEJI CASTLE NINJA NIGHT 2020」（兵庫県姫路市）

11月1日
ＣＡＴＶリレー番組：BAN－BANネットワークス「第313回 まちの歴史を伝える「愛称の道」
をたどる」（兵庫県高砂市）

11月21日
日本文化体感プログラム大学・高校向けプログラム
岸和田高校と関西の大学の留学生対象に、講義と通訳ガイド案内による岸和田城周辺、ワー
クショップの実施

12月1日
ＣＡＴＶリレー番組：姫路ケーブルテレビ「第315回 よみがえる姫路藩の御用紙」（兵庫県
姫路市）

12月19日
日本文化体感プログラム大学・高校向けプログラム
堺高校のガイド希望者を対象に、堺のボランティアガイドによる堺の歴史文化についての講
義を日本語にて実施

3月1日 ＣＡＴＶリレー番組：テレビ岸和田「第320回 春を待つ岸和田城」（岸和田市）

日時



48 
 

（５）東京オリンピック・パラリンピック盛り上げに向けた「世界遺産リレー催

事」（国内世界文化遺産１８全て参加予定） 

 

◇令和元（２０１９）年度 

（１）世界文化遺産地域連携会議 紀伊山地の霊場と参詣道プロジェクトチーム会 

議（７月３日 和歌山県田辺市、議題：平成３０年度事業報告と令和元年度

事業計画）にオブザーバーとして出席。 

（２）文化庁「世界遺産活性化予算」（斑鳩町） 

東京・斑鳩リレーセミナー「聖徳太子１４００年御遠忌～法隆寺との関わり

～」への後援等協力。 

・１１月２０日 日比谷図書文化館 

・２月２２日  いかるがホール 

 

◇令和２（２０２０）年度 

（１）世界文化遺産地域連携会議 紀伊山地の霊場と参詣道プロジェクトチーム会 

   議（８月７日 和歌山県田辺市、議題：令和元年度事業報告と令和２年度事

業計画）にオブザーバーとして出席。 
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Ⅲ.「日本文化体感プログラム」 

平成３０（２０１８）年度実績 訪日研修生向けプログラム 

NO. 実施日 研修名 対象国・人数 訪問地 

１ 4月 21 日(土) 
ウズベキスタン・キルギス現地講師育成研修 

PREX(太平洋人材交流ｾﾝﾀｰ) 

ｳｽﾞﾍﾞｷｽﾀﾝ、ｷﾙｷﾞｽﾀﾝ 

2ヵ国 9 名 

金閣寺～島津製作

所～紫織庵 

２ 6月 7日(木) 教育行財政研修  JICA(国際協力機構)関西 

ﾍﾞﾆﾝ、ﾌﾞﾙｷﾅﾌｧｿ、ｲﾝﾄﾞ、ﾏﾙﾃﾞｨ

ﾍﾞｽ、ﾓﾛｯｺ、ｻﾓｱ、南ｱﾌﾘｶ、ｽﾘﾗﾝ

ｶ  8 ヵ国 9 名 

金閣寺～京都学校

歴史博物館 

３ 6月 12 日(火) 
貿易促進のためのキャパシティデベロップメ

ント PREX(太平洋人材交流ｾﾝﾀｰ) 

ｲﾗﾝ、ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ、ｴｸｱﾄﾞﾙ、ｴｼﾞﾌﾟ

ﾄ、ｷｭｰﾊﾞ、ﾌﾞﾗｼﾞﾙ 6 ヵ国 6 名 

金閣寺～二条城～

福寿園 

４ 6月 23 日(土) 案件形成能力向上  ICT 

ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ、ｸﾞﾚﾅﾀﾞ、ﾊﾟﾚｽﾁﾅ自

治区、ｶﾞｰﾅ、ﾎﾞﾂﾜﾅ、ｺｰﾄｼﾞﾎﾞﾜｰ

ﾙ 6 ヵ国 6 名 

京都伝統産業ふれ

あい館～平安神宮

～金閣寺 

５ 7月 21 日(土) 都市内道路 A  近畿建設協会 

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ、ｲﾗｸ、ﾐｬﾝﾏｰ、ﾈﾊﾟｰﾙ、

ﾊﾟﾌﾟｱﾆｭｰｷﾞﾆｱ、ﾍﾞﾄﾅﾑ、ｲｴﾒﾝ   

7ヵ国 11 名 

竹中大工道具館～

平城宮跡～東大寺 

６ 8 月 1日(水) ケニア国別研修  JICA(国際協力機構)関西 ｹﾆｱ  1ヵ国 6 名 
金閣寺～錦市場～

福寿園 

７ 8 月 4日(土) 
バングラデシュ看護臨地 実習 

CDC インターナショナル 
ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ  1ヵ国 9 名 

伏見稲荷大社～金

閣寺～福寿園 

８ 8 月 5日(日) 
バングラデシュ ITEE 指導マスタートレーナ

ー研修  JICA(国際協力機構)関西 
ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ  1ヵ国 6 名 

伏見稲荷大社～金

閣寺～福寿園 

９ 9月 2日(日) イラン国別研修 神戸国際協力交流センター  ｲﾗﾝ    1 ヵ国 10 名 法隆寺～東大寺 

１０ 9月 5日(水) 
橋梁総合 

JICA(国際協力機構)関西 

ｱﾌｶﾞﾆｽﾀﾝ、ｹﾆｱ、ﾏﾀﾞｶﾞｽｶﾙ、ﾊﾟ

ﾌﾟｱﾆｭｰｷﾞﾆｱ、ﾌｨﾘﾋﾟﾝ、ﾀﾝｻﾞﾆｱ、

ｳｶﾞﾝﾀﾞ、ｻﾞﾝﾋﾞｱ  8 ヵ国 8 名 

講義のみ 

１１ 9月 15 日(土) 
都市内交通 B 

近畿建設協会 

ｶﾒﾙｰﾝ、ｴﾁｵﾋﾟｱ、ﾘﾍﾞﾘｱ、ﾅｲｼﾞｪﾘ

ｱ、ﾙﾜﾝﾀﾞ、ﾀﾝｻﾞﾆｱ、ｳｶﾞﾝﾀﾞ       

7ヵ国 7 名 

金閣寺～島津製作

所～福寿園 

１２ 10月 8 日（月） 
周産期・新生児保険医療 

JICA 関西 

ﾊｲﾁ、ﾘﾍﾞﾘｱ、ﾓｻﾞﾝﾋﾞｰｸ、ﾅｲｼﾞｪﾘ

ｱ、ｼｴﾗﾚｵﾈ、ﾀｼﾞｷｽﾀﾝ 

6ヵ国 8 名 

春日大社～東大寺 

１３ 10月 13 日（土） 
世界遺産の適切な管理を通じた観光振興コー

ス  JICA 関西 

ｱﾙﾒﾆｱ、ﾄﾞﾐﾆｶ共和国、ﾖﾙﾀﾞﾝ、ﾗ

ｵｽ、ﾐｬﾝﾏｰ、ｴｼﾞﾌﾟﾄ、ﾏﾚｰｼｱ、ﾒｷ

ｼｺ、ﾍﾟﾙｰ、ﾌｨﾘﾋﾟﾝ、ｽﾘﾗﾝｶ 11

ヵ国 13名 

日本玩具博物館～

姫路城 

１４ 10月 13 日（土） 火力発電（エジプト）  関西電力 エジプト１ヵ国 10 名 春日大社～東大寺 

１５ 10月 22 日（月） 
マレーシア国別研修・河川における水質浄化

オペレーショ及び管理  JICA 関西 
マレーシア１ヵ国 15 名 講義のみ 

１６ 10月 28 日（日） 火力発電（エジプト）   関西電力 エジプト 1 ヵ国 10 名 
金閣寺～福寿園～

伏見稲荷大社 

１７ 10月 30 日（火） 
貿易促進のためのｷｬﾊﾟｼﾃｨﾃﾞﾍﾞﾛｯﾌﾟﾒﾝﾄ(B) 

PREX 

ｱﾙﾊﾞﾆｱ、ﾌｨｼﾞｰ、ﾎﾝｼﾞｭﾗｽ、ﾖﾙﾀﾞ

ﾝ、ｹﾆｱ、ﾓﾝﾃﾈｸﾞﾛ、ｽﾘﾗﾝｶ、ｳｽﾞ

ﾍﾞｷｽﾀﾝ ８ヵ国 ９名 

平等院～市営茶室・

対鳳庵 

１８ 
11 月 5 日（月） 

 ・9日（金） 
アフリカ市場志向型農業 

ﾈﾊﾟｰﾙ、ﾅｲｼﾞｪﾘｱ、南ｽｰﾀﾞﾝ、ｴﾁｵ

ﾋﾟｱ、ｳｶﾞﾝﾀﾞ、ｹﾆｱ、ﾙﾜﾝﾀﾞ、ﾀﾝ

ｻﾞﾆｱ、ﾏﾗｳｲ、ｼﾞﾝﾊﾞﾌﾞｴ、ﾓｻﾞﾝﾋﾞ

ｰｸ、ﾅﾐﾋﾞｱ、南ｱﾌﾘｶ、ﾚﾝﾄ 

14ヵ国 17 名 

金閣寺～六角堂～

錦市場～八ツ橋体

験 

１９ 11月 10 日（土） 

水資源の持続可能な利用と保全のための総合

的湖沼・河川・沿岸流域管理  

JICA 関西 

ｴｼﾞﾌﾟﾄ、ｴﾁｵﾋﾟｱ、ｲﾝﾄﾞ、ｲﾗｸ、ﾐ

ｬﾝﾏｰ、ｽｰﾀﾞﾝ 6 ヵ国 9 名 

福寿園～琵琶湖疏

水記念館～南禅寺

～平安神宮 

２０ 11月 17 日（土） 
中小企業振興  

PREX 

ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ、ｺｰﾄｼﾞﾎﾞﾜｰﾙ、ﾄﾞﾐﾆｶ共

和国、ｴｼﾞﾌﾟﾄ、ﾐｬﾝﾏｰ、ﾅｲｼﾞｪﾘ

ｱ、ﾌｨﾘﾋﾟﾝ、ｾﾙﾋﾞｱ、南ｱﾌﾘｶ、ﾀﾝ

ｻﾞﾆｱ 10 ヵ国 10 名 

金閣寺～下鴨神社

～福寿園 
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NO. 実施日 研修名 対象国・人数 訪問地 

２１ 11月 23 日（金） 
系統運用事業者幹部職員研修  

海外電力調査会 

ｴｼﾞﾌﾟﾄ、ｴﾁｵﾋﾟｱ、ｶﾞｰﾅ、ｲﾝﾄﾞ、

ﾏﾗｳｲ、ﾐｬﾝﾏｰ、ﾙﾜﾝﾀﾞ、ｽﾘﾗﾝｶ、ﾀ

ﾝｻﾞﾆｱ、ｳｽﾞﾍﾞｷｽﾀﾝ、ﾍﾞﾄﾅﾑ、ｻﾞﾝ

ﾋﾞｱ 12 ヵ国 14名 

平等院～伏見稲荷

大社～福寿園 

２２ 11月 23 日（金） 博物館とコミュニティ開発 

ｱﾙﾒﾆｱ、ｴｸｱﾄﾞﾙ、ﾌｨｼﾞｰ、ｼﾞｬﾏｲ

ｶ、ﾖﾙﾀﾞﾝ、ﾊﾟﾌﾟｱﾆｭｰｷﾞﾆｱ、ｿﾛﾓﾝ

諸島、ｽｰﾀﾞﾝ、ﾄﾙｺ、ｻﾞﾝﾋﾞｱ  

10ヵ国 10 名 

日本玩具博物館～

好古園～姫路城 

２３ 12月 3 日（月） 
マレーシア国別研修  LEP 2.0中間管理職の

ための指導教育 PREX 
ﾏﾚｰｼｱ 1ヵ国 15名 

金閣寺～京都伝統

産業ふれあい館～

伏見稲荷大社 

２４ 
12月 3日（月） 

 ・8日（土） 

ベトナム国別研修「下水道経営研修」 

 JICA 関西 
ﾍﾞﾄﾅﾑ 1ヵ国 8 名 

市営茶室・対鳳庵～

平等院～伏見稲荷

大社 

２５ 1月 12 日（土） 
災害に強いまちづくり戦略  

神戸国際協力交流センター 

バングラデシュ、ﾊﾞﾙﾊﾞﾄﾞｽ、ﾎﾞ

ﾂﾆｱﾍﾙﾂｪｺﾞﾋﾞﾅ、ﾌﾞﾗｼﾞﾙ、ｺﾛﾝﾋﾞ

ｱ、ｴｼﾞﾌﾟﾄ、ﾒｷｼｺ、ﾐｬﾝﾏｰ、ﾈﾊﾟｰ

ﾙ、ﾊﾟﾗｵ、ﾊﾟﾚｽﾁﾅ、南ｱﾌﾘｶ  

12ヵ国 13 名 

法隆寺～東大寺 

２６ 1月 13 日（日） 
総合的廃棄物管理（全般） 

ひょうご環境創造協会 

ｺｽﾀﾘｶ、ﾎﾝｼﾞｭﾗｽ、ﾆｶﾗｸﾞｱ、ﾊﾟﾅ

ﾏ、ｱﾙｼﾞｪﾘｱ、ﾎﾞﾘﾋﾞｱ、ｺﾛﾝﾋﾞｱ、

ﾊﾟﾗｸﾞｱｲ、ﾍﾟﾙｰ 

9ヵ国 16 名 

春日大社～東大寺 

２７ 1月 14 日（月） 
火力発電所運転能力維持管理向上 パキスタ

ン 関西電力 
ﾊﾟｷｽﾀﾝ 1 ヵ国 8 名 

平等院～市営茶室・

対鳳庵～宇治上神

社 

２８ 1月 17 日（木） フィジーJIC 事務所 フィジー1 ヵ国 20名 講義のみ 

２９ 1月 19 日（土） 
モンゴル周産期医療  

日本助産師協会 
モンゴル 1 ヵ国 8 名 

金閣寺～京都伝統

産業ふれあい館～

福寿園 

３０ 1月 26 日（土） 
課題別研修 税関行政  

JICA 関西 

ﾎﾞﾘﾋﾞｱ、ﾌﾞﾗｼﾞﾙ、ﾁﾘ、ｺﾛﾝﾋﾞｱ、

ﾄﾞﾐﾆｶ共和国、ﾒｷｼｺ、ﾆｶﾗｸﾞｱ、

ﾍﾟﾙｰ、ｳﾙｸﾞｱｲ 

9ヵ国 11 名 

市営茶室・対鳳庵～

平等院～伏見稲荷

大社 

３１ 1月 29 日（火） 
投資促進のためのｷｬﾊﾟｼﾃｨﾃｨﾃﾞﾍﾞﾛｯﾌﾟﾒﾝﾄ（D）  

PREX 

ｱﾌｶﾞﾆｽﾀﾝ、ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ、ｺﾝｺﾞ、ｶﾞｰ

ﾅ、ｷﾞﾆｱ、ﾗｵｽ、ﾓﾙﾄﾞﾊﾞ、ﾈﾊﾟｰﾙ、

ﾊﾟﾚｽﾁﾅ、ﾊﾟﾌﾟｱﾆｭｰｷﾞﾆｱ、ﾙﾜﾝﾀﾞ、

ｿﾏﾘｱ  12 ヵ国 14名 

市営茶室・対鳳庵～

平等院～伏見稲荷

大社 

３２ ２月２日（土） 
火力発電所運転維持管理能力向上プロジェク

ト（パキスタン）関西電力 
ﾊﾟｷｽﾀﾝ  １ヵ国 ８名 

伏見稲荷大社～金

閣寺～福寿園 

３３ ２月 11日（月） 中小企業振興政策（B）PREX 

ｱﾌｶﾞﾆｽﾀﾝ、ｴﾁｵﾋﾟｱ、ｶｻﾞﾌｽﾀﾝ、ﾏ

ﾗｳｨ、ﾓｰﾘﾀﾆｱ、ﾓﾙﾄﾞﾊﾞ、ﾊﾟﾚｽﾁﾅ、

ｿﾏﾘｱ 8 ヵ国 11名 

福寿園～金閣寺～

伏見稲荷大社 

３４ ２月 23日（土） 

ﾏﾚｰｼｱ国別研修 LEP2.0 障害者（精神障碍者

を含む）を対象とした就労移行支援システム

の構築 JICA 関西 

ﾏﾚｰｼｱ 1カ国 14名 

北野天満宮～京都

伝統産業ふれあい

館～福寿園 

３５ ２月 28 日（木） イラク知見共有セミナー  JICA東京 イラク １ヵ国 6 名 金閣寺～福寿園 

３６ ３月５日（火） 
イノベーティブアジアプログラム 

JICA 関西 

ｲﾝﾄﾞ、ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ、ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ、ﾀｲ、

ﾊﾟｷｽﾀﾝ、ﾌｨﾘﾋﾟﾝ、ﾏﾚｰｼｱ、ﾐｬﾝﾏｰ 

8 カ国 32 名 

シャープミュージ

アム天理～平城宮

跡歴史公園～薬師

寺 

３７ 
３月 4 日（月）・

9日（土） 

課題別研修・税関行政 

JICA 関西 

ｱﾙﾒﾆｱ、ｱｾﾞﾙﾊﾞｲｼﾞｬﾝ、ｼﾞｮｰｼﾞｱ、

ｶｻﾞﾌｽﾀﾝ、ｷﾙｷﾞｽ、ﾀｼﾞｷｽﾀﾝ、ｳｸﾗ

ｲﾅ、ｳｽﾞﾍﾞｷｽﾀﾝ 

8 ヵ国 11 名 

福寿園～金閣寺～

伏見稲荷大社 
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NO. 実施日 研修名 対象国・人数 訪問地 

３８ ３月９日（土） 
火力発電所運転維持管理能力向上プロジェク

ト（バングラデシュ）関西電力 
バングラデシュ 1 ヵ国 10 名 金閣寺～二条城 

３９ 3月 24 日（日） 
火力発電所運転維持管理能力向上プロジェク

ト（バングラデシュ）関西電力 
ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｨｼｭ 1 カ国 10名 

平等院～市営茶室

～伏見稲荷大社 

 

平成３０（２０１８）年度実績 企業・団体での講演実績 

NO. 日 程 対象企業・団体 人数 内 容 

１ 5月16日（水） 竹中工務店 246名 新入社員を対象に講義を実施 

２ 7月8日（日） 大阪府立図書館(新規) 23名 

一般人が対象の日本文化体感プログラ

ムとして実施。「歴史街道で見る時代

の節目に考える日本らしさ」をテーマ

に講義を実施 

３ 
8 月 25日（土） 

9月 22日（土） 

10月6日（土） 
ワコールスタディホール京都 18名 

ワコールが開催しているスクールのひ

とつとして一般人を対象に実施。講義

2回と臨地講座1回の3回シリーズ 

４ 10月5日（金） 近鉄ホールディングス 29名 

新入社員研修の一環として、近鉄沿線

にある古市古墳群をテーマに、講義、

実地視察後、活用方法についてグルー

プワークを実施 

５ 10月6日（土） ダイキン工業 18名 
赴任直前の海外実践研修生向けに「日本

らしさを世界に」と題し講義を実施。 

グループワークも実施。 

６ 
10月 16日（火） 

11月 1日（木） 

11月29日（木） 
近鉄文化サロン(新規) 34名 

近鉄文化サロンが開催している講座の

ひとつとして、一般人を対象に実施。

講義2回と臨地講座1回の3回シリーズ 

７ 11月24日(土) 
小学校高学年対象 

大阪企業家ミュージアムとの共同企画

（新規） 
14名 

「企業家に学ぼう！まちの探検 今・

むかし」と題し、大阪に残る明治の偉

人の足跡を、家族でチームを組みなが

らたどるプログラムを企画 

８ 12月12日(水) 
通訳案内士対象 

関西観光本部との共催 
50名 

「今行くなら、ここ。あなただけに教

えたい旬の関西」と題し、首都圏の通

訳案内士に関西の魅力を訴求 

9 2月20日(水) 
通訳案内士スキルアップ 

研修事業 

関西観光本部主催 
90名 

関西の通訳案内士を対象に、日本文化

体感プログラムの講義内容に加え、最

近の訪問先情報のアップデート 

10 3月2日(土) 
ビジネス法務塾 

同窓会イベント（新規） 
13名 

元大阪大学教授を中心とする社会人の

勉強会にて、日本文化体感プログラム

の講義内容に基づいて講演 

 

平成３０（２０１８）年度実績 大学での講演実績 

NO. 日 程 対象 人数 内 容 

１ 6月 20日(水) 甲南女子大学 文学部 128 名 特別講義 

２ 
7月 11日(水) 

7月 12日(木) 

トルコ チャナッカレ大学 

(松下幸之助記念財団) 
7名 

財団が招いた学生を対象に、日本文化

理解のため現地見学を実施。視察先は、

竹中大工道具館、北野異人館、金閣寺、

伏見稲荷大社 

３ 

7月 13日（金） 

8 月 8 日（水）   

8 月 10日（金） 

大阪観光大学 国際交流学部 38 名 

選択授業。講義、現地見学（法隆寺・

伊勢神宮・おかげ横丁）、振り返り 

ワークショップの 3本立てで実施 

４ 11月 22日(木) 帝塚山大学 観光ビジネス入門講座 59名 選択授業。講義のみ。 

５ 
2月 12日（火） 

  13日（水） 

ヤンゴン外国語大学 

（松下幸之助記念財団） 
6名 

財団が招いた学生を対象に、日本文化

理解のため現地見学を実施。視察先は、

金閣寺、清水寺、伏見稲荷大社、平城

宮跡歴史公園、東大寺 
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令和元（２０１９）年度実績 訪日研修生向けプログラム 

NO. 実施日 研修名 対象国・人数 訪問地 

１ 4月 7日（日） 
迅速な復旧、より良い復興に向けた防

災 

ｱﾙｼﾞｪﾘｱ､ﾄﾞﾐﾆｶ､ｴｸｱﾄﾞﾙ､ﾒｷｼ

ｺ､ﾓﾝｺﾞﾙ､ﾓﾛｯｺ､ﾌｨﾘﾋﾟﾝ､ﾍﾟﾙｰ､

ｻﾓｱ､ﾍﾞﾄﾅﾑ､ｼﾞﾝﾊﾞﾌﾞｴ 11 ヵ

国 16名 

法隆寺～東大寺 

２ 
4月 18 日（木） 

4月 22 日（月） 

ラオス日本センター経営塾 

訪日研修でのプログラム 
ラオス    1ヵ国 19名 

福寿園～三十三間堂

～伏見稲荷大社 

３ 5月 11 日（土） スリランカ国別研修アセットマネジメント  スリランカ  1ヵ国 5名 
金閣寺～下鴨神社～

福寿園 

４ 5月 18 日（土） 
ＪＩＣＡ系統運用事業者 

幹部職員研修 

ｺｰﾄｼﾞﾎﾞｱｰﾙ､ｴﾁｵﾋﾟｱ､  ｶﾞｰ

ﾅ､ｼﾞｬﾏｲｶ､ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､ ﾊﾟﾌﾟｱﾆ

ｭｰｷﾞﾆｱ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ､ ｳｶﾞﾝﾀﾞ､ｹﾆ

ｱ 9ヵ国 10名 

竹中大工道具館～南

禅寺～金閣寺 

５ 
5月 13 日（月） 

5月 20 日（日） 
アフリカ市場志向型農業 

ｴﾁｵﾋﾟｱ､ｹﾆｱ､ﾚｿﾄ､ﾅﾐﾋﾞｱ､南ｱﾌ

ﾘｶ､ｼﾞﾝﾊﾞﾌﾞｴ､ｻﾞﾝﾋﾞｱ   

7ヵ国 15名 

東寺～金閣寺～錦市

場～八ツ橋体験 

６ 6月 7日（金） 都市内道路（A) 
ｱﾌｶﾞﾆｽﾀﾝ､ｲﾗｸ､東ﾃｨﾓｰﾙ､ ﾍﾞ

ﾄﾅﾑ､ｲｴﾓﾝ  5ヵ国 6名 

竹中大工道具館～

平城宮跡歴史公園 ～東

大寺 

７ 6月 18 日（火） 投資促進(A) 

ｱﾌｶﾞﾆｽﾀﾝ､ｱﾝｺﾞﾗ､ｱﾙﾒﾆｱ､ ﾎﾞ

ｽﾆｱﾍﾙﾂｪ､ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ､  ｴﾁｵﾋﾟ

ｱ､ｶﾞﾝﾋﾞｱ、ﾚｿﾄ､  北ﾏｹﾄﾞﾆ

ｱ、ｿﾛﾓﾝ、東ﾃｨﾓｰﾙ､ｼﾞﾝﾊﾞﾌﾞｴ､

ﾅﾐﾋﾞｱ､ｻﾝﾋﾞｱ 14ヵ国 16名 

宇治上神社～市営茶

室～平等院 

８ 6月 22 日（土） ICT案件形成能力向上 

ﾊﾞﾙﾊﾞﾄﾞｽ､ﾌﾞｰﾀﾝ､ﾎﾞﾂﾜﾅ､ｺｰﾄ

ｼﾞﾎﾞｱｰﾙ､ｸﾞﾚﾅﾀﾞ､ｷﾙｷﾞｽ､ﾗｵｽ､

ﾏｰｼｬﾙ諸島､ﾊﾟﾚｽﾁﾅ､ﾙﾜﾝﾀﾞ､ｻﾓ

ｱ､ｼｴﾗﾚｵﾈ､ｳｶﾞﾝﾀﾞ､ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼ

ｭ 15ヵ国 16 名 

奈良町（元興寺）～東

大寺 

９ 6月 22 日（土） 中南米総合防災行政 

ﾎﾞﾘﾋﾞｱ､ｺﾛﾝﾋﾞｱ､ｺｽﾀﾘｶ､ ｴｸｱ

ﾄﾞﾙ､ｴﾙｻﾙﾊﾞﾄﾞﾙ､  ｸﾞｱﾃﾏﾗ､

ﾎﾝｼﾞｭﾗｽ､ﾒｷｼｺ､ ﾆｶﾗｸﾞｱ  

9ヵ国 13名 

法隆寺～東大寺 

１０ 6月 29 日（土） 廃棄物監理能力向上 
ﾊﾞﾙﾊﾞﾄﾞｽ､ﾐｸﾛﾈｼｱ､ｻﾓｱ､ 東ﾃ

ｨﾓｰﾙ､ﾄﾝｶﾞ 5ヵ国 5名 

下鴨神社～京都伝統

産業ふれあい館～福

寿園 

１１ 7月 1日（月） 地方自治体行政強化 

ﾌﾞﾗｼﾞﾙ､ｺｰﾄｼﾞﾎﾞｱｰﾙ､ｲﾗﾝ､ﾖﾙ

ﾀﾞﾝ､ﾈﾊﾟｰﾙ､ﾌｨﾘﾋﾟﾝ､  ｽｰﾀﾞ

ﾝ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ､ﾀｲ 9ヵ国 10名 

春日大社～喫茶古庵

～興福寺 

１２ 7月 7日（日） マスコミ招聘 

ｴﾁｵﾋﾟｱ､ｶﾒﾙｰﾝ､ﾏﾗｳｲ､ｹﾆｱ､ﾁｭﾆ

ｼﾞｱ､ｾﾈｶﾞﾙ､ｶﾞｰﾅ､ｴｼﾞﾌﾟﾄ､ｺｰﾄ

ｼﾞﾎﾞｱｰﾙ､南ｱﾌﾘｶ 10 ヵ国 10 名 

東大寺～平等院～市

営茶室 

１３ 7月 13 日（土） 廃棄物管理技術（基本、技術編） 
ﾐｬﾝﾏｰ､ﾊﾟﾌﾟｱﾆｭｰｷﾞﾆｱ､東ﾃｨﾓｰ

ﾙ､ｳｸﾗｲﾅ､ﾍﾞﾄﾅﾑ  5ヵ国 5名 
針江生水の郷 

１４ 7月 14 日（日） 中小企業振興（金融） 

ｱﾙﾊﾞﾆｱ､ﾐｬﾝﾏｰ､ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､ ｽｰ

ﾀﾞﾝ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ､ﾍﾞﾄﾅﾑ､  ｻﾞﾝ

ﾋﾞｱ 7ヵ国 9 名 

伏見稲荷大社～金閣

寺～福寿園 

１５ 7月 27 日（土） 
バングラデシュ 看護サービス人材育成

プロジェクト 
ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ 1ヵ国 9名 

伏見稲荷大社～金閣

寺～福寿園 

１６ 8 月 23 日（金） 都市内道路（B) 

ﾍﾞﾆﾝ､ｺﾝｺﾞ､ｴﾁｵﾋﾟｱ､ｶﾞﾝﾋﾞｱ､ﾓ

ｻﾞﾝﾋﾞｰｸ､ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ､ｳ

ｶﾞﾝﾀﾞ､ｻﾞﾝﾋﾞｱ､ｼﾞﾝﾊﾞﾌﾞｴ    

10ヵ国 10名 

竹中大工道具館～

平城宮跡歴史公園 ～東

大寺 

１７ 
8 月 19 日（月） 

8 月 31 日（土） 

課題別研修「下水道システム維持管理

（C）」 

ｱｾﾞﾙﾊﾞｲｼﾞｬﾝ､ｴｼﾞﾌﾟﾄ､ 

ﾙﾜﾝﾀﾞ 3ヵ国 5名 

大阪水上バス～大阪

城～大阪歴史博物館 

１８ 8 月 29 日（木） ASEAN災害医療・救急医療 
ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ､ﾗｵｽ､ﾐｬﾝﾏｰ､ 

ﾍﾞﾄﾅﾑ､ﾀｲ 5ヵ国 11名 

姫路城～好古園～明

石海峡大橋 

１９ 
9月 2日（月） 

9月 7日（土） 
モンゴル ﾓﾝｺﾞﾙ 1ヵ国 25名 

金閣寺～島津製作所

創業記念資料館～福寿園 
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NO. 実施日 研修名 対象国・人数 訪問地 

２０ 
9月 10 日（火） 

9月 13 日（金） 

世界遺産の適切な保全を通じた観光振

興 

ｴｼﾞﾌﾟﾄ､ｴﾘﾄﾘｱ､ｲﾗｸ､ 

ｼﾞｬﾏｲｶ､ﾗｵｽ､ﾐｸﾛﾈｼｱ､  

ｽﾘﾗﾝｶ､ﾐｬﾝﾏｰ 8 ヵ国 8名 

日本玩具博物館～好

古園～姫路城 

２１ 9月 12 日（木） 橋梁総合 

ｺﾝｺﾞ､ｹﾆｱ､ﾗｵｽ､ﾘﾍﾞﾘｱ､ﾐｬﾝﾏｰ､

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ､ﾈﾊﾟｰﾙ､ﾙﾜﾝﾀﾞ､ﾊﾟﾌﾟｱﾆ

ｭｰｷﾞﾆｱ､ﾀﾝｻﾞﾆｱ､ｳｶﾞﾝﾀﾞ､ﾄｰ

ｺﾞ､ｻﾞﾝﾋﾞｱ､ｼﾞﾝﾊﾞﾌﾞｴ､ ｽﾘﾗﾝｶ 

15ヵ国 15名 

平等院～市営茶室～

宇治上神社 

２２ 9月 21 日（土） 
水資源の持続可能な利用と保全のため

の統合的湖沼、河川、沿岸流域管理 

ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ､ 

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ､ ﾐｬﾝﾏｰ､ ﾊﾟﾅﾏ､ 

ﾏｹﾄﾞﾆｱ 6ヵ国 9名 

琵琶湖疏水記念館～

南禅寺～京都伝統産

業ふれあい館～平安

神宮 

２３ 10月 5 日（土） JICA系統幹部研修 

ｱﾌｶﾞﾆｽﾀﾝ､ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ､ｴｼﾞﾌﾟﾄ､ｲ

ﾝﾄﾞ､ﾖﾙﾀﾞﾝ､ﾐｬﾝﾏｰ､ﾈﾊﾟｰﾙ､ﾊﾟｷ

ｽﾀﾝ､ｽﾘﾗﾝｶ、ﾀｲ､ﾗｵｽ  

11ヵ国 12名 

竹中大工道具館～琵

琶湖疏水記念館～南

禅寺～金閣寺 

２４ 10月 8 日（火） 
投資促進のためのキャパシティ・ディベ

ロップメント（B） 

ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ､ｷｭｰﾊﾞ､ｴｸｱ

ﾄﾞﾙ､ｼﾞｮｰｼﾞｱ､ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ､ｹﾆｱ､ﾓ

ﾝﾃﾈｸﾞﾛ､ﾓﾛｯｺ､ﾐｬﾝﾏｰ､ﾅｲｼﾞｪﾘ

ｱ､ﾊﾟｷｽﾀﾝ､ｾﾙﾋﾞｱ､ｽﾘﾗﾝｶ､ｳｸﾗｲ

ﾅ   15ヵ国 18 名 

竹中大工道具館～春

日大社～東大寺 

２５ 10月 13日（日） 周産期・新生児保健医療 

ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ、ｺｰﾄｼﾞﾎﾞｱｰﾙ、ﾎﾝｼﾞ

ｭﾗｽ、ﾘﾍﾞﾘｱ、ﾐｬﾝﾏｰ、ﾅｲｼﾞｪﾘ

ｱ、ﾀｼﾞｷｽﾀﾝ、ｻﾞﾝﾋﾞｱ  

8 ヵ国 11名 

法隆寺～東大寺 

２６ 10月 14日（月） 多媒体水銀モニタリング向上 
ｶﾞｲｱﾅ、ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ、ﾏﾚｰｼｱ、ﾒｷ

ｼｺ、ﾍﾞﾄﾅﾑ 5ヵ国 8名 
東大寺～春日大社 

２７ 10月 22日（火） コミュニティ防災研修 

ｱﾝﾃｨｸﾞｱ・ﾊﾞｰﾌﾞｰﾀﾞ、ﾊﾞﾝｸﾞﾗ

ﾃﾞｼｭ、ﾎﾝｼﾞｭﾗｽ、ｲﾝﾄﾞ、ｹﾆｱ、

ｺｿﾎﾞ、ﾗｵｽ、ﾆｳｴ 8 ヵ国 8名 

下鴨神社～島津製作

所創業記念資料館～

福寿園 

２８ 10月 26日（土） 
ケニア トゥルカナ郡における干ばつレ

ジリエンス向上 
ｹﾆｱ 1ヵ国７名 

三十三間堂～伏見稲

荷大社～福寿園 

２９ 10月 27日（日） アフリカ総合防災行政研修 

ｱﾙｼﾞｪﾘｱ､ｹｰﾌﾟﾍﾞﾙﾃﾞ､ｴｼﾞﾌﾟﾄ､

ｴｽﾜﾃｨﾆ､ｶﾞｰﾅ､ﾏﾙｳｨ､ｽｰﾀﾞﾝ  

7ヵ国 14名 

青蓮院～二条城～八

ツ橋体験 

３０ 11月 4 日（月） ｳｽﾞﾍﾞｷｽﾀﾝ・キルギス日本センター 
ｳｽﾞﾍﾞｷｽﾀﾝ、ｷﾙｷﾞｽ 

2ヵ国 22名 

伏見稲荷大社～二条

城～福寿園 

３１ 
11月 11日（月） 

11月 16日（金） 
アフリカ市場志向型農業 

ｱﾙｼﾞｪﾘｱ、ｹｰﾌﾟﾍﾞﾙﾃﾞｴ、ｴｼﾞﾌﾟ

ﾄ、ｴｽﾜﾃｨﾆ、ｶﾞｰﾅ、ﾏﾗｳｨ、ｽｰ

ﾀﾞﾝ 7ヵ国 14 名 

東寺～金閣寺～錦市

場～丸益西村屋（友

禅染体験） 

３２ 11月 6 日（水） マレーシア行政中級管理職研修 ﾏﾚｰｼｱ 1ヵ国 15名 
福寿園～南禅寺～無

鄰菴 

３３ 
11月 8 日（金） 

11月 22日（金） 
中小企業政策Ｂ 

ｱｾﾞﾙﾊﾞｲｼﾞｬﾝ、ｶﾒﾙｰﾝ、ｶﾞﾎﾞﾝ、

ｶｻﾞﾌｽﾀﾝ、ｹﾆｱ、ｷﾘｷﾞｽ共和国、

ﾏﾗｳｨ、ﾅｲｼﾞｪﾘｱ、ｿﾏﾘｱ、ﾀﾝｻﾞ

ﾆｱ 10ヵ国 10 名 

金閣寺～二条城 

３４ 11月 9 日（土） 配電コースＢ 12名 
竹中大工道具館～南

禅寺～金閣寺 

３５ 11月 10日（日） 廃棄物管理（基本・技術編（Ｂ） 

ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ、ﾎﾞﾂﾜﾅ、ｺﾝｺﾞ、

ｽｰﾀﾞﾝ、ｼﾞﾝﾊﾞﾌﾞｴ、ｲﾗｸ  

6ヵ国７名 

福寿園～島津製作所

創業記念資料館～下

鴨神社 

３６ 11月 11日（月） マレーシア「被災者への心理的ケア」 ﾏﾚｰｼｱ 1ヵ国 12名 
あべのタスカル～四

天王寺～住吉大社 

３７ 
11月 12日（火） 

11月 14日（木） 

世界遺産の適切な保全を通じた観光振

興（Ｂ） 

ｱﾙﾒﾆｱ、ｶｻﾞﾌｽﾀﾝ、ｷﾙｷﾞｽ、ﾀｼﾞ

ｷｽﾀﾝ、ｳｽﾞﾍﾞｷｽﾀﾝ 

5ヵ国 9名 

日本玩具博物館～好

古園～姫路城 

３８ 11月 19日（火） 
先進国市場を対象にした輸出振興・マー

ケティング戦略(Ａ) 

ｱﾙﾒﾆｱ、ﾓﾙﾄﾞﾊﾞ、ﾓﾝﾃﾈｸﾞﾛ、ｺ

ﾛﾝﾋﾞｱ、ｼﾞｬﾏｲｶ、ﾊﾟｷｽﾀﾝ、ｾﾙ

ﾋﾞｱ、ｳｽﾞﾍﾞｷｽﾀﾝ 8ヵ国 12名 

島津製作所創業記念

資料館～二条城～青

蓮院 
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NO. 実施日 研修名 対象国・人数 訪問地 

３９ 
11月 21日（木） 

11月 23日（土・祝） 
ベトナム国別研修「下水道」 ﾍﾞﾄﾅﾑ 1ヵ国 8名 

宇治市営茶室～平等

院～伏見稲荷大社 

４０ 12月 7 日（土） バングラデシュ火力発電 ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ 1ヵ国 8名 
平等院～宇治市営茶

室～伏見稲荷大社 

４１ 12月 14日（土） 長期滞在研修員 

ｱﾌｶﾞﾆｽﾀﾝ、ｶﾞｰﾅ、ﾊﾟｷｽﾀﾝ、ﾊﾞ

ﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ、ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ  

5ヵ国７名 

沢の鶴資料館～北野

異人館街～海外移住

と文化の交流センタ

ー 

４２ 12月 15日（日） バングラデシュ火力発電 ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ 1ヵ国 8名 
平等院～宇治市営茶

室～伏見稲荷大社 

４３ 1月 11 日（土） 災害に強いまちづくり戦略コース 

ﾌﾞﾗｼﾞﾙ、ｲﾝﾄﾞ、ｾﾙﾋﾞｱ、ﾎﾞｽﾆ

ｱ・ﾍﾙﾂｪｺﾞﾋﾞﾅ、ｾﾝﾄｸﾘｽﾄﾌｧｰ・

ﾈｲﾋﾞｽ、ｴｼﾞﾌﾟﾄ 6ヵ国 7名 

春日大社～東大寺 

４４ 1月 25 日（土） 火力発電 パキスタン・テクニシャン ﾊﾟｷｽﾀﾝ 1ヵ国 8名 
平城宮跡歴史公園～

東大寺 

４５ 1月 25 日（土） モンゴル本邦研修 ﾓﾝｺﾞﾙ 1ヵ国 10名 法隆寺～東大寺 

４６ 1月 26 日（日） 交通安全 

ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ、ﾖﾙﾀﾞﾝ、ﾏﾚｰｼｱ、ﾈﾊﾟ

ｰﾙ、ﾊﾟｷｽﾀﾝ、ﾀｲ、ｳｽﾞﾍﾞｷｽﾀﾝ、

ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ 8 ヵ国９名 

三十三間堂～二条城

～福寿園（茶道体験） 

４７ 1月 31 日（金） 防災教育制度の向上 

ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ、ｴｼﾞﾌﾟﾄ、ﾌｨﾘﾋﾟ

ﾝ、ｿﾛﾓﾝ諸島、南ｱﾌﾘｶ、ﾄﾙｺ  

6ヵ国 ９名 

福寿園～三十三間堂

～下鴨神社 

４８ 2月 1日（土） JICA課題別研修「税関行政（B）」 
ﾍﾟﾙｰ、ﾊﾟﾅﾏ、ｺﾛﾝﾋﾞｱ、ﾌﾞﾗｼﾞ

ﾙ 4ヵ国 5名 

市営茶室～平等院～

伏見稲荷大社 

４９ 2月 1日（土） 火力発電 パキスタン・エンジニア ﾊﾟｷｽﾀﾝ 8 名 
松尾大社～京都御所

～清水寺 

５０ 2月 8日（土） 基礎計算能力向上 

ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ、ﾏﾗｳｨ、ﾐｬﾝﾏｰ、

ﾈﾊﾟｰﾙ、ﾊﾟﾌﾟｱﾆｭｰｷﾞﾆｱ、ｻﾞﾝﾋﾞ

ｱ 6ヵ国 9名 

茶論～春日大社～東

大寺 

５１ 2月 11日（火・祝） 中小企業振興政策Ｂ 

ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ、ｴｼﾞﾌﾟﾄ、ｲﾝﾄﾞ、ﾖﾙ

ﾀﾞﾝ、ﾒｷｼｺ、ﾐｬﾝﾏｰ、ﾈﾊﾟｰﾙ、

ﾊﾟｷｽﾀﾝ、ﾊﾟﾌﾟｱﾆｭｰｷﾞﾆｱ、ｾﾙﾋﾞ

ｱ 10ヵ国 10 名 

平等院～宇治市営茶

室～萬福寺 

５２ 2月 20 日（木） マレーシア行政初級職研修 ﾏﾚｰｼｱ 20名 

下鴨神社～島津製作

所創業記念資料館～

福寿根 

５３ 2月 27 日（金） 長期研修横断プログラム 

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ、ﾓｻﾞﾝﾋﾟｰｸ、ｱﾙｼﾞｪﾘ

ｱ、ｶﾞｰﾅ、ｳｶﾞﾝﾀﾞ、ｼﾘｱ、南ｱﾌ

ﾘｶ、ｴｼﾞﾌﾟﾄ、ﾁｭﾆｼﾞｱ、ｹﾆｱ、

ﾊﾟｷｽﾀﾝ、ﾅｲｼﾞｪﾘｱ、ｴﾁｵﾋﾟｱ、

ｶﾒﾙｰﾝ、14ヵ国  14名 

大阪企業家ミュージ

アム 造幣局～パナ

ソニックミュージア

ム 大林組歴史館～

カワサキワールド 

５４ 2月 29 日（土） 先進天然ガス利用技術研修 

ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ、ﾓｻﾞﾝﾋﾞｰｸ、ﾀﾝｻﾞ

ﾆｱ、東ﾃｨﾓｰﾙ、ｴｼﾞﾌﾟﾄ  

5ヵ国 8名 

竹中大工道具館～琵

琶湖疏水記念館～南

禅寺～金閣寺 

５５ 3月１日（日） 税関行政 新型コロナウイルスの影響で中止 

 

令和元（２０１９）年度実績 企業・団体での講演実績 

NO. 日 程 対象企業・団体 人数 内 容 

１ 
6月 28 日(金) 

6月 29日(土) 

6月 30日(日) 
関西パワーテック 5名 

インドネシアから来日中の技術研修生を対象

に講義および奈良・京都の現地訪問を実施 

２ 10月 4日(金) 近鉄グループホールディングス 30名 
新入社員研修において講義、現地訪問、ワー

クショップを実施。場所は藤井寺 
３ 11月 26日(火) 竹中工務店 241名 新入社員向けに講義を実施 

４ 12月 13日(金) 関西電力 10名 
フィリピンから来日中の技術研修生を対象に

講義を実施 
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NO. 日 程 対象企業・団体 人数 内 容 

５ 1月 24日(金) 関西電力 10名 
フィリピンから来日中の技術研修生を対象に

講義を実施 

６ 2月 21日(金) 関西電力 12名 
フィリピンから来日中の技術研修生を対象に

講義を実施 

 

令和元（２０１９）年度実績 大学での講演実績 

NO. 日 程 対象 人数 内 容 

１ 6月 20日(木) 甲南女子大学 文学部 100名 
特別講義として日本文化体感プログラムの内

容を講義実施 

２ 
7月 9日(火)～ 

7月 10日(水) 

トルコ チャナッカレ大学 

(松下幸之助記念財団) 
6名 

財団が招いた学生を対象に、日本文化理解の

ため現地見学実施。視察先は、伊勢神宮、金

閣寺、京都伝統産業ふれあい館、伏見稲荷大

社 

３ 

8 月 5日(月) 

8 月 6日(火) 

～8月 8日(木) 

東京大学① 

(首都圏留学生への 

プログラム提供) 

18 名 

日本万国博覧会記念基金の助成金を受け、東

京大学の留学生 16名と地元学生 2名向けに

交流プログラムを実施 

４ 8 月 12日(月) 
兵庫県立大学 

経済学部 
9名 

夏季集中講義において日本人・留学生向けに

講義を担当 

５ 8 月 14日(水) 高校生向けプログラム 29名 

子供夢基金の助成金を受け、大阪の高校生と

在阪の留学生向けに交流プログラムを宇治に

て実施 

６ 

9月 2日(月) 

9月 3日(火) 

～9月 5日(木) 

東京大学② 

(首都圏留学生への 

プログラム提供) 

16名 

日本万国博覧会記念基金の助成金を受け、東

京大学の留学生 13名と地元学生 3名向けに

交流プログラムを実施 

７ 11月 30日(土) 
大阪市立大学と 

ソウル市立大学との交流 
20名 

大阪市立大学訪問中のソウル市立大学学生と

市大学生との交流事業。講義後明日香を訪問 

８ 
1月 22日(水) 

2月 6日(木) 

大阪観光大学への 

プログラム提供 
40名 

1月に日本文化を紹介する講義を実施。2月

に伊勢（朝熊山金剛証寺～伊勢神宮・外宮：

せんぐう館～内宮～おはらい町・おかげ横

丁）を訪問。 

９ 2月 24日(月) 
ヤンゴン外国語大学 

(松下幸之助記念財団) 
8 名 

財団が招いた学生を対象に、日本文化理解の

ため現地見学実施。視察先は、金閣寺、清水

寺、伏見稲荷大社 

 

令和２（２０２０）年度実績 訪日研修生向けプログラム 

NO. 実施日 研修名 対象国・人数 訪問地 

１ 2月 15日(月) 
観光人材育成研修 

（オンデマンド用の動画にて実施） 

ｴｽﾜﾆﾃｨ,ｲﾗﾝ,ﾐｸﾛﾈｼｱ,ﾊﾟﾚｽﾃｨ

ﾅ,ﾊﾟﾌﾟｱﾆｭｰｷﾞﾆｱ,ｻﾓｱ,ﾄｰｺﾞ,

ｳｸﾗｲﾅ,ｻﾞﾝﾋﾞｱ 9ヵ国 9名 

副教材動画作成 

宇治、明日香 

２  3月 10日（水） 
地域理解プログラム 

（ウェブセミナー形式で実施） 
22ヵ国 31名 

副教材動画作成 

企業家ﾐｭｰｼﾞｱﾑ 

田辺三菱製薬史料館 

島津製作所創業記念館 

シャープミュージアム 

 

令和２（２０２０）年度実績 企業・団体での講演 

NO. 日 程 対象 人数 内 容 

１ 10月 8日（木） 
近鉄グループホールディングス

株式会社 
36名 

新入社員研修において講義、現地訪問、ワー

クショップを実施。場所は藤井寺 

２ 12月 4日（金） 株式会社竹中工務店 227名 講義のみオンライン形式にて実施。 
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令和２（２０２０）年度実績 高校・大学での講演 

NO. 日 程 対象 人数 内 容 

１ 

9月 25日(金) 堺高校 234名 
英語授業の特別講義として日本文化体感プロ

グラムの内容を英語にて実施 

12月 19日（土） 堺高校（ガイド体験希望者） 24名 
堺のボランティアガイドによる堺の歴史文化

についての講義を日本語にて実施 

２ 11月 14日（土） 
斑鳩国際高校 

関西の大学の留学生 

7名 

8 名 

講義とボランティアガイド案内による法隆寺

周辺、ワークショップの実施 

３ 11月 21日（土） 
岸和田高校 

関西の大学の留学生 

6名 

7名 

講義と通訳ガイド案内による岸和田城周辺、

ワークショップの実施 

 

日本文化体感プログラム事業開始時からの実績まとめ 

 

  

対象：ビジネス 

マン・大学生など 

研修（JICA、企業） 高校・大学、一般 
参加者合計 

実施回数 参加者 実施回数 参加者 

平成 27 年度 53 回 905名 6 回 587 名 1,492 名 

平成 28 年度 52 回 839 名 5 回 411名 1,250 名 

平成 29 年度 66 回 
1,151 名 
(89 ヵ国) 

7 回 
216名 

（6ヵ国） 
1,367 名 

平成 30 年度 42 回 
720名 

(91ヵ国) 
12 回 

463名 
(6 ヵ国) 

1,183 名 

令和元年度 60 回 
885 名 

(102 ヵ国) 
11 回 

328 名 
(17ヵ国) 

1,213 名 

令和２年度 ４回 
272名 

（9ヵ国） 
3 回 

362名 
（3ヵ国） 

665名 
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Ⅳ．フォーラム・展示事業  

１．大阪府立中央図書館共催 展示＆講演会 
平成３０（２０１８）年度 

令和元（２０１９）年度 

 

令和２（２０２０）年度 

 

 

 

〇展示 

・期 間：７月３日（火）～７月２９日（日）  

〇講演会 

・＜第一回＞「歴史街道で見る、時代の節目に考える日本らしさ」  

・日 時：７月８日（日）１４：００～１５：３０  

・講 師：協議会日本文化体感プログラム担当 

・参 加：４０名 

・＜第二回＞「明治維新１５０年の節目に考える 

        大阪の近代化を支えた企業家と企業家精神」  

・日 時：７月１５日（日）１４：００～１５：３０  

・講 師：廣田雅美氏（大阪商工会議所大阪企業家ミュージアム副参事） 

・参 加：４０名 

〇展示 

・テーマ：「百舌鳥・古市古墳群から古墳の意味を探る＆関西の古墳を巡ろう！」 

・期 間：７月２日（火）～７月２８日（日）  

〇講演会 

・＜第一回＞「古市古墳群を学ぼう！～峯ヶ塚古墳の成果を中心に」  

・日 時：７月１４日（日）１４：００～１５：３０  

・講 師：吉澤則男氏（羽曳野市教育委員会文化財保護課参事）  

・参 加：７２名 

・＜第二回＞「古墳とは？百舌鳥古墳群とは？」  

・日 時：７月２１日（日）１４：００～１５：３０  

・講 師：橘  泉氏（堺市文化観光局堺市博物館学芸員） 

・参 加：８１名 

①名 称 『行ってみよう近畿の「お城」・「城跡」』 

②期 間 令和２年７月１日（水）～７月２３日（木・祝） 

③展 示 パネル４２枚 

     ・城郭の豆知識「天守の種類」    １枚 

     ・城郭の豆知識「石垣の種類」    ２枚 

・お城とお城周辺の見所 

  ２枚×１７か城    小計３４枚 

大阪城、高槻城、岸和田城、姫路城、明石城、尼崎城、福知山城、 

二条城、和歌山城、郡山城、伊賀上野城、津城、彦根城、安土城跡、 

丸岡城、一乗谷城跡、越前大野城 

・金ケ崎城址(お城のみ)      小計 １枚 

・歴史街道ＰＲ    小計 ４枚 

④映 像  YouTube映像「旅の星」 

      １．NO４６「大阪城探訪」編 

      ２．NO２９「世界文化遺産 国宝 姫路城」編 

⑤備 考  「お城」をテーマに展示期間中２回予定していた講演会は、新型

コロナウイルス感染症拡大防止の観点から実施を見合わせた。 
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２．紀伊山地三霊場フォーラム（紀伊山地三霊場会議共催） 

世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」をテーマにしたフォーラム 

平成３０（２０１８）年度 

◎台風２１号の影響により中止 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元（２０１９）年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２（２０２０）年度 

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から実施を見合わせる。 

 

３．歴史文化遺産フォーラム（文化庁地域文化創生本部、関西広域連合共催） 

平成３０（２０１８）年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・日 時：９月５日（水）１４：００～１６：３０ 

・場 所：あべのハルカス２５階大会議室 

・募 集：２２０名  

■講演「熊野詣で～京都から熊野三山へ」 

   鳥羽重宏師（城南宮宮司） 

■パネルディスカッション「未来につなぐ熊野の魅力」 

   上野顯師（熊野速玉大社宮司）九鬼家隆師（熊野本宮大社宮司）、 

   男成洋三師（熊野那智大社宮司）高木亮英師（青岸渡寺副住職） 

   ［進行］田中利典師（金峯山寺長臈） 

・日 時：１０月２４日（木）１４：００～１６：３０（開場１３：３０） 

・場 所：あべのハルカス２５階大会議室 

・参 加：２３６名 

■講 演「熊野詣で～京都から熊野三山へ」 鳥羽重宏師（城南宮宮司） 

■パネルディスカッション「未来につなぐ熊野の魅力」 

   上野顯師（熊野速玉大社宮司）九鬼家隆師（熊野本宮大社宮司）、 

   男成洋三師（熊野那智大社宮司）高木亮英師（青岸渡寺副住職） 

  ［進行］田中利典師（金峯山寺長臈） 

～関西の私たちは歴史の節目に何をすべきか～ 

・日 時：９月１日（土）１３：１５～１６：３０ 

・場 所：神戸市立御影公会堂白鶴ホール 

・参 加：３００名 

■講演「歴史の荒波を乗り切った関西人～激動の時代に学ぶ～」 

玉岡かおる氏（小説家） 

■実演（講談）「五代友厚物語」 

四代目玉田玉秀斎氏 

■ディスカッション「歴史の節目に何をすべきか」 

玉岡かおる氏、四代目玉田玉秀斎氏、梅林秀行氏（京都高低差崖会崖長） 

［進行］安達えみ氏（ホトケ女子・企画デザイナー） 
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令和元（２０１９）年度 

 

 

令和２（２０２０）年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．親子で楽しむ宇治茶の日 宇治茶スタンプラリーへのブース出展 

日時 場所 内容 

平成３０（２０１８）年度 １０月７日（日） 京都府立宇治公園 ・歴史街道教育プログラムチラシ配布 

・歴史街道倶楽部入会促進 

・歴史街道メインルートの紹介 

・歴史街道教育プログラムアンケート実施 

令和元（２０１９）年度 １０月６日（日） 〃 ・歴史街道メインルート、歴史街道倶楽部、

日本文化体感プログラム等パネル展示 

・歴史街道イベント（スタンプラリー等）の

チラシ配布 

令和２（２０２０）年度 新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から中止 

 

地域の中の古墳をどう活かすか～文化的価値と観光力～ 

・日 時：９月２８日（土）１３：００～１６：１５ 

・場 所：堺市総合福祉会館６階ホール 

・参 加：１８０名 

■講 演「現代における持続可能な文化遺産の保護―アンデス文明調査で 

の経験から」 関 雄二氏（国立民族学各物館副館長） 

■講 談「古墳の町・堺を語る『鍵は古墳にある』」 旭堂小南陵氏 

■ディスカッション 

 「地域の中の古墳をどう活かすか～文化的価値と観光力～」 

 【パネリスト】関 雄二氏、殿村美樹氏（（一社）地方ＰＲ機構代表理事） 

        一瀬和夫氏（京都橘大学文学部歴史遺産学科教授） 

        川上 浩氏（堺観光ボランティア協会理事長） 

 【コーディネーター】宗田好史氏（京都府立大学副学長） 

Withコロナの時代に考える 

 ～日本遺産を活用した地域の魅力発信と豊かな地域づくり～ 

・日 時：１２月２０日（日）１３：００～１６：００ 

・場 所：近江八幡市文化会館小ホール 

・参 加：９５名（応募者数：１２０名） 

■講演「日本遺産を活用した地域の魅力発信と豊かな地域づくり」 

丁野 朗 氏（東洋大学大学院国際観光学部客員教授） 

■ディスカッション「Withコロナ時代の観光 地域の観光資源の活かし方 

（近畿の日本遺産から）」 

＜パネリスト＞ 

丁野  朗  氏 

宮川 一朗 氏（㈱ＪＴＢ滋賀支店 観光開発プロデューサー） 

伊藤 真紀 氏（シソウスルサイクルツアーガイド） 

＜コーディネーター＞ 

仲間 浩一 氏（トレイルバックス代表） 

■備考 

・新型コロナウイルス対策として、定員１２０名（会場定員の半分）に

設定 

・令和３年１月２３日（土）、３０日（土） １４：００～１７：００よ

り地元ケーブルテレビＺＴＶの滋賀３局で当セミナーの録画を放送 



60 
 

５．その他フォーラム・セミナー 

平成３０（２０１８）年度 

神仏霊場会１０周年記念フォーラムの開催  

神と仏は同坐する－神仏巡礼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元（２０１９）年度 

（１）阪急たびコト塾でのセミナー 

①大阪会場（梅田阪急グランドビル３０階） 

実施日 テーマ 講 師 参加 

８月９日（金） 
植治次期十二代 小川勝章氏が語るお

庭の魅力 

小川勝章氏（「御庭 植治」 

次期十二代） 
４９名 

９月２４日（火） 
伊勢街道 見て歩記 

伊勢本街道へのいざない 

風景街道「伊勢街道」連絡協議会 

会長 裏  宗久氏 
７９名 

１０月１７日（木） 再現江戸時代の伊勢参り 奈良大学    安田 真紀子氏 ３６名 

１０月２２日 

（火・祝） 

「日本・オーストリア友好１５０周

年～時空をわたる音楽と講演会～箱

庭の国際社会：捕虜収容所が結ぶ日

本とハプスブルク、日本とオースト

リア」 

神戸大学名誉教授 大津留 厚氏 ７５名 

１１月２６日（火） 大和と伊勢を結ぶ御杖村 

風景街道「伊勢街道」連絡協議会 

会長 裏 宗久氏 

御杖村むらづくり振興課 

鍵田 輝氏 

２９名 

１月１２日（日） 
岸和田市×講談師 旭堂南舟～明智
光秀の肖像画と岸和田市の関係～ 

講談師 旭堂南舟 ８０名 

 

②東京会場（新橋ＫＨＤ東京ビル２階） 

実施日 テーマ 講 師 参加 

１１月３０日（土） 
歴史街道ワンコイン講座 

『東海道五十七次』の魅力と見所① 

東海道町民生活歴史館（蒲原宿） 

館主兼館長 志田 威氏 
４２名 

２月１５日（土） 
歴史街道ワンコイン講座 

『東海道五十七次』の魅力と見所② 
同上 ２５名 

 

 

・日 時：１１月１３日（火）１４：００～１６：４０ 
・場 所：あべのハルカス２５階大会議室 
・参 加：３２０名 
■講演「神と仏と日本のこころ」 
    山折哲雄氏（宗教学者） 
■パネルディスカッション「神仏巡礼」 
    宮城泰年師（聖護院門跡）、花山院弘匡師（春日大社宮司）、 
    玉岡かおる氏（小説家） 
   「オブザーバー」山折哲雄氏（宗教学者） 
   ［進 行］   田中利典師（金峯山寺長臈） 
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（２）東京都立中央図書館（東京都港区南麻布）との共催展示・上映・講演会 

※新型コロナウイルス感染予防の観点から中止 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２（２０２０）年度 

（１）阪急たびコト塾でのセミナー 

①東京会場（新橋ＫＨＤ東京ビル２階） 

実施日 テーマ 講 師 参加 

１１月２日（月） 
歴史街道ワンコイン講座『東海

道五十七次』の魅力と見所③ 

東海道町民生活歴史館（蒲原宿） 

館主兼館長 志田 威氏 
４７名 

 

 

６．各種展示 

平成３０（２０１８）年度 

＜道の駅を活用した展示ＰＲ＞ 

（１）道の駅「妹子の郷」 

３月３０日（金）～４月１５日（日） 

地域の魅力を発信する写真パネル展を 

開催。 

                       

（２）道の駅「竜王かがみの里」 

４月１６日（月）～５月６日（日）地域の魅力を発信する写真パネル展を開催。 

近江の中山道とあわせ、歴史街道倶楽部の会員誌「歴史の旅人」の表紙絵から滋賀を

題材にした風景を展示。 

 

 

 

 

 

〇展示 
・テーマ：世界文化遺産登録記念公開講座「百舌鳥・古市古墳群」の歩き方 
・期 間：３月１２日（木）～３月２９日（日）  
〇上映会 
・日 時：３月２１日（土）、２８日（土） １４：００～１５：３０ 
〇講演会 
・＜第一回＞「古市古墳群を見に行こう！」  
・日 時：３月２２日（日）１４：００～１５：３０  
・講 師：山田 幸弘氏（藤井寺市世界遺産登録推進室長）  
・定 員：１００名 
・＜第二回＞「世界遺産百舌鳥古墳群＆堺のものづくり」  
・日 時：３月２９日（日）１４：００～１５：３０  
・講 師：白神 典之氏（堺市博物館学芸員） 
・定 員：１００名 
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＜「Ｌｏｏｐ Ａ」における展示＞ 

阪神高速ミナミ交流プラザ「Ｌｏｏｐ Ａ」において展示を行い協議会活動のＰＲ

を実施した。 

・期 間 ２月１４日（木）～３月１９日（火） １２：００～１９：００ 

・会 場 「Ｌｏｏｐ Ａ」（大阪市西区南堀江） 

・内 容 「歴史の旅人」春号 表紙絵パネルの展示（解説付）  

プロジェクターによる映像放映（歴史街道「旅の星」、北近畿・琵琶湖  

食と歴史の回廊） 

 

令和２（２０２０）年度 

＜中山道鳥居本宿（彦根市鳥居本宿）にて常設展示＞ 

展示内容：鳥居本宿、愛知川宿、鏡の里、高宮宿、守山宿、醒井宿、草津宿、柏原宿、馬

場宿、武佐宿、豊郷宿、歴史街道案内 

 

７．子ども向け（小・中学生）プログラム 

奈良教育大学などの教育機関や地域の文化施設、観光ガイド等とともに、新しい企

画を開発し、試行した。 

平成３０（２０１８）年度 

開催日 名 称 場 所 参加者 内 容 

５月２６日（土） 
「まんじゅうを食べるなら

（奈良）」 

奈良市内 漢國

神社と奈良町界

隈  
３６名 

まんじゅうを通した奈良の歴史を学ぶ奈良

町フィールドワークを行い、食と文化の両

面から奈良についての理解を深め、身近

な文化についての関心を高めていただく。 

３月１６日（土） 
「斑鳩で木の匠になろう

２」 
法隆寺ｉセンター

多目的ホール 
２４名 

木の文化の象徴である斑鳩にて、親子で

木工工作に取り組むことで、「木の香り」

「手触り」「温かみ」など、「木のよさ」「木の

重要性」を再発見していただく。 

 

令和元（２０１９）年度 

開催日 名 称 場 所 参加者 内 容 

４月２７日（土） 「まんじゅうを食べるなら

Ⅱ（奈良）」 

奈良市内 漢國

神社と奈良町界

隈  
１８名 

まんじゅうを通した奈良の歴史を学ぶ奈良

町フィールドワークを行い、食と文化の両

面から奈良についての理解を深め、身近

な文化についての関心を高めていただく。 

６月１日（土） 「葛城の不思議と拍子木

（葛城）」 
葛城市相撲館け

はや座 ８名 

『日本書紀』に記された当麻蹶速（たいまの

けはや）と野見宿禰（のみのすくね）の相

撲、二上山のサヌカイトや金剛砂（ガーネッ

ト）。これらを学んで体験して、地元につい

ての理解を深め、身近な文化についての

関心を高めていただいた。 

3月２8日（土） 「斑鳩で木の匠になろう

３」 
法隆寺ｉセンター

多目的ホール 
親子１５組

３０名募集 

木の文化の象徴である斑鳩にて、親子

で木工工作に取り組むことで、「木の

香り」「手触り」「ぬくもり」など、

日本人が忘れがちな「木のよさ」「木

の重要性」を再発見していただく人気

企画。 

※新型コロナウイルス感染予防の観点

から中止。 
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令和２（２０２０）年度 

開催日 名 称 場 所 参加者 内 容 

４月２５日（土） 
「奈良の鹿をシカと見

よう」 

奈良教育大学次

世代教員養成セ

ンター２号館多

目的ホールおよ

び奈良公園内鹿

苑 

４０名 

募集 

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観

点から実施見合わせ 

６月６日（土） 
「大和郡山市の金魚と

お城」 

大和郡山市三の

丸会館および郡

山城跡など 

同上 同上 
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Ⅴ．歴史街道倶楽部 

１．会員誌「歴史の旅人」の発行（年４回） 

平成３０（２０１８）年度 
VOL 発行 特集 クローズアップ人 歴史の舞台を訪ねる 日本の美百選 

94 
春号 

（３月２０日） 
和歌山県 

和歌山市 

大山僚介氏 

(和歌山城整備企画課学

芸員) 

雑賀衆の転身  

信長・秀吉と戦った紀州の雑

賀衆の行方 

根来塗 

95 
夏号 

（６月２０日） 

奈良県 

葛城市・吉野

町・大淀町 

池田淳氏 

(吉野歴史資料館館長) 

詩人皇子の行方  

大津皇子の最期と葬送地を

巡って 

二上山 

96 
秋号 

（９月２０日） 

兵庫県 

姫路市 

野崎信雄氏 

(国宝姫路城大天守保存

修理元総合所長) 

時の航路を繋ぐ  

瀬戸内の島 家島にたどる

時代の足跡 

明珍火箸風鈴 

97 
冬号 

（１２月２０日） 

三重県 

津市・伊勢市 

千種清美氏 

(文筆家) 

名松線 時の旅  

ローカル線に乗って伊勢本

街道の宿場町へ 

しめ縄 

 

 

令和元（２０１９）年度 

VOL 発行 特集 クローズアップ人 歴史の舞台を訪ねる 日本の美百選 

98 
春号 

（３月２０日） 
大阪府 

北摂地域 

井上章一氏 

(国際日本文化研究センタ

ー教授) 

箕面のお山へ 
北摂の観光地に山岳

信仰のかたちを求めて 

鵜殿のヨシ原 

99 
夏号 

（６月２０日） 
福井県～ 

滋賀県 

吉田純一氏（FUT 福井城郭

研究所顧問） 

彦根三湊の湖影 

琵琶湖東岸の三湊の

盛衰に見る地域交通史 

近江八幡の 

「松明結」 

100 
秋号 

（９月２０日） 

歴史街道倶楽

部 25周年『歴

史の旅人』100

号 

松本正義氏 

（関西経済連合会会長・歴

史街道推進協議会会長） 

紅葉 時に流る 

万葉の昔から歌われて

きた紅葉に託す思い 

 

十六夜 

（いざよい） 

の月 

101 
冬号 

（１２月２０日） 
京都府 

京都市 

髙橋拓児氏 

（京料理木乃婦主人） 

稲荷伝説の深層 

伏見稲荷をめぐる物語

に見る信仰のかたち 

木津川市 

「蟹満寺国宝釈迦

如来坐像」 
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令和２（２０２０）年度 

VOL 発行 特集地域 クローズアップ人 歴史の舞台を訪ねる 日本の美百選 

102 
春号 

（３月２０日） 
奈良県 

奈良市・宇陀市 

辻村泰道氏 

(元興寺副住職) 
「はるひ」の春日 

名勝 

「依水園」 

103 
夏号 

（６月２０日） 
兵庫県 

西宮市・尼崎市 

北川 央氏 

（大阪城天守閣館長） 
中国街道と尼崎 

摂津猪名川の 

微笑仏 

104 
秋号 

（９月２０日） 滋賀県 
徳山浩明氏 

（徳山鮓主人） 
坂本 智将の残像 古信楽 

105 
冬号 

（１２月２０日） 
和歌山県 

那智勝浦町ほか 

木下勝之氏 

（木下水産物株式会社代表取締役） 

海峡の時の遺産 

友ヶ島と加太地域 

飛瀧神社の 

御神体 

 

 

【図書館配架状況】 

公共図書館や関係団体の文化施設等に寄贈し、閲覧誌として多くの方々の目に触れるよ

うにする。 

 

《関西圏》 

 自治体 館数 図書館 冊数 

1 福井県 1 福井県立図書館 1 

2 伊勢市 1 伊勢市立伊勢図書館 1 

3 伊賀市 1 伊賀市上野図書館 1 

1 いがまち図書室 1 

1 島ヶ原図書室 1 

1 阿山図書室 1 

1 大山田図書室 1 

1 青山図書室 1 

4 名張市 1 名張市立図書館 1 

5 滋賀県 50 滋賀県立図書館他 49 館 50 

6 近江八幡市 1 近江八幡図書館 1 

7 彦根市 1 彦根市立図書館 1 

8 京都府 1 京都府立図書館 1 

9 宇治市 1 宇治市中央図書館 1 

1 宇治市東宇治図書館 1 

1 宇治市西宇治図書館 1 

10 城陽市 1 城陽市立図書館 1 

 自治体 館数 図書館 冊数 

11 八幡市 1 八幡市民図書館 1 

1 男山市民図書館 1 

12 舞鶴市 1 舞鶴市立東図書館 1 

13 京丹後市 1 峰山図書館 1 

1 あみの図書館 1 

1 大宮図書室 1 

1 丹後図書室 1 

1 弥栄図書室 1 

1 久美浜図書室 1 

14 大山崎町 1 中央公民館図書室 1 

15 木津川市 1 中央図書館 1 

1 加茂図書館 1 

1 山城図書館 1 

16 大阪府 2 大阪府立中之島図書館 2 

3 大阪府立中央図書館 3 

17 大阪市 24 大阪市立中央図書館他 23館 24 

18 堺市 2 中央図書館 2 
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 自治体 館数 図書館 冊数 

18 堺市 1 中央図書館堺市駅前分館 1 

1 中図書館 1 

1 中図書館東百舌鳥分館 1 

1 東図書館 1 

1 東図書館初芝分館 1 

1 西図書館 1 

1 南図書館 1 

1 南図書館栂分館 1 

1 南図書館美木多分館 1 

1 北図書館 1 

1 美原図書館 1 

1 青少年センター図書室 1 

19 岸和田市 1 岸和田市立図書館(本館)  1 

20 泉佐野市 1 中央図書館 1 

21 高槻市 4 中央図書館 4 

1 小寺池図書館 1 

1 芝生図書館 1 

1 阿武山図書館 1 

1 服部図書館 1 

1 ミューズ子ども分室 1 

1 ＪＲ駅前図書コーナー 1 

22 吹田市 1 中央図書館 1 

1 千里図書館 1 

1 北千里分室 1 

1 さんくす図書館 1 

1 江坂図書館 1 

1 ちさと（千里山・佐井寺図書館） 1 

1 千里丘図書館 1 

1 山田駅前図書館 1 

23 茨木市 1 中央図書館 1 

24 箕面市 1 中央図書館 1 

25 羽曳野市 1 中央図書館 1 

1 陵南の森図書館 1 

1 羽曳が丘図書館 1 

1 丹比図書館 1 

1 東部図書館 1 

26 藤井寺市 1 藤井寺市立図書館 1 

27 兵庫県 1 兵庫県立図書館 1 

 自治体 館数 図書館 冊数 

28 神戸市 1 神戸市立中央図書館 1 

1 灘図書館 1 

29 姫路市 1 姫路市立図書館（城内図書館） 1 

1 図書館網干分館 1 

1 図書館安室分館 1 

1 図書館青山分館 1 

1 図書館飾磨分館 1 

1 図書館広畑分館 1 

1 図書館東光分館 1 

1 図書館手柄分館 1 

1 図書館白浜分館 1 

1 図書館東分館 1 

1 図書館安富分館 1 

1 図書館香寺分館 1 

1 図書館夢前分館 1 

1 図書館家島分館 1 

30 尼崎市 1 中央図書館  1 

1 北図書館 1 

31 西宮市 1 中央図書館 1 

1 北部図書館 1 

1 鳴尾図書館 1 

1 北口図書館 1 

32 宝塚市 1 中央図書館 1 

1 西図書館 1 

1 中山台分室 1 

33 三木市 1 三木市立中央図書館 1 

34 朝来市 1 和田山図書館 1 

1 あさご森の図書館 1 

35 猪名川町 1 猪名川町立図書館 1 

36 奈良県 1 奈良県立図書情報館 1 

37 奈良市 1 中央図書館 1 

1 西部図書館 1 

1 北部図書館 1 

38 橿原市 1 図書館 1 

39 桜井市 1 桜井市立図書館 1 

40 斑鳩町 1 斑鳩町立図書館 1 

41 宇陀市 1 中央図書館 1 

1 大宇陀図書館 1 
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 自治体 館数 図書館 冊数 

42 吉野町 1 中央公民館図書室 1 

43 大淀町 1 町立図書館 1 

44 明日香村 1 図書室（中央公民館 分館 2 階） 1 

45 天川村 1 天川村洞川地区公民館図書室 1 

46 葛城市 1 葛城市立新庄図書館 1 

1 葛城市立當麻図書館 1 

47 和歌山県 1 和歌山県立図書館 1 

 自治体 館数 図書館 冊数 

47 和歌山県 1 和歌山県立紀南図書館  1 

48 和歌山市 14 和歌山市民図書館他 14 

1 和歌山市民図書館 西分館 1 

49 新宮市 2 図書館 2 

50 高野町 2 高野町中央公民館 図書室 2 

自治体数 50 館数 216 冊数合計 216 

 

《首都圏》

自治体 通番 館数 図書館 冊数 

東京都 1 1 足立区立中央図書館 1 

2 1 荒川区立ゆいの森あらかわ 1 

3 11 板橋区立中央図書館 11 

4 1 江東区立江東図書館 1 

5 1 渋谷区立渋谷図書館 1 

1 渋谷区立中央図書館 1 

6 3 新宿区立中央図書館 3 

7 3 墨田区立ひきふね図書館 3 

8 1 世田谷区立中央図書館 1 

1 世田谷区立代田図書館 1 

1 世田谷区立梅丘図書館 1 

9 1 中央区立月島図書館 1 

10 1 文京区立本郷図書館 1 

1 文京区立真砂中央図書館 1 

11 1 清瀬市立中央図書館 1 

12 1 国分寺市立本多図書館 1 

13 3 小平市中央図書館 3 

14 2 多摩市立図書館 2 

15 1 調布市立中央図書館 1 

16 1 日野市立中央図書館 1 

埼玉県 17 1 埼玉県立熊谷図書館 1 

18 4 加須市立加須図書館 4 

19 1 川口市立中央図書館 1 

20 1 川越市立中央図書館 1 

21 1 久喜市立中央図書館 1 

 

 

 

自治体 通番 館数 図書館 冊数 

埼玉県 22 1 東松山市立図書館 1 

23 1 富士見市立中央図書館 1 

24 1 本庄市立図書館 1 

25 1 八潮市立八條図書館 1 

1 八潮市立八幡図書館 1 

26 4 吉川市立図書館 4 

神奈川県 27 5 鎌倉市中央図書館 5 

28 1 川崎市立多摩図書館 1 

29 1 相模原市立相模大野図書館 1 

3 相模原市立図書館 3 

30 1 秦野市立図書館 1 

31 4 藤沢市総合市民図書館 4 

千葉県 32 1 旭市図書館 1 

33 3 我孫子市民図書館 3 

34 1 市川市中央図書館 1 

35 1 柏市立図書館 1 

36 1 木更津市立図書館 1 

37 1 白井市立図書館 1 

38 4 千葉市中央図書館 4 

39 1 富里市立図書館 1 

40 4 野田市立興風図書館 4 

41 4 船橋市中央図書館 4 

42 3 茂原市立図書館 3 

43 5 八千代市立中央図書館 5 

自治体数 43 館数 98 冊数合計 98 
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２．イベント 

（１）ウォークイベント 

（令和２（２０２０）年度より歴史のまちウォークに名称変更） 

平成３０（２０１８）年度 

 

令和元（２０１９）年度 

 

令和２（２０２０）年度） 

実施日 イベント内容 開催場所 講師 参加人数 

9 月 26 日（土） 木喰仏の里を訪ねて A 猪名川町 猪名川町観光ボランティアガイド ほか ２０名 

10 月 4 日（日） 木喰仏の里を訪ねて B 猪名川町 猪名川町観光ボランティアガイド ほか  １８名 

実施日 イベント内容 開催場所 講師 参加人数 

4月 7日（土） 
中山道・宿場めぐり「一里塚のある守山宿

と東海道の分岐点・草津宿」① 

滋賀県 

守山市 

草津市 

川端美臣氏（中山道守山宿歴史

文化保存会会長） 

八杉淳氏（草津宿街道交流館館長） 

３８名 

4月 15日（日） 
中山道・宿場めぐり「一里塚のある守山宿

と東海道の分岐点・草津宿」② 
同上 同上 ２７名 

5月 13日（日） 

歩いてたどる歴史街道の旅 

 ～京街道シリーズ～第３弾 枚方宿と淀

川下りの旅 

大阪府 

枚方市 

織田良一氏 

（歴史街道ボランティアスタッフ） 
５６名 

9月 8日（土） 大淀のかくれた古仏をたずねる 
奈良県 

大淀町 

松田度氏 

（大淀町教育委員会学芸員） 
２９名 

11 月 11 日（日） 播磨灘に浮かぶ離島 家島へ！ 
兵庫県 

姫路市 
家島観光案内ガイド ４１名 

12月 1日（土） 

歩いてたどる歴史街道の旅 

 ～京街道シリーズ～第４弾 樟葉から淀

宿へ 

大阪府 

枚方市 

京都府 

八幡市 

京都市 

織田良一氏 

（歴史街道ボランティアスタッフ） 
４４名 

実施日 イベント内容 開催場所 講師 参加人数 

４月 6 日（土） 
中山道・宿場めぐり「八風街道の起点・武

佐宿＆無賃橋がかかる・愛知川宿」① 

滋賀県 

近江八幡市 

ほか 

近江八幡観光ボランティアガイド ほか 39名 

４月 13日（土） 
中山道・宿場めぐり「八風街道の起点・武

佐宿＆無賃橋がかかる・愛知川宿」② 
同上 同上 17名 

４月 20日（土） 

歩いてたどる歴史街道の旅 

～京街道シリーズ～第５弾 伏見宿（伏見

みなと広場）から菖蒲の節句発祥の地 藤

森神社へ 

京都市 
織田良一氏 

（歴史街道ボランティアスタッフ） 
30名 

５月１2 日（日） 

歩いてたどる歴史街道の旅 

～京街道シリーズ～特別編 淀川船旅と枚

方宿 

大阪市

～枚方市 

織田良一氏

（歴史街道ボランティアスタッフ） 
50名 

５月１8 日（土） 
吹田市千里山の街並みに大正・昭和の面影

をたどる 

大阪府 

吹田市 
吹田まち案内人 30名 

10月 26日（土） 

歩いてたどる歴史街道の旅 

～京街道シリーズ～第６弾 山科地蔵・追

分から大津宿へ  

京都市 

大津市 

織田良一氏 

（歴史街道ボランティアスタッフ） 
46名 

11 月 2 日（土） 

歩いてたどる歴史街道の旅 

～京街道シリーズ～【追加設定】 

第６弾 山科地蔵・追分から大津宿へ     

同上 
織田良一氏 

（歴史街道ボランティアスタッフ） 
48 名 

3月 1日（日） 京都出町界隈ぶらり散歩 京都市 
織田良一氏 

（歴史街道ボランティアスタッフ） 
中止※ 
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実施日 イベント内容 開催場所 講師 参加人数 

１０月１０日（土） 西宮ぶらり散歩 西宮市 西宮市立郷土資料館 ２７名 

１０月２１日（水） 茶源郷 和束 A 
京都府 

和束町 
和束町活性化センター ２０名 

１０月２５日（日） 茶源郷 和束 B 同上 同上 ２２名 

１０月３１日（土） 茶源郷 和束 C 同上 同上 １６名 

１１月８日（日） 世界遺産 春日大社と春日山原始林 奈良市 奈良ソムリエ ３１名 

１１月２４日（火） 明智光秀ゆかりの坂本を訪ねる 大津市 
大沼芳幸氏 

元滋賀県立安土城考古博物館副館長 
２６名 

１２月１２日（土） お城のリユース B 近江八幡市 
藤崎髙志氏 

滋賀県立安土城考古博物館学芸員 
１２名 

３月１４日（日） 世界遺産 那智山原生林の神秘ウォーク 那智勝浦町  中止※ 

 

（２）バス日帰りツアー 

平成３０（２０１８）年度 

 

令和元（２０１９）年度 

実施日 イベント内容 開催場所 講師 参加人数 

6月２日（日） 
古事記ゆかりの地を巡る 第５弾 

仁徳天皇と３人の皇子たち 

大阪市 

明日香村 

ほか 

岡田高志氏 

（大阪市立大学都市文化研究センター研究員） 
３７名 

7 月 27 日（土） 
京の夏の旅 文化財特別公開 

「京の御大礼」と「京都の世界遺産登録２

５周年」 
京都市 京都 SKYガイドほか ２２名 

7 月 30 日（火） 
京の夏の旅 文化財特別公開 

「京の御大礼」と「京都の世界遺産登録２

５周年」 
京都市 同上 ２６名 

9 月 2 日（月） 
越前・福井 城めぐり 

～戦国の世に思いを馳せて～ 
福井市 

坂井市 
吉田純一氏 

（FUT福井城郭研究所顧問） 
４２名 

11月 11日（月） 
古事記ゆかりの地を巡る 第６弾 

神々のふるさとをたずねて 
御所市 

岡田高志氏 

（大阪市立大学都市文化研究センター研究員） ２９名 

2 月 15 日（土） 

京の冬の旅 文化財特別公開 

「京の御大礼 雅の御所文化」と「明智光

秀と戦国の英傑たち」 

京都市 京都 SKYガイドほか ３０名 

 

 

実施日 イベント内容 開催場所 講師 参加人数 

5月 26日（土） 
万葉・徳川ゆかりの地 

雑賀崎から和歌の浦へ 絶景をめぐる 
和歌山市 和歌山市語り部クラブ ２５名 

8月 9日（木） 
京の夏の旅：文化財特別公開「京のお屋

敷」 
京都市 京都 SKYガイドほか ３４名 

9月 1日（土） 植治次期十二代小川勝章氏とめぐる お庭 
京都市 

大津市 
小川勝章氏（植治次期十二代） ３５名 

11 月 25 日（日） 
古事記ゆかりの地を巡る 第４弾 

ヤマトタケルを偲ぶ 

米原市 

ほか 

岡田高志氏 

（大阪市立大学都市文化研究センター研究員） 
３０名 

2月 5日（火） 

2月 9日（土） 

京の冬の旅：文化財特別公開「京都にみる

日本の絵画～近世から現代～」 
京都市 京都 SKYガイドほか ６５名 

3月 6日（水） 国宝 高田本山専修寺と津の歴史をたどる旅 津市 
一身田寺内町ほっとガイド会 

谷川士清史跡めぐりボランティアガイド 
３２名 
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（３）「五感で体感！にほん文化シリーズ」(近鉄文化サロン共催) 

平成３０（２０１８）年度 

 

令和元（２０１９）年度 

 

（４）講演会  

平成３０（２０１８）年度 

 

令和元（２０１９）年度 

 

 

ＶＯＬ． 実施日 イベント内容 開催場所   参加人数 

３４ 5月 20日（日） 
超視覚・山辺の道「三輪王家の幹線道

路をたどるⅡ」 

奈良県 

天理市 

村田正博氏 

（大阪市立大学名誉教授） 
３６名 

３５ 10 月 15 日（月） 第六感 謎の「石山」探訪 
滋賀県 

大津市 

榎村寛之氏 

（斎宮歴史博物館学芸普及課長） 
２４名 

３６ 10 月 31 日（水） 高野山金剛三昧院で学ぶ阿字観修法 
  和歌山県 

  高野町 

久利康暢師 

（金剛三昧院住職） 
１９名 

３７ 3月 20日（水） 
薬草の里 宇陀で 

薬草を学び薬草を食す 

   奈良県 

宇陀市 

辻本宗久氏 

（宇陀市教育委員会文化財課主任） 
４０名 

ＶＯＬ． 実施日 イベント内容 開催場所 講師 参加人数 

３８ 5月 26日（日） 
再建された興福寺中金堂と周辺の古

建築で学ぶ日本の伝統建築技術 

奈良県 

奈良市 

矢ヶ崎善太郎氏 

（大阪電気通信大学工学部建築

学科教授） 

４３名 

特別編 9 月 29 日（日） 
特別編 萬葉集入門講座「初めての萬

葉集―勇気をもってまず一歩―」 
大阪市 

村田正博氏 

（大阪市立大学名誉教授） 
３５名 

３９ 11 月 4 日（月・振休） 
第六感「平野の郷の深～い魅力と幽霊

の片袖伝説」 
大阪市 

榎村寛之氏 

（三重県立斎宮歴史博物館学芸普

及課副参事兼課長） 

３２名 

４０ 11 月 30 日（土） “超視覚”萬葉悲話「愛と死をみつめて」 神戸市 
村田正博氏 

（大阪市立大学名誉教授）  
２３名 

実施日 イベント内容 講師 参加人数 

5月 19日 

（土） 

あべのハルカス美術館特別講座 

「錦絵誕生 鈴木春信の世界」特別セミナー 

※近畿文化会、近鉄文化サロン共催 

藤村忠範氏 

（あべのハルカス美術館主任学芸員） 
４７名 

10月 4日

（木） 

あべのハルカス美術館 

展覧会「太陽の塔」特別講座「岡本太郎と太陽の塔」

※近畿文化会、近鉄文化サロン共催 

新谷式子氏 

（あべのハルカス美術館学芸員） 
４１名 

2月 17日

（日） 

あべのハルカス美術館 

「驚異の超絶技巧！明治工芸から現代アートへ」展 

特別講座「時代を超えた奇跡の手わざ～明治から現代

へ～」 ※近鉄文化サロン共催 

浅川真紀氏

（あべのハルカス美術館主任学芸員） 
２３名 

実施日 イベント内容 開催場所 講師 参加人数 

8 月 9 日（金） 
植治次期十二代 小川勝章氏が語る  

お庭の魅力 
大阪市 

小川勝章氏 

（「御庭 植治」次期十二代） 
４９名 

10月 22 日（火・祝） 箱庭のハプスブルク 大阪市 
大津留厚氏 

（神戸大学名誉教授） 
７５名 

3 月 5 日（木） 

あべのハルカス美術館「国宝東塔大修理落慶

記念薬師寺展」 

特別講座 薬師寺展の見どころ 

大阪市 
米屋 優

（あべのハルカス美術館副館長） 
中止※ 
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（５）歴史ものがたりセミナー 

令和２（２０２０）年度 

 

（６）伝統芸能鑑賞会 

平成３０（２０１８）年度 

 

令和元（２０１９）年度 

 

令和２（２０２０）年度 

 

（７）海外特別企画 

平成３０（２０１８）年度 

 

 

 

 

実施日 イベント内容 開催場所 講師 参加人数 

8 月２日（日） 壬申の乱 ～大友皇子の軌跡 近江朝廷の放

ったひとすじの光～ 
大阪市 

岡田高志氏 

（大阪市立大学都市文化研究センター研究員）  
４５名 

8 月２３日（日） レール＆ステージ 小林一三の贈り物Ａ 池田市 仙海義之氏（阪急文化財団理事） ２１名 

8 月２７日（木） レール＆ステージ 小林一三の贈り物Ｂ 同上 同上 ２１名 

１１月２８日（土） 
尼崎の近代建築～阪神電車車庫内の旧発電所

見学付き～ 
尼崎市 

桃谷和則氏 

（尼崎市立歴史博物館学芸員）  
３８名 

2月 7 日（日） 
壬申の乱～大海人皇子の戦略 国史編纂への

熱き想い～ 
大阪市 

岡田高志氏 

（大阪市立大学都市文化研究センター研究員）  ４９名 

実施日 イ ベ ン ト 内 容 講  師 参加人数 

1月 19日（土） 
新春文楽鑑賞会 舞台と大道具製作室の見学 

※近畿文化会共催 

岡本義秀氏 

（関西舞台株式会社 代表取締役） 
３２名 

実施日 イベント内容 開催場所 講師 参加人数 

4 月 24 日（水） 
文楽鑑賞会 ４月文楽公演「通し狂言 仮名手

本忠臣蔵」事前解説付き 
大阪市 

広瀬依子氏 

（追手門学院大学講師） 
１４名 

8 月 4 日（日） 

文楽鑑賞会 夏休み文楽特別公演「通し狂言 

仮名手本忠臣蔵」五段目より七段目まで 事

前解説付き 

大阪市 吉田勘市さん（人形遣い） １９名 

11月 16 日（土） 

文楽鑑賞会③ 11月文楽公演「通し狂言 仮名

手本忠臣蔵」 

八段目より十一段目まで 事前解説付き    

大阪市 
竹本小住太夫さん（太夫） 

鶴澤友之助さん（三味線） 
１３名 

1 月 25 日（土） 
新春文楽鑑賞会「七福神宝の入舩」「傾城反魂

香」「曲輪文章」事前解説付き 
大阪市 

六代目竹本錣太夫さん 

（太夫） 
１６名 

実施日 イベント内容 開催場所 講師 参加人数 

3 月 7 日（日） 
西宮能楽堂公演 能『花月』  

※事前解説・体験型セミナー付 
西宮市 梅若基徳氏 ４３名 

期  間 イ ベ ン ト 内 容 参加人数 

10月 4日（木）～11日（木） 
海外特別企画第２３弾 

中世ヨーロッパの薫り漂うまち チェコの世界遺産をめぐる８日間 
１２名 
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令和元（２０１９）年度 

 

（８）歴史・文化セミナー※近鉄文化サロン主催・近畿文化会協力 

平成３０（２０１８）年度 

 

令和元（２０１９）年度 

実施日 イベント内容 講 師 参加人数 

4 月 6 日（土） 明治から昭和にかけての関西名作ホテルの探究 
川島智生氏 

（京都華頂大学教授） 
７２名 

5 月 11 日（土） 
仏塔の源流を求めて  

―大野寺土塔（堺市）を解明する― 
泉森 皎氏 （奈良県立橿原考

古学研究所特別指導研究員） 
５７名 

6月 1 日（土） 
桜井茶臼山古墳・メスリ山古墳（奈良県）の被葬者を

探る 
塚口義信氏 

（堺女子短期大学名誉学長） 
９１名 

7月 6 日（土） 
奈良奉行と寺社・古墳―名奉行 川路聖謨（かわじと

しあきら）の文化財観― 
森下惠介氏（奈良県立橿原考古

学研究所共同研究員） 
８７名 

8 月 3 日（土） 春日山の石窟仏―石の道、祈りの道の仏たち― 神田雅章氏（龍谷大学教授) ５１名 

9月 7 日（土） 高野山古石塔の語り 
狭川真一氏 

（元興寺文化財研究所副所長） 
６２名 

10 月 5 日（土） 東山魁夷画伯 鑑真和上に捧げた１２年間 
石田太一氏 

（唐招提寺副執事長） 
４１名 

11 月 9 日（土） キトラ古墳に、もし人物像が描かれていたら 
猪熊兼勝氏 

（京都橘大学名誉教授） 
３６名 

12 月 7 日（土） 甘樫丘陵の二つの大墓 
前園実知雄氏 

（奈良芸術短期大学教授） 
６８名 

実施日 イベント内容 参加人数 

10月 10日（木）～17日（木） 
海外特別企画第２４弾  

美しい自然と中世の街並みオランダ・ベルギー８日間 
１３名 

実施日 イ ベ ン ト 内 容 講  師 参加人数 

4 月 21 日（土） 熊野速玉大社の古神宝 関根俊一氏（奈良大学教授） ３４名 

5月 19 日（土） 
和室の歴史を見直す 

－畳と床の間の魅力－ 

矢ヶ崎善太郎氏 

（京都工芸繊維大学准教授） 
３９名 

6 月 16 日（土） 大和の知られざる夏祭り 武藤康弘氏（奈良女子大学教授） ３０名 

7月 21 日（土） 百舌鳥・古市古墳群を東西で結ぶ 一瀬和夫氏（京都橘大学教授） ７３名 

8 月 18 日（土） 御創建 1250年 春日大社の秘儀 花山院弘匡氏（春日大社宮司) ６２名 

9月 15 日（土） 
砲台跡から迫る幕末の大阪湾防衛 

―幕末・維新１５０年記念 
来村多加史氏(阪南大学教授) ５３名 

10月 20日（土） 
日本人の巡礼センター「伊勢」 

―参宮を支えた御師（おんし）たち― 

岡田 登氏 

(皇學館大学名誉教授)  
３２名 

11月 17日（土） 移住者から渡来人へ 
猪熊兼勝氏 

(京都橘大学名誉教授) 
６８名 

12月 15日（土） 
聖武天皇 悲願とそのゆくえ 

―大伴家持「久迩京賛歌」をめぐって― 

村田正博氏 

(大阪市立大学名誉教授) 
７４名 

1月 12 日（土） 松永久秀の実像とその城郭の謎を解く 
天野忠幸氏 

（天理大学准教授 ） 
６２名 

2月 16 日（土） 
陰陽師ムラとその起源 －近世・畿内の陰陽道集団の

過去への遡及－ 

秋山浩三氏（大阪府立弥生文化

博物館副館長） 
６５名 

3月 16 日（土） 
大化改新  

～隠された真の目的を解き明かす～ 

瀧浪貞子氏 

（京都女子大学名誉教授） 
９６名 
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実施日 イベント内容 講 師 参加人数 

1 月 11 日（土） 縄文学ことはじめ⑤～海に生きた河内の人々～ 
松田真一氏 

（天理参考館特別顧問） 
６２名 

2 月 1 日（土） 
興福寺の八部衆像と十大弟子像 

―光明皇后の託した祈りの造形― 
戸花亜利州氏 

（帝塚山大学講師） 
４９名 

3 月 7 日（土） 天智天皇と天武天皇～兄弟の確執～ 
瀧浪貞子氏 

（京都女子大学名誉教授） 

※6/27

（土）に 

延期 

 

令和２（２０２０）年度 

 

（９）首都圏企画 

平成３０（２０１８）年度 

実施日 イ ベ ン ト 内 容 講  師 参加人数 

8 月４日（土） 
東京・奈良まほろば館セミナー 

「弘法大師空海と吉野～若き空海は吉野で修行をし

ていた！～」     ※奈良まほろば館共催 

松田度氏 

（大淀町教育委員会学芸員） 
７１名 

12 月 22 日（土） 
歌舞伎鑑賞会＠国立劇場 

芸能研究家 北潟喜久氏による解説付 北潟喜久氏（芸能研究家） ４２名 

3 月 23 日（土） 
東京ウォーク第９弾 

下町の風情を残す 歴史と情緒あふれる谷根千を歩く 
東京シティガイドクラブ ３６名 

 

令和元（２０１９）年度 

実施日 イベント内容 講 師 参加人数 

9 月 22 日（日） 
東京・奈良まほろば館セミナー 

「木簡が語る奈良の都とその時代」 

渡辺晃宏氏(奈良文化財研究所副

所長) 
６４名 

9 月 23 日（月・祝） 9月文楽公演『心中天網島』＠国立劇場 事前解説付き  吉田玉翔氏（人形遣い） １９名 

12 月 21 日（土） 
歌舞伎鑑賞会 

 『近江源氏先陣館―盛綱陣屋―』『蝙蝠の安さん』   
松尾宰氏（元国立劇場舞台監督） ３０名 

実施日 イベント内容 講 師 参加人数 

8 月 1日（土） ステンドグラスと洋館 川島智生氏（京都華頂大学教授） ３２名 

8 月 8 日（土） 記憶にとどめたい大阪の戦争遺跡 
駒井正明氏 

（大阪府文化財ｾﾝﾀｰ主査） 
３１名 

9月 5日（土） 筒井順慶と明智光秀 天野忠幸氏 （天理大学准教授） ４５名 

10 月 3 日（土） 豊臣氏の栄枯盛衰を見つめた京の大仏  網伸也氏 （近畿大学教授） ３７名 

10 月３1 日（土） 神武東征伝説の地を探る  来村多加史氏 （阪南大学教授） ４０名 

１１月７日（土） 幻の七重塔-京に君臨した足利義満の巨塔- 冨島義幸氏（京都大学大学院教授） １８名 

12 月５日（土） 春日若宮おん祭について  武藤康弘氏（奈良女子大学教授） ２７名 

1 月 23 日（土） お墓の行く末 狭川真一（大阪大谷大学教授） ４０名 

2月 6 日（土） 
聖徳太子の虚像と実像  

―『随書』にみえる「倭王」とは誰か― 

塚口義信氏 

（堺女子短期大学 名誉学長・名誉教授） 
２５名 

3月 6日（土） 南都戒律復興の道を歩く 
佐藤亜聖氏 

（元興寺文化財研究所総括研究員 ） 
１１名 
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実施日 イベント内容 講 師 参加人数 

3月 28 日（土） 
東京ウォーク第 10弾 

レトロでモダンな石畳のまち神楽坂を歩く 
東京ｼﾃｨｶﾞｲﾄﾞｸﾗﾌﾞ 中止※ 

 

令和２（２０２０）年度 

 

（１０）歴史街道倶楽部発足２５周年記念会員交流会 

令和元（２０１９）年度 

 

（１１）大阪あそ歩連携企画【大阪ぶらり歴史探訪～大阪は上町台地から始まった～】 

令和２（２０２０）年度 

 

Ⅵ．広報 

１．一般向け情報提供 

①月刊「歴史街道」（ＰＨＰ研究所）でのＰＲ（見開き２ページ・告知１ページ） 

平成３０（２０１８）年度 
掲載号 ロマンへの扉 -見開き２頁- 協議会告知 –１頁- 
４月号 三木城跡（兵庫県三木市） 飛鳥～奈良～京都連携事業 
５月号 大神神社（奈良県桜井市） 飛鳥～奈良～京都連携事業 
６月号 千利休（大阪府堺市） 日本文化体感プログラム・歴史街道倶楽部  
７月号 竜田川（奈良県斑鳩町） YouTube 映像「旅の星」・歴史街道倶楽部  
８月号 久米田池（大阪府岸和田市） 日本文化体感プログラム・歴史街道倶楽部  
９月号 中山寺（兵庫県宝塚市） YouTube 映像「旅の星」・歴史街道倶楽部  

10 月号 石山寺（滋賀県大津市） 
観光ガイド秋季案内  

関西５私鉄あの町！この町！スタンプラリー 
11 月号 大阪市中央公会堂（大阪市） 関西５私鉄 あの町！この町！スタンプラリー  
12 月号 神戸文学館（兵庫県神戸市） 歴史街道倶楽部 

実施日 イベント内容 講 師 参加人数 

３月２０日（土・祝） レトロでモダンな石畳のまち 神楽坂を歩く 東京シティガイドクラブ ２３名 

３月２１日（日） 〝まほろば〟誕生～大和初期王権のすがた～ 
岡田高志氏 

（大阪市立大学都市文化研究センター研究員）  
３１名 

実施日 イベント内容 開催場所 参加人数 

12 月 9 日（月） 

・特別ゲスト  井上章一氏（国際日本文化研究センター教授）  

講演:「地名の謎」、ジャズピアノ演奏 

・遺跡発掘こぼれ話  中東洋行氏（吉野町文化観光交流課主査） 

・表紙絵展 ・クイズ大会 ・抽選会 ・２５年会員表彰 

大阪市中央公会堂  

３階中集会室 
７０名 

実施日 イベント内容 講 師 参加人数 

３月２０日（土・祝） レトロでモダンな石畳のまち 神楽坂を歩く 東京シティガイドクラブ ２３名 

３月 ２１日 （日  〝まほろば〟誕生～大和初期王権のすがた～ 
岡田 高志 

（大阪市立大学都市文化研究センター研究員） 
３１名 
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掲載号 ロマンへの扉 -見開き２頁- 協議会告知 –１頁- 
１月号 京丹後市・間人（京都府京丹後市） YouTube 映像「旅の星」・歴史街道倶楽部  
２月号 生野銀山（兵庫県朝来市） 日本文化体感プログラム 
３月号 伊勢河崎（三重県伊勢市） YouTube 映像「旅の星」・歴史街道倶楽部  

 
令和元（２０１９）年度 

掲載号 ロマンへの扉 - 見開き２頁 - 協議会告知 - 1 頁 - 

４月号 湯浅（和歌山県湯浅町） YouTube 映像「旅の星」・歴史街道倶楽部  

５月号 宇陀松山（奈良県宇陀市） 歴史街道倶楽部 

６月号 橿原・今井町（奈良県橿原市） 阪神高速で行こう！歴史めぐりスタンプラリー 

７月号 嵯峨鳥居本（京都府京都市） YouTube 映像「旅の星」 

８月号 彦根・河原町芹町地区（滋賀県彦根市） 歴史街道推進協議会・歴史街道倶楽部 

９月号 南丹市・かやぶきの里（京都府南丹市美山町） 日本文化体感プログラム 歴史街道倶楽部  

10 月号 丹波篠山の城下町（兵庫県丹波篠山市） YouTube 映像「旅の星」 

11 月号 出石の城下町（兵庫県豊岡市出石町） YouTube 映像「旅の星」 

12 月号 近江八幡（滋賀県近江八幡市） 聖徳太子シンポジウム 

１月号 神戸・北野（兵庫県神戸市） 歴史街道倶楽部 

※１月号（連載第３００回）で一旦連載終了。 

 

令和２（２０２０）年度 

月刊『歴史街道』における広告頁記事掲載 

掲載号 協議会告知 - 1 頁 - 

4 月号 「百舌鳥古市古墳群」の歩き方（東京都立中央図書館） 

5 月号 日本文化体感プログラム・歴史街道倶楽部 

6 月号 YouTube 映像「旅の星」 

7 月号 倶楽部・映像でみる歴史街道 

8 月号 倶楽部・映像でみる歴史街道 

9 月号 日本文化体感プログラム・歴史街道倶楽部 

10 月号 歴史街道倶楽部 

11 月号 YouTube 映像「旅の星」 

12 月号 日本文化体感プログラム・歴史街道倶楽部 

1 月号 歴史街道倶楽部入会金無料キャンペーン 

2 月号 歴史街道倶楽部入会金無料キャンペーン 

3 月号 歴史街道倶楽部入会金無料キャンペーン 

 

②朝日放送「歴史街道～ロマンへの扉～」 

平成３０（２０１８）年度 
10 月 ６日（土）  

15：55～16:25 
「歴史街道スペシャル 京の札所めぐり～西国巡礼 1300年～」 
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③ＣＡＴＶ連携 

平成３０（２０１８）年度 

放映期間 制作会社 放映内容 

4／ 1～15 ジュピターテレコム 第 253 回 「西神戸に残る名刹を巡る」 

4／16～30 伊賀上野ケーブルテレビ 第 254 回 「藤堂藩を裏で支えた無足人」 

5／ 1～15 ＺＴＶ 第 255 回 「鳥羽市の離島 菅島を巡る」 

5／16～31 全関西ケーブルテレビジョン 第 256 回 「丹後に蘇る古代稲」 

6／ 1～15 ベイコミュニケーションズ 第 257 回 「戦略上の要地 富松城」 

6／16～30 テレビ岸和田 第 258 回 「和泉葛城山の峠道」 

7／ 1～15 洛西ケーブルビジョン 第 259 回 「日本の未来を決めた一戦 鳥羽・伏見の戦い」 

7／16～31 アドバンスコープ 第 260 回 「竹と名張の暮らし」 

8／ 1～15 BAN-BANネットワークス 第 261 回 「１７００年続く石の文化 竜山石」 

8／16～31 近鉄ケーブルネットワーク 第 262 回 「日本人と祈り 京都・奈良・飛鳥の旅」 

9／ 1～15 姫路ケーブルテレビ 第 263 回 「姫路に眠る古代ロマン」 

9／16～30 ジュピターテレコム 第 264 回 「織姫伝説ゆかりの地」 

10/1～15 伊賀上野ケーブルテレビ 第 265 回 「旅する伊賀の人々」 

10/16～31 ＺＴＶ 第 266 回 「高田本山専修寺」～国宝指定から１年～ 

11/1～15 全関西ケーブルテレビジョン 第 267 回 「歴史ある花寺 如意寺」～京丹後市久美浜町～  

11/16～30 ベイ・コミュニケーションズ 第 268 回 「行基生誕 1350 年」～行基と伊丹～ 

12/1～15 テレビ岸和田 第 269 回 「地域の歴史案内人」～岸和田ボランティアガイド～ 

12/16～31 洛西ケーブルビジョン 第 270 回 「元号で巡る京の旅」 

1/1～15 アドバンスコープ 第 271 回 「新田開発と共に歩む」～真性寺の初午祭～ 

1/16～31 BAN－BANネットワークス 第 272 回 「田畑に命の水を」～大庄屋・今里伝兵衛の挑戦～ 

2/1～15 近鉄ケーブルネットワーク 第 273 回 「愛され続けて１００周年・生駒ケーブル」 

2/16～28 姫路ケーブルテレビ 第 274 回 「馬走り人にぎわう交通結節点・姫路」 

3/1～15 ジュピターテレコム 第 275 回 「関西有数の鉱山跡 多田銀銅山遺跡」 

3/16～31 伊賀上野ケーブルテレビ 第 276 回 「伊賀で行われた三つの博覧会 

 

令和元（２０１９）年度 

放映期間 制作会社 放映内容 

4／ 1～15 ＺＴＶ 第 277 回 「初午の行事」 

4／16～30 近鉄ケーブルネットワーク 第 278 回 「地域の宝・古墳を守る～馬見丘陵公園～」 

5／ 1～15 ベイ・コミュニケーションズ 第 279 回 １４５年ぶりに天守復活！名城「尼崎城」 

5／16～31 テレビ岸和田 第 280 回 「新緑街道を歩く」 

6／ 1～15 洛西ケーブルビジョン 
第 281 回 「受け継がれる“町家”のＤＮＡ 

～古都を彩る町家の過去と未来～」 

6／16～30 アドバンスコープ 第 282 回 「初瀬街道を歩く 安部田・宇陀川」 

7／ 1～15 BAN-BANネットワークス 第 283 回 「万葉集に詠まれた印南野」 
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放映期間 制作会社 放映内容 

7／16～31 全関西ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝ 第 284 回 「加悦鉄道 京都府与謝郡与謝野町」 

8／ 1～15 姫路ケーブルテレビ 第 285 回 「汐が咲いた塩のまち 姫路藩随一の製塩地・大塩」 

8／16～31 ジュピターテレコム 第 286 回 「大楠公ゆかりの古刹を訪ねて 大阪府河内長野市」 

9／ 1～15 伊賀上野ケーブルテレビ 第 287 回 「上野のお城のこども博」 

9／16～30 ＺＴＶ 第 288 回 「明智光秀ゆかりの地」 

10／1～15 ベイ・コミュニケーションズ 第 289 回 「尼崎の市外局番はなぜ大阪と同じ０６？」 

10／16～31 テレビ岸和田 第 290 回 「しってるけど知らない岸和田のお話」 

11／1～15 洛西ケーブルビジョン 
第 291 回 「明智光秀と亀岡 まちに残る“麒麟”の

面影」 

11／16～30 アドバンスコープ 第 292 回 「初瀬街道を歩く 消えた街道と新田宿」 

12／1～15 ＢＡＮ－ＢＡＮネットワークス 第 293 回 「ＪＲ加古川駅周辺 西国街道を歩く」 

12／16～31 近鉄ケーブルネットワーク 第 294 回 「奈良発祥の古武術・宝蔵院流槍術」 

1／1～15 姫路ケーブルテレビ 
第 295 回 「神の名を地名に！～いにしえの播磨最大

都市・英賀(あが)の里～」 

1／16～31 ジュピターテレコム 
第 296 回 「戦国時代最初の天下人・三好長慶の居城

『飯盛城』を訪ねる」 

2／1～15 伊賀上野ケーブルテレビ 第 297 回 「萬寿寺文書を読み解く」 

2／16～29 ＺＴＶ 第 298 回 「紀州犬と共に生きる」 

3／1～15 全関西ケーブルテレビジョン 第 299 回 「王子神社奉納絵馬」 

3／16～31 ベイ・コミュニケーションズ 第 300 回 「『なぎなた』のまち 伊丹」 

 

令和２（２０２０）年度 

放映期間 制作会社 放映内容 

4／ 1～15 テレビ岸和田 第 301 回 「泉州路を駆け抜ける春」 

4／16～30 洛西ケーブルビジョン 
第 302 回 「平安貴族もスポーツに夢中！ 
       ～スポーツ＆武芸の都 京都～」 

5／ 1～15 アドバンスコープ 第 303 回 「初瀬街道を歩く 青山峠越えと垣内宿」 

5／16～31 ＢＡＮ－ＢＡＮネットワークス 再放送  「１７００年続く石の文化 竜山石」 

6／ 1～15 近鉄ケーブルネットワーク 第 304 回 「神仏のパワーが宿る場所・奈良」 

6／16～30 姫路ケーブルテレビ 第 305 回 「魂を宿した播磨の獅子たち」 

7／ 1～15 ジュピターテレコム 再放送   「関西有数の鉱山跡 多田銀銅山遺跡」 

7／16～31 伊賀上野ケーブルテレビ 第 306 回 「学びの形 寺子屋で学ぶ」 

8／ 1～15 ＺＴＶ 第 307 回 「古くから伝わる物語『阿漕平治伝説』」 

8／16～31 全関西ケーブルテレビジョン 第 308 回 「網野神社」 

9／ 1～15 ベイ・コミュニケーションズ 第 309 回 「大阪みなと物語」～大阪・西区、港区～ 

9／16～30 テレビ岸和田 第 310 回 「知ってるけど知らない昔話」 
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放映期間 制作会社 放映内容 

10／1～15 洛西ケーブルビジョン 第 311 回 幕末歴史めぐり～海援隊と新選組～ 

10/16～31 アドバンスコープ 第 312 回 子ども達に受け継がれる「亥の子」行事 

11/1～15 ＢＡＮ－ＢＡＮネットワークス 第 313 回 まちの歴史を伝える「愛称の道」をたどる 

11/16～30 近鉄ケーブルネットワーク 第 314 回 いにしえの町並みに佇む、おもちゃの館 

12/1～15 姫路ケーブルテレビ 第 315 回 よみがえる姫路藩の御用紙 

12/16～31 ジュピターテレコム 
（再放送）第 296 回 戦国時代最初の天下人  

三好長慶の居城「飯盛城」を訪ねる 

1/1～15 伊賀上野ケーブルテレビ 第 316 回 前田呉耕 その生涯と作品 

1/16～31 ＺＴＶ 第 317 回 「久居」誕生 350年～津市久居地域の歴史～ 

2/1～15 全関西ケーブルテレビジョン 第 318 回 神谷太刀宮～京都府京丹後市久美浜町～ 

2/16～28 ベイ・コミュニケーションズ 
第 319 回 「伊丹諸白」と「灘の生一本」 

～下り酒が生んだ銘醸地、伊丹と灘五郷～ 

3/1～15 テレビ岸和田 第 320 回 春を待つ岸和田城 

3/16～31 洛西ケーブルビジョン 第 321 回 疫病退散！コロナ禍で話題の妖怪アマビエ 

 

④阪急沿線紙「ＴＯＫＫ」 

平成３０（２０１８）年度 

掲載号 掲載自治体 タ  イ  ト  ル 

４月１日号 宝塚市 天然宝塚温泉ナチュールスパ宝塚 

５月１日号 京都市 京都一周トレイル 

６月１日号 吹田市 吹田市立博物館＆多摩歴史ﾐｭｰｼﾞｱﾑ 

７月１日号 箕面市 サマーフェスタ箕面公園２０１８ 

８月１日号 西宮市 西宮市立郷土資料館 八十塚古墳群の時代 

９月１日号 事務局 歴史文化遺産フォーラム 

10 月１日号 大山崎町 大山崎町歴史資料館 行基と山崎院 

11 月１日号 高槻市 
市立今城塚古代歴史館・しろあと歴史館合同特別展 

「藤原鎌足と阿武山古墳」 

12 月１日号 吹田市 西国街道リレートーク名所図会でたどる西国街道 

１月１日号 猪名川町 多田銀銅山悠久の館「秀吉と多田銀銅山」 

２月１日号 尼崎市 尼崎城・寺町 

３月１日号 茨木市 掘りたてホヤホヤ―発掘速報展いばらき２０１８ 

 

令和元（２０１９）年度 

掲載号 掲載自治体 タ  イ  ト  ル 

４月１日号 高槻市 オープンたかつき２０１９春 

５月１日号 箕面市 箕面公園の箕面川床 

６月１日号 大阪市 フィランソロピー大会 OSAKA2019 
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掲載号 掲載自治体 タ  イ  ト  ル 

７月１日号 吹田市 「めぐる・かわる・つながる－自然の循環のふしぎ－」 

８月１日号 西宮市 西宮市立郷土資料館 すなどりの具 〜西宮の漁具〜 

９月１日号 京都市 京都一周トレイル 

10月１日号 大山崎町 大山崎町歴史資料館「国衆からみた光秀、藤孝」 

11 月１日号 姫路市 姫路城ナイトファンタジア おとぎ幻影伝 

12 月１日号 神戸市 神戸市立博物館名品展－まじわる文化、つなぐ歴史、むすぶ美－ 

１月１日号 宝塚市 天然宝塚温泉 ナチュールスパ宝塚 

2 月１日号 猪名川町 多田銀銅山悠久の館企画展 

3 月１日号 茨木市 茨木市立キリシタン遺物史料館企画展：ザビエル・ストーリー 

 

令和２（２０２０）年度 

掲載号 掲載自治体 タ  イ  ト  ル 
4 月 1 日号 高槻市 オープンたかつき 2020春 
5 月 1 日号 箕面市 箕面公園の箕面川床 
6 月 1 日号 西宮市 西宮市立郷土資料館～来て学ぶ、自宅で楽しむ、博物館。～ 
7 月 1 日号 吹田市 吹田市立博物館～街の歴史と文化を知ろう！土器からニュータウ

ンまで  

7 月 15 日号 吹田市 
吹田市立博物館～千里丘陵の窯業やニュータウンの誕生など現代

までの吹田市の歴史を学ぼう～ 
8 月 1 日号 大山崎町 大山崎町で山崎合戦の地を訪ねる！学ぶ！ 

9 月 1 日号 京都市 京都一周トレイル 

10 月 1 日号 姫路市 HIMEJI CASTLE NINJA NIGHT 2020  

11 月 1 日号 神戸市 六甲ミーツ・アート芸術散歩 2020 

12 月 1 日号 猪名川町 企画展「多田銀銅山遺跡」 

1 月 1 日号 宝塚市 ＴＲＡＤ （Takarazuka Relational Art Days） 

2 月 1 日号 大阪市 大阪の食を体験する観光プログラム「あじわい大阪」 

3 月 1 日号 茨木市 茨木市立キリシタン遺物史料館 

 
⑤近鉄ニュース 
平成３０（２０１８）年度 

掲載号 人間往来 あみま倶楽部掲示板 

４月号 歴史街道倶楽部 歴史・文化セミナー「熊野速玉大社の古神宝」 

５月号 歴史街道倶楽部 
あべのハルカス美術館展覧会  

特別講座「錦絵誕生 鈴木春信の世界」 

６月号 歴史街道倶楽部 地域連携リレー講座 「三輪素麺を食し、歴史を学ぶ」 

７月号 YouTube「旅の星」 五感で体感！日本文化シリーズ「第六感謎の『石山』探訪」  

８月号 歴史街道倶楽部 歴史のまちウォーク「大淀のかくれた古仏をたずねる」 

９月号 歴史街道倶楽部 紀伊山地三霊場フォーラム「未来につなぐ熊野の魅力」 
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掲載号 人間往来 あみま倶楽部掲示板 

10 月号 

地域連携リレー講座 

和食の歴史でめぐる 

飛鳥～奈良～京都 

五感で体感！日本文化シリーズ 

「高野山金剛三昧院で学ぶ阿字観修法」 

11 月号 歴史街道倶楽部 歩いてたどる歴史街道の旅 京街道シリーズ第４弾樟葉から淀宿へ  

12 月号 歴史街道倶楽部 伊勢神宮奉納餅つきと年越し餅贈呈行事 

１月号 歴史街道倶楽部 飛鳥史学文学講座 やまと・あすか・まほろば塾 

２月号 YouTube「旅の星」 
五感で体感！日本文化シリーズ 

「薬草の里 宇陀で薬草を学び薬草を食す」 

３月号 YouTube「旅の星」 
歴史・文化セミナー 

「明治から昭和にかけての関西名作ホテルの探究」 

 

令和元（２０１９）年度 

掲載号 人間往来 あみま倶楽部掲示板 

４月号 YouTube「旅の星」 
歴史のまちウォーク「～京街道シリーズ～特別編 淀川船

旅と枚方宿」 

５月号 YouTube「旅の星」 
五感で体感！日本文化シリーズ 
「再建された興福寺中金堂と周辺の古建築で学ぶ日本の
伝統建築技術」 

６月号 YouTube「旅の星」 
歴史・文化セミナー 

「奈良奉行と寺社・古墳 名奉行川路聖謨の文化財観」 

７月号 YouTube「旅の星」 
「奈良・西ノ京ロータスロード～蓮とご朱印めぐりを楽
しむ旅～」 

８月号 YouTube「旅の星」 第 45 回 大和さくらい万葉まつり 

９月号 YouTube「旅の星」 
天理大学附属天理参考館講演会 

「縄文社会の秩序と体系」「貝貨と石貨」 

10 月号 YouTube「旅の星」 コスモスフェスタ（斑鳩町） 

11 月号 YouTube「旅の星」 

五感で体感！日本文化シリーズ 

「萬葉悲話『愛と死をみつめて』」摂津国 莵原郡を舞台

として 

12 月号 YouTube「旅の星」 
近畿文化会共同企画 

「国立文楽劇場・新春文楽鑑賞会」 

１月号 YouTube「旅の星」 あすかルビーのいちご狩り（明日香村） 

２月号 歴史街道倶楽部 第 16 回おひなさまめぐり in 二見 

３月号 歴史街道倶楽部 歴史・文化セミナー 「神武東征伝説の地を探る」 

 
令和２（２０２０）年度 

掲載号 人間往来 あみま倶楽部掲示板 
４月号 YouTube「旅の星」 剣聖の里 柳生へ～柳生地域で「コスプレ撮影受入れ」を実施～  

５月号 コロナ禍の影響により発行中止 

６月号      同上 
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掲載号 人間往来 あみま倶楽部掲示板 
７月号      同上 

８月号 YouTube「旅の星」 
近畿文化会企画・近鉄文化サロン共催 

歴史・文化セミナー「記憶にとどめたい大阪の戦争遺跡」 
９月号 歴史街道倶楽部 国営飛鳥歴史公園 鋳造体験 「海獣葡萄鏡づくり」 

10 月号    同上 ～伊勢と鳥羽を結ぶ天空のドライブウェイ～ 
伊勢志摩スカイライン 

11 月号 歴史街道倶楽部 
入会金無料キャンペーン 

歴史街道倶楽部・歴史ものがたりセミナー 

尼崎の近代建築 
12 月号    同上 近畿文化会企画・近鉄文化サロン共催 

歴史・文化セミナー「お墓の行く末―墓塔から墓標へ―」 

１月号    同上 
天理大学附属天理参考館 トーク・サンコーカン（講演会）  

「鉄道観光案内に見る昭和初期の奈良・大阪・京都」 
２月号 歴史街道倶楽部 万葉ゆかりの地「磐余の宮跡を訪ねる」 

 ※３月号より休刊 
 

⑥会員団体等ＨＰへの協議会ロゴの掲出 
通番 組織 団体名 リンク先 

1 
省

庁 

環境省  近畿地方環境事務所 http://kinki.env.go.jp/ 
2 国土交通省近畿地方整備局（近畿の風景街道） https://www.kkr.mlit.go.jp/road/kaidou/link/ 
3 近畿地方整備局 奈良国道事務所 https://www.kkr.mlit.go.jp/nara/link/link.html 
4 

 

 

 

自

治

体 

 

 

 

 

 

 

 

 

三重県 http://www.bunka.pref.mie.lg.jp/kaidou/link/index.htm 
5 伊勢市 http://www.city.ise.mie.jp/1709.htm 
6 伊賀市 https://www.city.iga.lg.jp/0000000687.html 
7 大津市 http://www.city.otsu.lg.jp/kanko/spot/1390660353454.html 
8 城陽市 http://www.city.joyo.kyoto.jp/0000000667.html 
9 木津川市 http://www.city.kizugawa.lg.jp/index.cfm/1,970,html 

10 箕面市（箕面公園） http://www.mino-park.jp/ 
11 三木市 http://www.mikishi-kankou.com/ 
12 猪名川町 http://www.town.inagawa.lg.jp/kanko/rekishi/rekishikaidou/1416381411983.html 

13 奈良県 http://www.pref.nara.jp/1235.htm 

14 桜井市 http://www.city.sakurai.lg.jp/kanko/1396141127534.html 
15 明日香村 https://asukamura.jp/links/link.html 
16 滋賀県 http://www.pref.shiga.lg.jp/kurashi/bunka/ 
17 津市 http://www.info.city.tsu.mie.jp/www/contents/1001000005575/ 
18 高槻市 http://www.city.takatsuki.osaka.jp/kakuka/sougou/eigyouko/Websitekanri/link.html  

19 兵庫県 https://web.pref.hyogo.lg.jp/link/other.html 
20 橿原市 http://www.city.kashihara.nara.jp/koho/link/kakusyu.html 
21 斑鳩町 http://www.town.ikaruga.nara.jp/site_policy/0000000008.html 
22 吉野町 http://www.town.yoshino.nara.jp/link/kanko/ 
23 和歌山県 https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/020100/jimubunsyo/jimubunsyo.html 

https://www.kkr.mlit.go.jp/road/kaidou/link/
https://www.kkr.mlit.go.jp/nara/link/link.html
http://www.bunka.pref.mie.lg.jp/kaidou/link/index.htm
http://www.city.ise.mie.jp/1709.htm
https://www.city.iga.lg.jp/0000000687.html
http://www.city.otsu.lg.jp/kanko/spot/1390660353454.html
http://www.city.joyo.kyoto.jp/0000000667.html
http://www.city.kizugawa.lg.jp/index.cfm/1,970,html
http://www.mino-park.jp/
http://www.mikishi-kankou.com/
http://www.town.inagawa.lg.jp/kanko/rekishi/rekishikaidou/1416381411983.html
http://www.pref.nara.jp/1235.htm
http://www.city.sakurai.lg.jp/kanko/1396141127534.html
https://asukamura.jp/links/link.html
http://www.pref.shiga.lg.jp/kurashi/bunka/
http://www.info.city.tsu.mie.jp/www/contents/1001000005575/
http://www.city.takatsuki.osaka.jp/kakuka/sougou/eigyouko/Websitekanri/link.html
https://web.pref.hyogo.lg.jp/link/other.html
http://www.city.kashihara.nara.jp/koho/link/kakusyu.html
http://www.town.ikaruga.nara.jp/site_policy/0000000008.html
http://www.town.yoshino.nara.jp/link/kanko/
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/020100/jimubunsyo/jimubunsyo.html
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通番 組織 団体名 リンク先 

24  

 

 

 

 

 

 

自

治

体 

那智勝浦町 http://www.town.nachikatsuura.wakayama.jp/forms/info/info.aspx?info_id=9539 

25 宇陀市 http://www.city.uda.nara.jp/kouhoujouhou/shisei/link/kanko-etc.html#no1 

26 藤井寺市 http://www.city.fujiidera.lg.jp/link.html 
27 福井県 http://www.pref.fukui.jp/doc/kankou/index.html 
28 尼崎市 http://www.city.amagasaki.hyogo.jp/shisei/sogo_annai/link/si_kanren.html 

29 御杖村 http://www.vill.mitsue.nara.jp/kurashi/link/index.html 
30 泉佐野市 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/kyoiku/bunkazaihogo/index.html 

31 奈良市 http://www.city.nara.lg.jp/www/contents/1535268444174/index.html  

32 京都府 http://www.pref.kyoto.jp/chutan/shoukan/link2.html 
33 天川村 http://www.vill.tenkawa.nara.jp/tourism/news/3694/ 
34 西宮市 https://www.nishi.or.jp/aboutweb/link-kikan.html 
35 十津川村 https://www.vill.totsukawa.lg.jp/link/ 
36 高野町 https://www.town.koya.wakayama.jp/tools/link.html 
37 大和郡山市 https://www.city.yamatokoriyama.nara.jp/link.html 
38 岸和田市 https://www.city.kishiwada.osaka.jp/soshiki/36/ 
39 堺市 https://www.city.sakai.lg.jp/kanko/kanko/index.html 
40 葛城市 http://www.city.katsuragi.nara.jp/index.cfm/11,0,110,html 
41 羽曳野市 https://www.city.habikino.lg.jp/soshiki/shichou/hisho/other/86.html 
42 曽爾村 https://www.vill.soni.nara.jp/forms/top/top.aspx 
43 

 

観

光

協

会

等 

 

 

 

近江八幡市（近江八幡観光物産協会） https://www.omi8.com/link/ 
44 信楽町観光協会 http://www.e-shigaraki.org/link/ 
45 箕面市（箕面市観光協会） http://minohkankou.net/link/ 
46 和歌山市（和歌山市観光協会） http://www.wakayamakanko.com/ 
47 大淀町（道の駅吉野路大淀 i センター） https://yoshinoji-oyodo.com/ 
48 彦根市（彦根観光協会） http://www.hikoneshi.com/jp/etc/link 
49 茨木市（茨木市観光協会） http://www.ibaraki-kankou.or.jp/link/index.html 
50 名張市（ 名張市観光協会） http://www.kankou-nabari.jp/ 
51 城陽市観光協会 城陽市観光協会.jp/link.htm 

52 宇治市観光協会 http://www.kyoto-uji-kankou.or.jp/others/link.htm 

53 木津川市観光協会 http://www.0774.or.jp/link.html 
54 藤井寺市観光協会  http://www.fujiidera-kanko.info/link/ 
55 奈良県ビジターズビューロー  http://meguru.nara-kankou.or.jp/link/   巡る奈良 

56 天理市（天理市観光協会） http://kanko-tenri.jp/ 
57 西宮観光協会 https://machitabi.jp/ 
58 和田山町観光協会(朝来市） http://wadayama.jp/ 
59 京都市観光協会 https://ja.kyoto.travel/feature/links.php 
60 姫路観光コンベンションビューロー 「ひめのみち」下段の「関連サイトリンク」に掲載 https://www.himeji-kanko.jp/ 

61 堺観光コンベンション協会 https://www.sakai-tcb.or.jp/link/ 

http://www.town.nachikatsuura.wakayama.jp/forms/info/info.aspx?info_id=9539
http://www.city.uda.nara.jp/kouhoujouhou/shisei/link/kanko-etc.html#no1
http://www.city.fujiidera.lg.jp/link.html
http://www.pref.fukui.jp/doc/kankou/index.html
http://www.city.amagasaki.hyogo.jp/shisei/sogo_annai/link/si_kanren.html
http://www.vill.mitsue.nara.jp/kurashi/link/index.html
http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/kyoiku/bunkazaihogo/index.html
http://www.pref.kyoto.jp/chutan/shoukan/link2.html
http://www.vill.tenkawa.nara.jp/tourism/news/3694/
https://www.nishi.or.jp/aboutweb/link-kikan.html
https://www.vill.totsukawa.lg.jp/link/
https://www.town.koya.wakayama.jp/tools/link.html
https://www.city.yamatokoriyama.nara.jp/link.html
https://www.city.kishiwada.osaka.jp/soshiki/36/
https://www.city.sakai.lg.jp/kanko/kanko/index.html
http://www.city.katsuragi.nara.jp/index.cfm/11,0,110,html
https://www.city.habikino.lg.jp/soshiki/shichou/hisho/other/86.html
https://www.vill.soni.nara.jp/forms/top/top.aspx
https://www.omi8.com/link/
http://www.e-shigaraki.org/link/
http://minohkankou.net/link/
http://www.wakayamakanko.com/
https://yoshinoji-oyodo.com/
http://www.hikoneshi.com/jp/etc/link
http://www.ibaraki-kankou.or.jp/link/index.html
http://www.kankou-nabari.jp/
http://www.kyoto-uji-kankou.or.jp/others/link.htm
http://www.0774.or.jp/link.html
http://www.fujiidera-kanko.info/link/
http://meguru.nara-kankou.or.jp/link/%E3%80%80%E3%80%80%E3%80%80%E5%B7%A1%E3%82%8B%E5%A5%88%E8%89%AF
http://meguru.nara-kankou.or.jp/link/%E3%80%80%E3%80%80%E3%80%80%E5%B7%A1%E3%82%8B%E5%A5%88%E8%89%AF
http://kanko-tenri.jp/
https://machitabi.jp/
http://wadayama.jp/
https://www.sakai-tcb.or.jp/link/
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通番 組織 団体名 リンク先 

62 
 

 

 

観

光

協

会

等 

 

公益社団法人 三重県観光連盟 https://www.kankomie.or.jp/link/category_700.html#702 
63 八幡市観光協会 http://www.kankou-yawata.org/ 
64 伏見観光協会 http://kyoto-fushimi.or.jp/link/ 
65 大阪市（大阪観光局） https://osaka-info.jp/page/links-top 
66 御杖村観光協会 http://mitsue-kanko.jp/link/ 
67 斑鳩町観光協会 法隆寺 i センター http://www4.kcn.ne.jp/~ikaru-i/cgi-bin/about/member/index.cgi 
68 伊勢市観光協会 https://ise-kanko.jp/main/manage/link/ 
69 伊賀上野観光協会 https://www.igaueno.net/?page_id=2239 
70 高槻市観光協会 https://www.takatsuki-kankou.org/ 
71 高野町観光協会 http://www.koya.org/about-koyasan.html 
72 公益社団法人びわこビジターズビューロー https://www.biwako-visitors.jp/ 
73 羽曳野市観光協会 https://www.habikino-kk.net/link 
74 十津川村観光協会 http://totsukawa.info/ 
75 桜井市観光協会 https://sakurai-kankou.jimdo.com/リンク/ 
76 那智勝浦観光協会 https://www.nachikan.jp/info/links/ 
77 向日市観光協会 https://www.muko-kankou.jp/recommend/detail.html?id=639 
78 橿原市観光協会 http://www.kashihara-kanko.or.jp/link.html 
79 東大和西三重観光連盟 http://www.e-net.or.jp/user/yama1d3e/home/link/index.html 
80 かつらぎ町観光協会 http://www.katsuragi-kanko.jp/ 
81 わかやま観光情報 http://www.wakayama-kanko.or.jp/index.html 
82 

 

 

各

種

団

体 

 

 

 

熊野古道伊勢路 https://www.kodo.pref.mie.lg.jp/link/ 
83 京都商工会議所 https://www.b-mall.ne.jp/kyoto/companysearch.aspx?kana=8&b=81  

84 公益社団法人 関西経済連合会 http://www.kankeiren.or.jp/link/ 
85 一般財団法人 関西情報センター http://www.kiis.or.jp/content/kiis/support.html 
86 公益財団法人 古都飛鳥保存財団 http://www.asukabito.or.jp/link.html 
87 春日大社 http://www.kasugataisha.or.jp/index.html 
88 大阪商工会議所 http://www.osaka.cci.or.jp/oshirase/ 
89 大阪府立近つ飛鳥博物館 http://www.chikatsu-asuka.jp/?s=link 
90 神戸商工会議所 http://www.kobe-cci.or.jp/info/links/ 
91 奈良商工会議所 https://www.nara-cci.or.jp/link/link2.html 
92 奈良まほろば館 https://www.mahoroba-kan.jp/link.html 
93 公益財団法人 関西・大阪２１世紀協会 http://www.osaka21.or.jp/ 
94 大阪城天守閣 https://www.osakacastle.net/link 
95 百舌鳥・古市古墳群世界文化遺産登録推進本部会議 http://www.mozu-furuichi.jp/ 
96 国営飛鳥歴史公園 https://www.asuka-park.go.jp/ 
97 国営平城宮跡歴史公園 https://www.heijo-park.go.jp/ 
98 みえの歴史街道 http://www.bunka.pref.mie.lg.jp/kaidou/link/index.htm 

99 大阪ミュージアム http://www.osaka-museum.com/link.html 

https://www.kankomie.or.jp/link/category_700.html#702
http://www.kankou-yawata.org/
http://kyoto-fushimi.or.jp/link/
https://osaka-info.jp/page/links-top
http://mitsue-kanko.jp/link/
http://www4.kcn.ne.jp/%7Eikaru-i/cgi-bin/about/member/index.cgi
https://ise-kanko.jp/main/manage/link/
https://www.igaueno.net/?page_id=2239
https://www.takatsuki-kankou.org/
http://www.koya.org/about-koyasan.html
https://www.habikino-kk.net/link
http://totsukawa.info/
https://sakurai-kankou.jimdo.com/%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%AF/
https://www.nachikan.jp/info/links/
https://www.muko-kankou.jp/recommend/detail.html?id=639
http://www.kashihara-kanko.or.jp/link.html
http://www.e-net.or.jp/user/yama1d3e/home/link/index.html
http://www.katsuragi-kanko.jp/
http://www.wakayama-kanko.or.jp/index.html
https://www.kodo.pref.mie.lg.jp/link/
https://www.b-mall.ne.jp/kyoto/companysearch.aspx?kana=8&b=81
http://www.kankeiren.or.jp/link/
http://www.kiis.or.jp/content/kiis/support.html
http://www.asukabito.or.jp/link.html
http://www.kasugataisha.or.jp/index.html
http://www.osaka.cci.or.jp/oshirase/
http://www.chikatsu-asuka.jp/?s=link
http://www.kobe-cci.or.jp/info/links/
https://www.nara-cci.or.jp/link/link2.html
https://www.mahoroba-kan.jp/link.html
http://www.osaka21.or.jp/
https://www.osakacastle.net/link
http://www.mozu-furuichi.jp/
https://www.asuka-park.go.jp/
https://www.heijo-park.go.jp/
http://www.bunka.pref.mie.lg.jp/kaidou/link/index.htm
http://www.osaka-museum.com/link.html
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通番 組織 団体名 リンク先 

100 
 

 

 

各

種

団

体 

金峯山寺 http://www.kinpusen.or.jp/link.html 
101 紀伊山地三霊場会議 http://www.kiisanchi.net/link.html 
102 泉佐野市立歴史館いずみさの https://www.occh.or.jp/?s=event/izumisano 
103 吹田市立博物館 http://www2.suita.ed.jp/hak/lin/link.html 
104 山背古道推進協議会 http://www.yamashiro-kodo.gr.jp/contents/index.html 
105 安土城考古博物館 http://azuchi-museum.or.jp/link 
106 和歌山県世界遺産センター http://www.sekaiisan-wakayama.jp/center/link.html 
107 淡路島観光ガイド・あわじナビ https://www.awajishima-kanko.jp/link.html 
108 三重県立熊野古道センター http://www.kumanokodocenter.com/link.html 
109 道の駅 いながわ https://www.eonet.ne.jp/~eki-inagawa/link.html 
110 日本遺産 日根荘 https://hinenosho.jp/ 
111 （一社）大阪あそ歩委員会 https://www.osaka-asobo.jp/ 
112 奈良県観光ボランティアガイド連絡会 http://www.nara-guide.jp/ 
113 京都文化博物館 http://www.bunpaku.or.jp/link/ 
114 奈良県立万葉文化館 http://www.manyo.jp/link/ 
115 橋本・伊都広域観光協議会 http://ito-tanoshi.com/link.html 
116 京都市平安京創生館（京都アスニー） http://web.kyoto-inet.or.jp/org/asny1/souseikan/ 
117 ワールドフェスティバル天理 2020 https://www.worldfestivaltenri.com/ 
118 NPO 法人日本ライフロングスポーツ協会 https://www.jls-association.com/ 
119 大阪食い倒れロゲイニング https://osakakuidaore-rogaining.jimdofree.com/ 
120 

民

間

企

業 

関西国際空港  https://www.kansai-airport.or.jp/link/sight.html#03 
121 近鉄ケーブルネットワーク 株式会社 http://www.kcn.jp/user/ 
122 近鉄電気エンジニアリング 株式会社 http://www.kee-net.co.jp/ 
123 近畿日本鉄道 株式会社 http://www.kintetsu.co.jp/kanko/ 
124 株式会社 ＫＣＮ京都 http://www.kcn-kyoto.jp/main/tv/index.html 
125 南海電気鉄道 株式会社 http://www.nankai.co.jp/link.html 
126 阪急電鉄 株式会社 http://www.hankyu.co.jp/area_info/ 
127 阪神電気鉄道 株式会社 http://rail.hanshin.co.jp/ 
128 株式会社 南都銀行 http://www.nantokanko.jp/ ええ古都なら 

129 奈良交通株式会社 https://www.narakotsu.co.jp/link/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kinpusen.or.jp/link.html
http://www.kiisanchi.net/link.html
https://www.occh.or.jp/?s=event/izumisano
http://www2.suita.ed.jp/hak/lin/link.html
http://www.yamashiro-kodo.gr.jp/contents/index.html
http://azuchi-museum.or.jp/link
http://www.sekaiisan-wakayama.jp/center/link.html
https://www.awajishima-kanko.jp/link.html
http://www.kumanokodocenter.com/link.html
https://www.eonet.ne.jp/%7Eeki-inagawa/link.html
https://hinenosho.jp/
https://www.osaka-asobo.jp/
http://www.nara-guide.jp/
http://www.manyo.jp/link/
http://ito-tanoshi.com/link.html
https://www.worldfestivaltenri.com/
https://www.jls-association.com/
https://osakakuidaore-rogaining.jimdofree.com/
https://www.kansai-airport.or.jp/link/sight.html#03
http://www.kcn.jp/user/
http://www.kee-net.co.jp/
http://www.kintetsu.co.jp/kanko/
http://www.kcn-kyoto.jp/main/tv/index.html
http://www.nankai.co.jp/link.html
http://www.hankyu.co.jp/area_info/
http://rail.hanshin.co.jp/
http://www.nantokanko.jp/%E3%80%80%E3%81%88%E3%81%88%E5%8F%A4%E9%83%BD%E3%81%AA%E3%82%89
http://www.nantokanko.jp/%E3%80%80%E3%81%88%E3%81%88%E5%8F%A4%E9%83%BD%E3%81%AA%E3%82%89
https://www.narakotsu.co.jp/link/
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⑦歴史街道シンボルステッカーならびに Welcome ボードのメンテナンス 

 

 

⑧Youtube動画 旅の星（パナソニック映像） 

Vol 撮影地 タイトル 制作年度 

Vol.49 京都市 「京都・伏見 名水めぐり」 平成 30（2018）年度 

Vol.50 和歌山県那智勝浦町ほか 「世界遺産 紀伊山地の霊場と参詣道 熊野本宮大社と熊野古道・雲取越」  同上 

Vol.51 兵庫県宝塚市 「宝塚まち旅」 令和元（2019）年度 

Vol.52 三重県伊賀市 「忍びの里 伊賀の秋旅」 同上 

Vol.53 京都府 「京都 乙訓周遊」 令和２（2020）年度 

Vol.54 京都府八幡市 「背割堤桜と春の八幡」 同上 

Vol.55 和歌山県高野町 「世界遺産 紀伊山地の霊場と参詣道 聖地高野山」 同上 

Vol.56 京都府八幡市 「八幡 紅葉めぐり」 同上 

Vol.57 奈良県天理市 「日本創成の源流 天理」 同上 

 

２．他団体との連携強化 
令和２（２０２０）年度 
（１）（一社）大阪あそ歩委員会 

①「歴史街道を歩く２０２０夏」 
  日 程 イベント内容 参加人数 
第 1 回 6 月 21 日（日） 難波大道（河堀口～長居） 11 名 

第 2 回 6 月 28 日（日） 剣街道・中高野街道（鶴見～放出） 17 名 

第 3 回 7 月 4 日（土） 竹内街道・長尾街道（堺港～難波大道） 8 名 

第 4 回 7 月 12 日（日） 能勢街道（池田） 11 名 

第 5 回 7 月 19 日（日） 京街道（京橋～千林） 13 名 

 
 

市町村名 調査箇所 内貼付箇所
メン テナン ス

作業貼付箇所
メンテナンス作業状況

京都市 122 68 68 作業完了

近江八幡市 16 4 4 　　〃

岸和田市 3 2 3 　　〃

橿原市 95 9 105 　　〃

吉野町 78 16 35 　　〃

宇陀市 46 10 19 　　〃

宇治市 ― ― 6 　　〃

名張市 21 7 18 　　〃

天川村 10 7 3 　　〃

伊賀市 6 6 9 　　〃

大山崎町 25 10 14 　　〃

大阪市（大阪城） 54 54 ― 対応協議中

八幡市 8 0 ― 対応せず

高野町 5 0 ― 　　〃

伊勢市 2 2 ― 対応せず（伊勢市独自のプレート仕様）

桜井市 21 20 ― 対応せず（桜井市独自のプレート仕様）

歴史街道ルートマップ ― 8 ― 対応せず（独自のプレート仕様）

神戸市北野町 24 9 ― 案内板更新につき不可

　〃　　有馬温泉 10 6 ― 　　〃

天理市 13 1 ― 　　〃

明日香村 44 13 ― 　　〃

合計 603 252 284
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②「歴史街道を歩く２０２０秋」 

 

（２）OsakaMetro（大阪市高速電気軌道株式会社） 

「OsakaMetroまちさんぽ」（毎月 20，000枚作成､全駅に配架）に当協議会ロゴを掲

出。 

配布期間 コース拠点 

11 月 27 日（金）～12 月 24 日（木） 瑞光四丁目駅（今里筋線） 

12 月 25 日（金）～ 1 月 21 日（木） 南森町駅（谷町線・堺筋線） 

1 月 22 日（金）～ 2 月 18 日（木） 横堤駅（長堀鶴見緑地線） 
2 月 19 日（金）～ 3 月 18 日（木） 高井田駅（中央線） 
3 月 19 日（金）～ 4 月 15 日（木） 西長堀駅（千日前線・長堀鶴見緑地線） 

 

（３）ＮＰＯ法人日本ライフロングスポーツ協会への協賛 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     日 程 イベント内容 参加人数 
第 1 回 9 月 26 日（土） 西国街道（高槻） 10 名 

第 2 回 10 月 4 日（日） 中国街道・能勢街道（北浜～中津）  7 名 

第 3 回 10 月 10 日（土） 熊野街道Ａ（大阪市中央区）  5 名 

第 4 回 10 月 22 日（木） 勝間街道（今宮～天下茶屋） 16 名 

第 5 回 11 月 3 日（火・祝） 熊野街道Ｂ（住吉大社～阿倍野） 17 名 

第 6 回 12 月 9 日（水） 暗越奈良街道（玉造～今里） 12 名 

日 程 イベント内容 
１１月１４日（土） 歴史ロゲイニング「安土城と近江八幡」  

 １月１７日（日） 大阪七福神＆天王寺七坂初詣マラニック＆ウォーキング 



87 
 

【協議会会議関係】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成３０（２０１８）年度 会議等 日時 場所

理事会・総会 平成３０年度理事会・総会 6月1日 大阪大学中之島センター

幹事会 第１回幹事会 5月15日 〃

第１回全体会議 4月24日 〃

第２回全体会議・勉強会

勉強会テーマ

１.文化庁の京都移転と新たな取組み
　講師：文化庁 地域文化創生本部事務
　　　　局総括・政策研究グループ
　　　　調査役　山口 憲二郎氏
２.歴史街道推進協議会と世界文化遺産
　 連携会議との連携について
　講師：歴史街道推進協議会　ネット
　　　　ワーク企画部長　井戸 智樹

第３回全体会議・勉強会

勉強会テーマ

１．歴史まちづくりの推進について
　講師：国土交通省 近畿地方整備局
        建政部　計画管理課長
        石川雄基氏
２．百舌鳥・古市古墳群の世界文化遺産
    登録に向けた取組み
　講師：百舌鳥・古市古墳群世界文化遺
　　　　産登録推進本部会議
　　　　事務局職員（大阪府教育庁文化
　　　　財保護課主任専門員）
　　　　福田　英人氏

現地見学会
テーマ：「尼崎市における拠点整備と観
光への取り組みについて」

1月17日 尼崎市

9月26日

2月20日

〃

〃

全体会議



88 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

令和元（２０１９）年度 会議等 日時 場所
理事会・総会 令和元年度理事会・総会 6月3日 大阪大学中之島センター
幹事会 第１回幹事会 5月15日 〃

第１回全体会議・勉強会
勉強会テーマ

・「大学が果たす地域連携・貢献の形」
　講師：学校法人立命館 総務部
　　　　衣笠地域連携課　久保裕之氏

第２回全体会議・勉強会
勉強会テーマ

１．「歴史街道の新しい楽しみ方・フォ
　　トロゲイニングについて」
　講師：日本フォトロゲイニング協会
　　　　公認大会監修者　奥村理也氏
２．「フォトロゲイニングを開催して
　　〈事例報告〉」
　講師：京阪ホールディングス株式会社
　　　　経営統括室 課長補佐 若林浩吉
        氏、堀田英明氏

第３回全体会議・勉強会
勉強会テーマ

・「関西の産業遺産を活かした地域づく
　り」について
　講師：ＮＰＯ法人J-heritage
　　　　前畑 洋平氏　前畑　温子氏

現地見学会
テーマ「岸和田市におけるインバウンド
への取組みについて」

2月18日 岸和田市

全体会議
9月27日 〃

2月26日 〃

〃4月24日

令和２（２０２０）年度 会議等 日時 場所
理事会・総会 令和２年度理事会・総会 書面開催
幹事会 第１回幹事会 〃

第１回全体会議 〃
第２回全体会議 10月6日 大阪大学中之島センター
第３回全体会議 3月24日 〃
第１回　第１０期中期計画検討専門部会 11月26日 〃
第２回　第１０期中期計画検討専門部会 1月20日 〃
第３回　第１０期中期計画検討専門部会 2月24日 〃

現地見学会 コロナ渦の影響により中止

専門部会

全体会議
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【歴史街道ｉセンター】 

令和３（２０２１）年６月現在 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ｉセンター名 ｉセンター名

1 伊勢 おかげ横丁おみやげや（総合案内） 20 姫路 姫路観光なびポート

2 伊勢 宇治山田駅観光案内所 21 八幡 松花堂美術館ｉセンター

3 桜井 桜井観光案内所 22 猪名川 道の駅「いながわ」

4 天理 天理市トレイルセンター 23 甲賀 甲賀市信楽伝統産業会館

5 明日香 国営飛鳥歴史公園館 24 福知山 福知山観光案内所

6 斑鳩 法隆寺ｉセンター 25 福知山 福知山市大江町地域観光案内ステーション（大江駅）

7 奈良 奈良市観光センター「ＮＡＲＡＮＩＣＬＥ」 26 京都 古典の日記念京都市平安京創生館

8 宇治 宇治市観光センター 27 高槻 高槻市立今城塚古代歴史館

9 京都 京都文化博物館 28 橿原 橿原市観光交流センター「かしはらナビプラザ」

10 大山崎 大山崎ふるさとセンター 29 橿原 歴史に憩う橿原市博物館

11 島本 島本町立歴史文化資料館 30 奈良 クラブツーリズム奈良旅行センター

12 大阪 総合インフォメーションセンター なんば南海インフォメーションセンター 31 茨木 茨木市立文化財資料館

13 藤井寺 藤井寺　まちかど情報館　「ゆめぷらざ」 32 和歌山 和歌山市観光案内所（和歌山城）

14 宝塚 宝塚ソリオホール（宝塚市文化財団） 33 岸和田 岸和田市二ノ丸広場観光交流センター

15 神戸 神戸市北野観光案内所 34 葛城 葛城市相撲館「けはや座」

16 那智勝浦 道の駅「なち」（那智駅交流センター） 35 近江八幡 白雲館

17 宇陀 道の駅「宇陀路　室生」 36 大津 柳が崎湖畔公園口びわ湖大津館

18 宇陀 道の駅「宇陀路大宇陀」 37 泉佐野 レイクアルスタープラザ・カワサキ歴史館いずみさの

19 大淀 道の駅「吉野路大淀ｉセンター」 38 天理 天理駅前広場インフォ＆ラウンジコフンｉセンター

天理駅前広場内インフォ＆ 

ラウンジコフンｉセンター 

道の駅「なち」 

（那智駅交流センター） 

宇治山田駅観光案内所 
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歴史街道推進協議会会員団体 

令和３（２０２１）年６月 

関西経済連合会 

 

宝塚市 赤福 住友電気工業 

大阪商工会議所 猪名川町 淺沼組 ＺＴＶ 

神戸商工会議所 奈良市 朝日放送 ＡＮＡあきんど 

京都商工会議所 天理市 アド近鉄 全日本コンサルタント 

奈良商工会議所 橿原市 アドバンスコープ ダイキン工業 

伊勢商工会議所 桜井市 伊賀上野ケーブルテレビ 大広 

関西・大阪 21 世紀協会 宇陀市 岩谷産業 

 

大成建設 

日本放送協会 葛城市 大阪印刷工業 大丸松坂屋百貨店 

関西情報センター 斑鳩町 大阪ガス 竹中工務店 

古都飛鳥保存財団 大淀町 大阪国際会議場 テレビ岸和田 

春日大社 明日香村 大林組 電通 

日中経済貿易センター 曽爾村 奥村組 東海旅客鉄道 

金峯山寺 御杖村 鹿島建設 奈良交通 

 十津川村 がんこフードサービス 奈良トヨタ 

福井県 和歌山市 関西電力 奈良ホテル 

三重県 高野町 京三製作所 南海電気鉄道 

滋賀県 那智勝浦町 協和テクノロジィズ 南都銀行 

京都府  近畿車輛 南都ディーシーカード 

大阪府 徳島県 近畿日本鉄道 南都商事 

兵庫県  ＫＮＴ-ＣＴホールディングス 日本製鉄 

奈良県  近鉄エクスプレス 西日本高速道路 

和歌山県 歴史街道倶楽部 近鉄軌道エンジニアリング 西日本旅客鉄道 

伊勢市 （個人会員） 近鉄ケーブルネットワーク 日本信号 

名張市  近鉄車両エンジニアリング 日本生命保険 

津市  近鉄住宅管理 日本土建 

伊賀市  近鉄情報システム 日本ファシリオ 

近江八幡市  近鉄造園土木 日本旅行 

京都市  近鉄電気エンジニアリング 阪急電鉄 

宇治市  近鉄バス 阪神電気鉄道 

舞鶴市  近鉄百貨店 阪神高速道路 

城陽市  近鉄ファシリティーズ パナソニック 

八幡市  近鉄不動産 ＰＨＰ研究所 

大山崎町  近鉄・都ホテルズ 姫路ケーブルテレビ 

木津川市  きんでん 福寿園 

大阪市 

 

 クラブツーリズム 不動テトラ 

堺市 

 

 京阪ホールディングス ベイ･コミュニケーションズ 

岸和田市  KCN 京都 Bosque（ボスク） 

泉佐野市  月桂冠 堀崎組 

吹田市  廣済堂 マルセン 

高槻市  鴻池組 三重交通 

茨木市  駒井ハルテック 三井住友カード 

箕面市  こまどりケーブル 三井住友銀行 

羽曳野市  サントリーホールディングス 三菱電機 

藤井寺市  三和澱粉工業 森本組 

神戸市  ジェイコムウエスト 大和軌道製造 

姫路市  JTB ロイヤルホテル 

尼崎市  清水建設  

西宮市  住友生命保険  
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歴史街道推進協議会役員、顧問、参与名簿 
令和３（２０２１）年６月２５日現在 

会 長  松 本 正 義  （関西経済連合会会長） 

 

理 事 長  角   和 夫 （関西経済連合会副会長） 

 

常 任 理 事  杉 本 達 治 （福井県知事） 

 〃    鈴 木 英 敬 （三重県知事） 

 〃    三日月 大 造 （滋賀県知事） 

 〃    西 脇 隆 俊 （京都府知事） 

 〃    井 戸 敏 三 （兵庫県知事） 

 〃    荒 井 正 吾 （奈良県知事） 

 〃    横 山 達 伸 （和歌山県企画部長） 

 〃    岡 本 圭 司 （大阪市経済戦略局長） 

 〃    久 元 喜 造 （神戸市長） 

 〃    永 藤 英 機 （堺市長） 

 〃    仲 川 げ ん （奈良市長） 

 〃    鈴 木 健 一 （伊勢市長） 

 〃    尾 崎   裕 （大阪商工会議所会頭･大阪府商工会議所連合会会長） 

 〃    家 次   恒 （神戸商工会議所会頭･兵庫県商工会議所連合会会頭） 

 〃    塚 本 能 交 （京都商工会議所会頭･京都府商工会議所連合会会長） 

 〃    小 山 新 造 （奈良商工会議所会頭･奈良県商工会議所連合会会長） 

 〃    山 野   稔 （伊勢商工会議所会頭） 

 

理 事  中 窪 和 弘 （大阪ガス 総務部長） 

 〃    郡 司   尚 （近畿日本鉄道株式会社 代表取締役社長） 

 〃    米 田 昭 正 （ＫＮＴ-ＣＴホールディングス 代表取締役社長） 

 〃    加 藤 好 文 （京阪ホールディングス  

代表取締役会長 CEO 取締役会議長） 

 〃    佐 藤 義 雄 （住友生命保険 取締役会長・代表執行役） 

 〃    伊 藤 彰 彦 （東海旅客鉄道 専務執行役員） 

 〃    真 鍋 精 志 （西日本旅客鉄道 取締役会長） 

 〃    小谷野 悦 光 （日本旅行 代表取締役社長） 

 〃    杉 山 健 博 （阪急電鉄 代表取締役社長） 

 〃    瀬 津   要 （ＰＨＰ研究所 代表取締役社長） 

 〃    佐 藤 基 嗣 （パナソニック 代表取締役副社長執行役員） 

 〃    﨑 元 利 樹 （関西・大阪２１世紀協会 理事長） 

 〃    山 﨑 晴 恵 （宝塚市長） 

 〃    松 村 淳 子 （宇治市長） 

理 事  松 井 正 剛 （桜井市長） 

 〃    中 西 和 夫 （斑鳩町長） 

 〃    森 川 裕 一 （明日香村長） 

 

常 務 理 事  阿 部 孝 次 （関西経済連合会  常務理事・事務局長） 
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監 事  田 中 輝 彦 （パナソニック 秘書室 関西財界担当 総括部長） 

 〃    石 井 基 行 （税理士） 

 

顧 問  石 井 威 望 （東京大学名誉教授） 

 〃    牛 尾 治 朗 （ウシオ電機名誉相談役） 

 〃    斎 藤 精一郎 （千葉商科大学名誉教授） 

 〃    広 中 平 祐 （京都大学名誉教授） 

 

参 与  勝 目   康  （総務省・自治行政局地域振興室長） 

 〃    山 本 条 太 （外務省・政府代表／特命全権大使[関西担当]） 

 〃    奥   達 雄 （財務省・近畿財務局長） 

 〃    鍋 島   豊  （文化庁・文化財第二課長） 

 〃    大 坪 正 人  （農林水産省・近畿農政局長） 

 〃    畠 山 一 成 （経済産業省・中部経済産業局長） 

 〃    米 村   猛 （経済産業省・近畿経済産業局長） 

 〃    堀 田   治 （国土交通省・中部地方整備局長） 

 〃    溝 口 宏 樹 （国土交通省・近畿地方整備局長） 

 〃    嘉 村 徹 也 （国土交通省・中部運輸局長） 

 〃    野 澤 和 行 （国土交通省・近畿運輸局長） 

 〃    櫻 井 洋 一 （環境省・近畿地方環境事務所長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 
 

歴史街道シンボルマーク 

 

 「歴史とは動いているもの、流れているものでありながら、いつの世にも変わらぬ 

悠久のもの」であることを表現しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  古代から現代までの建築の中で、形を変えず継承されてきたもののひとつが、こ 

の作品の中心に描かれた擬宝珠（ぎぼし）です。擬宝珠を中央に据えた橋（Brid 

-ge）は、歴史街道を通して日本の文化を世界に発信する「文化の架け橋」とい 

う意味と、時代と時代をリンクするという意味をもっています。 

  また、後方に描かれた山、月は悠久の「時」を象徴し、そして、中央の松並木で 

「街道」のイメージを表現しています。さらに、３つの円は、タイムトンネルを 

表現しています。 

  配色されている「紫」は歴史街道のシンボルカラー、「青」は空と川の流れを象 

徴しています。 

 
 

Touch the Spirit of Japan 

 
  このスローガンは、日本の山河などの自然、昔から伝わる遺跡、文物などの具象 

的な事物をただ見るだけでなく、それらを通じてその奥にある日本の心に触れる 

（理解する、分かる）という意味です。「Touch」という言葉は、このような物 

事の奥や背景にあるものに触れ、体験し理解するといった深みのあるニュアンス 

をもっています。 
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歴史街道推進協議会設立趣意書 

 
    世界に誇れる文化をもちながら、今日の日本に対する文化国家としての評価 

は決して高いものとはいえません。また、私たち日本人自身も自国の文化や伝 

統、これらを育んできたこころや美意識を見直し、世界の人々に伝えていこう 

という努力が希薄だったのではないでしょうか。 

 

日本各地に散在する歴史資源に新しい魅力的な切り口でスポットをあて、 

世界の誰からも親しまれる「日本の顔」「日本文化の体感ルート」をつくりた 

い。伊勢、飛鳥、奈良、京都、大阪、神戸の歴史や文化を時系列的に結ぶ「歴 

史街道」は、このような想いで提案されたものです。 

 

    日本各地の史跡や歴史都市、あるいは広域文化ルート等との協力関係のもと、 

このような「歴史街道」を新たに整備し、世界のひとびとにアピールしていく 

ことは、日本文化発信事業の一翼を担うものであるばかりか、新しい国土づく 

り、とりわけ地域文化を活かした余暇ゾーン、生活ゾーンづくりをリードす 

る事業としても、大きな意味を持つものと思われます。 

 

    この歴史街道構想の実現には、関係省庁、地方公共団体、経済団体や各種の 

民間企業、まちづくり団体等が一致協力し、それぞれの役割を果たしていくこ 

とが必要となります。 

 

    このため、各界の叡智を結集して個別プロジェクト具体化の指針を明確にし、 

各種の共同事業を推進するとともに、その実現のために必要となる制度改革や 

整備事業等について提案することなどを主な役割とする歴史街道推進協議会を、 

関係する省庁、地方公共団体の代表者、学識経験者および経済界の代表者等の 

参加を得て設立しようとするものです。 

 

                               平成３年４月 

 



 
 

 

  



 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

歴史街道第１０期計画 

 
 令和３（２０２１）年６月 
  歴史街道推進協議会 
   〒530-0005 大阪市北区中之島 2-2-2 
             大阪中之島ビル７階 
    TEL：06-6223-7744 FAX：06-6223-7234 

https://www.rekishikaido.gr.jp/ 


