
平成29年度

 景観・
まちづくり大学　 冬季

景観・まちづくり大学は、京都の景観・まちづくりについて多様な視点から学び、考え、実践
へとつないでいくことのできる人材を育むことを目指しています。
京都らしい美しい景観や、住みよいまちを未来に引き継いでいくために、明日の京都のまち
づくりを担う皆さんの活動を応援します。
元気なまちへの第一歩、あなたから始めませんか。

平成29年度

発行: 公益財団法人 京都市景観・まちづくりセンター

■ 京のまちづくり史連続講座(有料)
1月26日　京都の伝統産業と文化・まちの形成
2月16日　京都の祭の成立と地域の人々

■ 京町家再生セミナー(有料)
1月27日　家＋庭＝家庭 ～町家のお庭～
2月  4日　京町家まちづくりファンドまつり合同企画
              京町家で感じる四季の彩り：伊藤邸・立春のしつらえ

冬季セミナー スケジュール

問合せ先：（公財）京都市景観・まちづくりセンター
〒600-8127
京都市下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町 83番地の１
「ひと・まち交流館 京都」地下 1階
Tel： 075-354-8701　Fax： 075-354-8704
E-mail: machi.info@hitomachi-kyoto.jp
URL: http://kyoto-machisen.jp

●京都市景観・まちづくりセンターの活動について
市民・企業・行政によるパートナーシップのまちづくりを推進し、京都らしい景観の保全・創造、質の高
い住環境の形成などに取り組んでいます。住民の自主的な活動を支援し、まちづくり活動の拠点とし
て、まちづくりに関する各種の相談に対して助言及び情報提供を行っています。

●まちづくり相談
地域の状況に応じたまちづくりの進め方について、活用
できるまちづくりの制度や他の地域の取組事例などの
様々な情報をご紹介するほか、まちづくりの専門家の派
遣や、活動費助成（一部）などの支援を行っています。

●京町家なんでも相談
京町家の維持・継承に伴う様々な悩みや不安の解消に
向けて、様々な情報をご紹介するほか、専門的な内容
については、大工・建築士・不動産事業者などの専門家
と連携した支援を行っています。

主催：NPO法人京都景観フォーラム 京都景観エリアマネジメント講座（基礎講座）
景観についての専門的なスキルをトータルに身に付けるための講座(全8回)を開催しています。景観やまちづ
くりに関わる方や、興味を持っておられる方は、是非ご参加ください。

第6回 12月16日（土）　景観政策と法律　講師：飯田 昭氏（弁護士）、石田 光廣氏（司法書士）

第7回   1月20日（土）　建築とランドスケープ
                                   講師：佐々木 葉二氏（京都造形芸術大学教授・ランドスケープアーキテクト）、江川 直樹氏（関西大学教授・建築家）
                                           笹岡 隆甫氏（華道「未生流笹岡」家元・京都ノートルダム女子大学客員教授）

第8回   2月17日（土）　景観まちづくり・修了式　講師：髙田 光雄氏（京都大学名誉教授・京都美術工芸大学教授）

時間： 13:30～18:00 (第7回 13:00～18:30)  会場： 京都市景観・まちづくりセンター (第8回 職員会館かもがわ)  定員： 40名
受講料： （全8回）一般35,000円、NPO会員30,000円（単回5,000円） ※学生割引あり 全8回20,000円（単回2,500円）
申込：NPO法人京都景観フォーラム事務局　　FAX： 075-491-9663　　E-mail： kkf@kyotokeikan.org

五条通

七条通

六条通

四条通 阪急京都本線
（阪急）烏丸駅

（地下鉄）四条駅 祇園四条駅

清水五条駅五条駅

河原町
正面

河原町
正面

七条駅

河原町駅

烏
丸
通

地
下
鉄
烏
丸
線

河
原
町
通

川
端
通

鴨
川

京都市景観・
まちづくりセンター
ひと・まち交流館 京都  地下1階

京
阪
本
線

京都駅

（公財）京都市景観・まちづくりセンターは環境負担軽減につとめています。
この印刷物が不要になれば
「雑がみ」として古紙回収等へ。

賛助会員
募集

当財団の活動趣旨に賛同していただける方を賛助会員として募集しています。会費は、まちづく
り活動の支援、京町家の保全、再生に向けた取組、当財団の運営等に活用させていただきます。
年度会費 　個人１口 5,000円／団体１口 50,000円 特典　ニュースレター
メルマガ会員も募集中。ホームページからご登録いただけます。

※参加申込・お問い合わせは、NPO法人京都景観フォーラム事務局まで。共催事業

N

※賛助会費は、当財団への寄附金として税法上の優遇措置が適用され、確定申告により所得税・法人税の控除が受けられます。

交通機関
バス　市バス 4,17,205 系統「河原町正面」 下車
電車　京阪電車「清水五条」 下車 徒歩 8分
　　　地下鉄烏丸線「五条」 下車 徒歩 10分
車　　立体駐車場（最初の1時間410円、以後30分ごとに200円/45台程度）
              ＊できる限り公共交通機関をご利用ください。

まちセン  京都 検索



参加費：1,000円
(ファンドへの寄附とさせていただきます)

無料 ※一部有料■京都市景観・まちづくりセンター20周年記念事業
京都市景観・まちづくりセンター(まちセン)は、平成９年１０月１日に設立され、本年、設立２０周年を迎えました。まちセンでは設立２０周
年の記念事業を開催しています。  特設ホームページはこちら  http://kyoto-machisen.jp/20th/

新春公開座談会

小西邸オープンハウス
蔵のお掃除体験・見学

河﨑邸オープンハウス
希望者はお抹茶体験

寺島邸オープンハウス

小西邸オープンハウス
見学と邦楽鑑賞

伊藤邸オープンハウス

平成29年度
京町家まちづくりファンド感謝祭
「あなたと生きる京町家」 記念講演

彬子女王殿下
（(一社)心游舎総裁）

大場 修氏
（京都府立大学大学院教授）
      

栗山 裕子氏
髙田 光雄氏
東樋口 護氏
長谷川 和子氏
宗田 好史氏

1月13日（土） 14:00-16:00（開場 13:30）
ひと・まち交流館 京都 ２階大会議室

日時・会場 講師 定員

１００名
（先着順）

定員なし

定員なし

定員なし

受付中

150名
（先着順）
申込受付開始：
12月15日（金） 
申込受付期限：
2月7日（水） 
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■京のまちづくり史連続講座 

下記の申込先に、いずれかの方法でお申し込みください。申込方法

CPD：景観・まちづくり大学（冬季）は建築士会CPD制度認定プログラムです。建築士等、専門家の方々もぜひご参加ください。

申込先：京都市景観・まちづくりセンター
075-354-8701

受付時間: 月～土 9:00～21:30、日・祝 9:00～17:00
休館日: 毎月第3火曜日(祝日にあたる場合は翌日)
※おかけ間違いにご注意ください。

電話 075-354-8704FAX

machi.info@hitomachi-kyoto.jpEメール

受講料(資料代等)：1講座1,000円(学生500円※学生証をご提示ください)
まちづくり活動に関わる方、関心がある方、学んでいる方を対象に、京都のまちづくりに取り組むうえでの基礎を学ぶ全8回の連
続講座です。古代から近世にかけての京都のまちの成り立ちや特徴、京都の特徴である学区による自治、景観の変化やコミュニ
ティなど、京都のまちの重層性と、現代にいたる先人のまちづくりに対する活動の歴史を体系的に学びます。京都の景観やまちの
形成に人々がどのように関わってきたか、人々の活動から学び、見識を深めることで、これからの京都のまちづくりに役立てます。

問合せ先：京都市景観・まちづくりセンター
共催：京都市都市計画局まち再生・創造推進室

平成29年度

景観・
まちづくり
大学　 冬季

※申込の際、セミナー名、氏名（ふりがな）、電話番号をお伝えください。
※FAX、Eメールで申込まれた場合、定員の充足状況等により参加不可の場合のみ当センターからご連絡いたします。
※お申し込み後のキャンセルは、当センターまで、必ずご連絡をお願いいたします。
申込受付期限後でも定員に達していないセミナーは受講を受け付けますので、当センターまでお問い合わせください。

西陣織、清水焼など、様々な伝統産業がある京都には、分業制のため関連す
る特定の職種が集まり、町を形成した例が多く見られます。伝統産業の中に
は、バブル経済の崩壊などにより衰退したものもありますが、産業の衰退を
経て変容した地域が、伝統産業が持つ「文化的価値」に気づき、地域住民や
事業者、来訪者等がそれをいかすことで、地域や産業を見直し、地域再生の
取組へとつながった事例がみられます。社会の変化とまちの動きから、京都
の伝統産業とまちとの関わりを考察します。 

京都の伝統産業と文化・まちの形成

講師　滋野 浩毅氏（京都産業大学教授）
日時　1月26日（金） 19:00～21:00
会場　京都市景観・まちづくりセンター
         ワークショップルーム

定員50名（申込先着順） 申込受付開始：12月15日（金）
申込受付期限：   1月23日（火）

祇園祭、松尾祭、稲荷祭など、京都の祭の多くのルーツは、平安時代にさかの
ぼります。地方から来た人が集まって暮らし、地縁が薄かった平安京で、怨霊を
鎮めるために始まった祭が民間に広がり、地域の氏神として感謝する祭になり
ました。氏神・氏子という概念や、御神体が神輿で移動し、御旅所に滞在する様
式は、やがて京都のみならず全国各地に広がっていきます。京都の祭が地域の
結束を強め、都市型のコミュニティが形成された歴史について学びます。

京都の祭の成立と地域の人々
講師　五島 邦治氏（京都造形芸術大学教授）
日時　2月16日（金） 19:00～21:00
会場　京都市景観・まちづくりセンター
         ワークショップルーム

定員50名（申込先着順） 申込受付開始：12月15日（金）
申込受付期限：   2月13日（火）

伊藤邸は、昭和初期に葉茶屋の商家として建てられ、
平成23年に京町家まちづくりファンドを活用して改修
されました。
季節の室礼・座敷飾りの意味や居住者だから分かる
町家暮らしの魅力を通して、町家の価値と京町家再生
の意味についてお話をうかがいます。また、講座終了後
は、見どころをうかがいながら見学します。
冬から春へ季節が移ろい、江戸時代に作られたひな人
形の虫干しも始まります。京町家暮らしの魅力、四季の
暮らしの楽しみ方などに触れてみたいと思います。

京町家で感じる四季の彩り：伊藤邸・立春のしつらえ
講師　伊藤 正人氏（京町家居住者・大阪市立大学名誉教授）
日時　2月4日（日） 13:30～15:00（受付開始13:00～）
会場　伊藤邸（京都市南区四ツ塚町）
         市バス「羅城門」停すぐ  鳥羽高校北門を西へ50ｍ（九条通に面した南側）
         ※会場に駐車場はございません。公共交通機関をご利用ください。

定員15名（申込先着順） 申込受付開始：12月15日（金）
申込受付期限：     2月1日（水）

受講料(資料代等)：1,000円■京町家まちづくりファンド・京町家再生セミナー合同企画

定員なし
※蔵のお掃除のみ 5名
(先着順・要事前申込)

定員なし
※お抹茶体験のみ
20名（当日先着順）

※お抹茶の体験のみ有料 1,000円

１月２０日（土）
蔵のお掃除体験 13:00-16:00（受付開始12:30～）
見学のみ 14:00-16:30（入場は16:00まで）
小西邸 伏見区深草直違橋6丁目303

１月２１日（日） 13:30-16:30（入場は16:00まで）
河﨑邸（陶 点睛かわさき） 東山区五条橋東５丁目463

１月２８日（日） 13:30-16:30（入場は16:00まで）
寺島邸（蓮庵） 上京区五辻通浄福寺東入西北小路町
谷村邸 上京区寺之内通堀川西入東西町

２月４日（日） 15:00-16:30（入場は16:00まで）
※京町家再生セミナー講座中の入場・見学はできません。
伊藤邸 南区四ツ塚町

２月３日（土） 13:00-16:00（入場は15:45まで）
小西邸 伏見区深草直違橋6丁目303

２月１０日（土） 13:30-16:00（開場 13:00）
新島会館 京都市上京区寺町通丸太町上る

「夢を語る－京都の景観・まちづくり・京町家」
－これまでのまちづくりは役に立ったのか－
<まちセンを２０年間見守り続けた５人の有識者が語り合う>

ファンドまつりオープンハウス 各会場に駐車場はございません。公共交通機関をご利用ください。詳しくは、ファンドまつりのチラシをご参照ください。

谷村邸オープンハウス
希望者は機織り体験
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伊藤邸

九条大宮九条御土居

京阪国道口市バス
「羅城門」

市バス
「羅城門」

受講料(資料代等)：500円

細長い敷地に密集して建つ京町家にとって、庭は無くてはならない存在で
す。光や風を取り込んで住む人や建物の健康を守るとともに、「市中山居」と
して、都市生活の中で自然とのつながりを感じさせてくれます。そんな京町家
のお庭について、歴史的な成り立ちや文化的背景、庭木や庭石の構成などの
基本から、日々折 ・々季節ごとのお手入れの方法など、お庭との付き合い方を
幅広くお話しいただくとともに、近代日本を代表する作庭家・七代目小川治
兵衞が目指した世界観についてもご紹介いただきます。

家＋庭＝家庭 ～町家のお庭～

講師　小川 勝章氏（植治次期十二代）
日時　1月27日（土） 13:30～15:30
会場　京都市景観・まちづくりセンター
         ワークショップルーム

定員65名（申込先着順） 申込受付開始：12月15日（金）
申込受付期限：   1月24日（水）

■京町家再生セミナー
京町家の所有者や居住者、具体的に京町家の居住や活用を検討している方向けのセミナーです。年間を通して、改修の手法、相
続、資金調達、活用方法など、今すぐ役立つ！京町家の保全・再生に関する様々な専門知識をわかりやすく学びます。

伊藤邸外観


