令和２年度但馬ふるさとづくり大学講座の紹介
共通講座（黄色）と選択講座（桃色）をご用意しております。
桃色の選択講座は、７講座の中から２講座を選択して受講いただきます。
開催日
共通講座 選択講座
4/25
(土)

場

所

但馬
長寿の郷

内
共通①
共通②

5/23
(土)

養父市
八鹿町
宿南

選択①

6/6
(土)

豊岡市
中央町

選択②

7/4
(土)

朝来市
山東町
溝黒

選択③

豊岡
市民会館
兵庫県立
大学豊岡
キャンパス
〔豊岡市祥雲寺〕
但馬
長寿の郷
香美町
村岡区
長須

共通③
共通④
共通⑤

豊岡市
出石町
出石

選択⑤

10/31
(土)

新温泉町
諸寄

選択⑥

11/11
(水)

朝来市
山東町
矢名瀬町

選択⑦

但馬
長寿の郷

共通⑦

8/22
(土)
8/29
(土)

9/13
(日)
9/22
(祝)

9/30
(水)

12/5
(土)

容

＜座学＞まつりがつくる人と地域
講師 元関西大学文学部教授 森 隆男 氏
＜座学＞感動を生むのは、期待を上回るおもてなし
講師 山城の郷施設長 大坂 雄吾 氏
＜地域づくり現地講座①＞
（定員 40 名）
養父市の宿南地区自治協議会を訪問し、池田草庵 先生の教え
と私塾「青谿書院」を活かした地域づくりについて現地を巡
り学びます。
＜地域づくり現地講座②＞
（定員 40 名）
豊岡市のカバンストリートを訪問し、地域資源「かばん」を
活かしたまちなかの再生とまちの魅力を高める取り組みを学
びます。
＜地域づくり現地講座③＞
（定員 25 名）
朝来市の与布土地域自治協議会を訪問し、茅葺屋根の古民家
活用や独自の取組みに触れ「地域商社」で守るまちの未来に
ついて学びます。
＜特別講座＞但馬文教府第 53 回夏期大学の２講座
＜たじま・まちづくりカフェ＞ ～身近な地域づくりを考える～
兵庫県立大学大学院修了生による但馬の地区や地域組織の研
究を題材に、身近なまちづくりについて、カフェのように気
軽に語り合い、交流します。

共通⑥

＜検定試験＞第 1５回但馬検定

選択④

＜ものづくり現地講座①＞
（定員 10 名）
香美町の長須地区を訪問し、紙漉き体験と現地散策により
「長須の紙漉き」と持続可能な地域コミュニティについて学
びます。
＜ものづくり現地講座②＞
（定員 20 名）
豊岡市の出石城下町を訪問し、出石焼に関する現地散策と絵
付体験により地域と深く結びついた伝統産業「出石焼」につ
いて学びます。
＜地域づくり現地講座④＞
（定員 40 名）
新温泉町の諸寄地区を訪問し、現地散策と遊覧船により多く
の文化人を輩出した諸寄の歴史と文化を守る地域づくりを学
びます。
＜ものづくり現地講座③＞
（定員 20 名）
朝来市の矢名瀬地区を訪問し、酒蔵見学と街並み散策により
但馬の風土が育てた「但馬杜氏」と矢名瀬の街並み保全につ
いて学びます。
＜座学＞なぜ人口２千人の田舎町に３千人のランナーが集まるのか？
講師 みかた残酷マラソン全国大会実行委員長 久保井 洋次 氏
＜座学＞遊びの中に学びがある
講師 NPO 法人かんなべ自然学校代表 前田 敦司 氏

共通⑧

共通講座とは ： 受講者全員を対象とした講座です。
共通講座①《座学講座》4/25（土）PM
テーマ：まつりがつくる人と地域
講

師：元関西大学文学部教授

森 隆男 氏

内

容：まつりが継承される中で重視されてきたことを通して、祭りが果たしてきた役割
について学習します。但馬地域の事例として、
「 城崎のだんじりまつり」を取りあげ 、
人づくり。地域づくりについてお話を伺います。

共通講座②《座学講座》4/25（土）PM
テーマ：感動を生むのは、期待を上回るおもてなし
講

師：山城の郷 施設長

大坂 雄吾 氏

内

容：生野銀山の「人間臭さ」に圧倒されたことがきっかけで、シルバー生野に転職。
「銀山ボーイズ」のデビューを手掛けた後、
「山城の郷」施設長に就任された大坂さ
んから、地域の特性を生かした「おもてなし」についてお話を伺います。

共通講座③④《特別講座》8/22（土）
但馬文教府第 53 回夏期大学の 2 講座
講師①：テニス解説者、元プロテニス選手
講師②：経済アナリスト、獨協大学教授

沢松 奈生子 氏
森永 卓郎 氏

但馬文教府主催の夏期大学を特別講座としております。受講料を含んでいますので、
ぜひ受講してください。

共通講座⑤《グループワーク講座》8/29（土）PM
たじま・まちづくりカフェ
内

～身近なまちづくりを考える～

容：兵庫県立大学大学院修了生による但馬の地区や地域組織の研究を題材に、身近な
まちづくりについて、カフェのように気軽に語り合い、交流します。

アドバイザー：兵庫県立大学大学院地域資源マネジメント研究科 教授

山室 敦嗣 氏

テーマ：台風２３号の被災を経験した住民による防災組織の自主的な再編
～豊岡市内の被災地域を事例に～
発表者：兵庫県立大学大学院修了生

正木 詔一 氏

共通講座⑥《検定試験》9/13（日）
第１５回但馬検定
但馬の自然や歴史・文化など幅広く学び、地域の魅力を再発見する場として、 今年も
但馬検定（１・２・３級）を実施します。受検料を含んでいますので、ぜひチャレンジ
してください。

共通講座⑦《座学講座》12/5（土）PM
テーマ：なぜ人口２千人の田舎町に３千人のランナーが集まるのか？
講

師：みかた残酷マラソン全国大会 実行委員長

久保井 洋次 氏

内

容：1993 年、約 1300 人の参加でスタートした「みかた残酷マラソン全国大会」。
まちづくりや地方活性という意味では充分な手応えを感じていたという反面、 次
第に感じ始めていた違和感とは何か？
また、地域住民を巻き込むために行った取り組みについてお話を伺います。

共通講座⑧《座学講座》12/5（土）PM
テーマ：遊びの中に学びがある
講

師：NPO 法人かんなべ自然学校 代表

前田 敦司 氏

内

容：「神鍋は知れば知るほど楽しい。」体験して初めて分かる自然の本当の面白さを子
どもたちに伝える活動を通じて、神鍋高原の魅力を全国に発信し、地域を元気にす
る取組みについてお話を伺います。
また、今暮らしている但馬をもっと楽しむ方法についてお話を伺います。

（手作りの茅葺足湯）

選択講座とは ： 現地を訪問する 7 つの「選択講座」をラインアップ
2 講座受講可能ですが、それぞれに定員があるため、希望順位をつけて
お申し込みください。
※ 応募多数によりご希望に沿えない場合がございます。
※ 募集の結果、「選択講座」の定員に余裕がある場合は、追加の受講料
なしで３つ以上の講座を受講することもできます。
選択講座①《地域づくり現地講座》5/23（土）PM

〔定員 40 名〕

テーマ：池田草庵と青谿書院を活かした地域づくり
案内①：宿南地区自治協議会の皆さん
案内②：学びの里宿南プロジェクトの皆さん
内

容：
「志は、高く大きく持ち、それを実現するためにやる実践は身近な事からが良い。」
「慎独とは、自分が独りでいる時でも心を正しく持ち、自分に恥ずかしくない行い
をすること。」といった池田草庵先生の教えを学び、私塾「青谿書院」という地域資
源を活かした取り組みについて、現地を散策し学習します。
（選択ポイント）
・講義（上記テーマのとおり）
・宿南街並み散策
・
「青谿書院」の中で池田草庵先生について
の講義
・グループワーク

選択講座②《地域づくり現地講座》6/6（土）PM

〔定員 40 名〕

テーマ：職人技と自由な発想との融合～手づくりで生んだカバンストリート～
案内①：宵田商店街振興組合の皆さん
内

容：高齢化が進む豊岡市の中心街で、カバンストリ－トを例に、 地域資源「かばん」
を活かした“まちなかの再生”と“まちの魅力を高める取り組み”について、現地
を散策し学習します。
（選択ポイント）
・講義（上記テーマのとおり）
・カバンストリート散策
・鞄に特化した拠点施設「トヨオカアルチ
ザンアベニュー」見学
・グループワーク

選択講座③《地域づくり現地講座》7/4（土）PM

〔定員 25 名〕

テーマ：地域商社で守るまちの未来
案

内：与布土地域自治協議会の皆さん

内

容：少子高齢化と人口減少が進み小学校の統合や担い手不足が深刻化する中で、地域
全体で農地環境を守っていく新しい仕組みづくりが必要と考えた与布土地域の取り
組みの経過と住民一丸で発足したばかりの「新たな地域組織（一般社団法人）」につ
いて現地学習します。
また、近年、若者の移住が増えてきた与布土地区。地域全体で移住者を受け入れ
る環境づくりや若者の声を聞く仕組みについても学習します。
（選択ポイント）
・講義（上記テーマのとおり）
・与布土街並み散策
・古民家をリニューアルした農家レストラ
ン「百笑茶屋

喜古里」見学

・グループワーク

選択講座④《ものづくり現地講座》9/22（祝）PM

〔定員 10 名〕

テーマ：「長須の紙漉き」と持続可能な地域コミュニティ
案

内：紙処ながす

本多 秋香 氏

内

容：かつて、地場産業として障子紙などに用いられた「射添紙」と呼ばれる和紙が生産
されていましたが、時代の移り変わりとともにその姿を消していきました。
そのような地域で、本多さんは、2013 年より１から紙漉きに取り組みはじめ、
昔の方法を取り入れつつ気軽に楽しめる紙漉きを、地域コミュニティのツールとし
て、地元・村岡高校生と共に活動したり、出前ワークショップなど を行ったりされ
ています。
この講座では、紙漉きを通して、人と人とのつながりを創り出す取り組みについ
て体験いただきます。
（選択ポイント）
・講義（上記テーマのとおり）
・長須地区散策
・紙漉き体験

選択講座⑤《ものづくり現地講座》9/30（水）PM

〔定員 20 名〕

テーマ：地域と深く結びついた伝統産業「出石焼」を学ぶ
案内①：出石焼陶友会 会長

山本 和則 氏

案内②：豊岡市立歴史博物館 学芸員
内

仲田 周平 氏

容：出石は、「但馬の小京都」と呼ばれる城下町の風情、「出石皿そば」、「出石焼」
などの魅力的な地域資源があり、多くの観光客が訪れる地域となってい ます。
この講座では、地域と深く関わってきた伝統産業である「出石焼」の歴史を学
ぶとともに、絵付け体験を通して出石焼の魅力に触れます。
（選択ポイント）
・講義（上記テーマのとおり）
・出石明治館にて出石焼に係る展示見学
・出石焼のそば皿に絵付け体験
・出石焼ゆかりの箇所の散策

選択講座⑥《地域づくり現地講座》10/31（土）AM▶PM

〔定員 40 名〕

テーマ：歴史と文化を守るまちづくり
案内①：諸寄地区地元ガイドの皆さん
案内②：但馬海岸遊覧船ガイドの皆さん
内

容：多くの文化人を輩出した諸寄の歴史と文化を守る地域づくりを学ぶとともに、日
本遺産の追加認定をきっかけとした新たな地域の取り組みについて、日常の風景が
文化財となった町並みや構成文化財を散策しながら学習します。
（選択ポイント）
・講義（上記テーマのとおり）
・諸寄街並み散策
・日本遺産認定を記念して新設した遊覧船
コースの体験
・グループワーク
・昼食を挟みます（実費）

選択講座⑦《ものづくり現地講座》11/11（水）PM

〔定員 20 名〕

テーマ：但馬の風土が育てた文化「但馬杜氏」と街並み保全
案内①：田治米合名会社 代表社員

田治米 博貴 氏

案内②：山東新生まちづくりの会の皆さん
内

容：農作業ができない冬季の働き場所として、酒造りのために全国各地へ出稼ぎに出
かけていた但馬杜氏。その技術は、現在にも受け継がれ、毎年行われる新酒鑑評会
でも優秀な成績を上げ、高く評価されています。
この講座では、
「但馬杜氏」の伝統の技を今も守り続け、地域と一体化した酒造り
について学ぶとともに、旧街道の分岐点にあり、酒造業や絹織物業などで栄えた宿
場町の面影を残す矢名瀬の街並みを散策します。
（選択ポイント）
・講義①「但馬杜氏について」
・講義②「矢名瀬の街並み保全活動」
・矢名瀬の街並み散策
・田治米さんの酒蔵、試飲施設見学

