2022 年たじま未来づくり講座の内容紹介
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
4/24
(土)

内

容

共通① ＜座学＞演劇で学びを、但馬に活力を
講師 芸術文化観光専門職大学 学長 平田 オリザ 氏
共通② ＜座学＞自然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

5/14
(土)

養父市
八鹿町
八鹿

5/28
(土)

豊岡市
日高町
伊府

選択① ＜現地講座＞伝統と近代化が融合するYB ファブ（定員 30 名）
2021 年にできた養父市文化会館「YB ファブ」を訪問します。敷地
内に但馬の近代化を象徴する建物を残し、八鹿の伝統的な街並みと一
体的に整備されている状況について周辺を散策しながら学びます。
選択② ＜現地講座＞植村直己のスピリット
（定員 25 名）
豊岡市の「植村直己冒険館」を訪問し、数々の偉業を達成するため
の礎となった「植村直己の人柄やスピリッツ」について、新設され
た「どんぐり base」や貴重な展示品が並ぶ館内を巡り学びます。
共通③ ＜特別講座＞芸術文化観光専門職大学講師の２講座
共通④
※大学で実際に教壇に立たれている講師 2 名を招きます。
共通⑤ ＜座学＞ 「かに道楽」のルーツと、思い出につながる「おもてなし」
講師 ホテル金波楼 総支配人 今津 一也 氏
共通⑥ ＜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

但馬
長寿の郷
ホテル
金波楼

8/6
(土)

12 月頃

所

但馬
長寿の郷

6/18
(土)
7/9
(土)

11/19
(土)

場

豊岡市
但東町
中山

8/27
(土)

新温泉町
浜坂

9/10
(土)

朝来市
生野町
黒川

10/1
(土)

香美町
香住区
鎧

10/22
(土)

養父市
八鹿町
宿南
但馬
長寿の郷

選択③ ＜現地講座＞広大な花畑とシルクロード （定員 20 名）
但東シルクロード観光協会案内のもと、「ひまわりまつり」
開催会場と「モンゴル民族博物館」を訪問し、長期にわたり
続けられている但東地域の活性化への取組みを学びます。
選択④ ＜現地講座＞すばらしき浜坂の針産業
（定員 30 名）
新温泉町の地場産業である「針」の歴史に触れるとともに
現代でも世界のレコード業界を支えている「精密な針」の
技術について浜坂地区周辺を散策しながら学びます。
選択⑤ ＜現地講座＞ オオサンショウウオと農家民宿
（定員 25 名）
朝来市生野町の日本ハンザキ研究所を訪問し、オオサンシ
ョウウオの生態や自然環境を学ぶとともに、温泉や農家民
宿もある自然豊かな街並みを散策します。
選択⑥ ＜現地講座＞ジオパーク鉄道旅「鎧」
（定員 30 名）
山陰本線「竹野駅」を出発、「鎧駅」で下車、陸の孤島とも
呼ばれた漁師町「鎧」を訪問し、香美町で唯一の「麒麟獅
子舞」や特有のまちづくりについて現地を巡り学びます。
選択② ＜現地講座＞草庵先生の教えと青谿書院 （定員 30 名）
養父市の宿南地区自治協議会を訪問し、「慎独」など池田草
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。
共通⑦ ＜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⑧ ＜検定試験＞第 17 回但馬検定

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》4/23（土）PM
テーマ：演劇で学びを、但馬に活力を
講

師：芸術文化観光専門職大学 学長

平田 オリザ 氏

内

容：演劇と観光を学べる日本初の国公立大学「芸術文化観光専門職大学」が豊岡に開
学。その学長に就任された「劇作家」平田氏を招き、この但馬の地で芸術文化観光
の未来を切り開き、日本と世界の「未来のカタチ」を創っていこうとされている力
強い活力のあるお話を伺います。

共通講座②《座学講座》4/23（土）PM
テーマ：自然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、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。

共通講座③④《特別講座》6/18（土）
芸術文化観光専門職大学講師の２講座を特別講座としております。
講師①：芸術文化観光専門職大学 副学長

川目 俊哉 氏（予定）

大学内に地域の成長に貢献する拠点、地域リサーチ&イノベーションセンター
（略称:RIC「リック」）を設立。地域と大学の結び目としての役割についてお話を
伺える予定です。
講師②：芸術文化観光専門職大学 教授

山中 俊之 氏（予定）

国際教養、リーダーシップ、グローバル情勢理解、グローバルビジネス支援、地
域創 生支 援、 行 政 支援 など 幅広 い科 目を 担当され て お り、 様々 な お 話を 伺 え る
予定です。

共通講座⑤《座学講座》7/9（土）PM
テーマ：「かに道楽」のルーツと、思い出につながる「おもてなし」
講

師：ホテル金波楼 総支配人

今津 一也 氏

内

容：「大阪の顔」として誰もが知る「かに道楽」。そのルーツは但馬の小さな漁村にあ
った。
「城崎マリンワールド」を併設する「ホテル金波楼」の今津氏を招き、創業者
が成し遂げた栄光の陰にあった苦労話や、観光業務における“思い出につながる「お
もてなし」”についてお話を伺います。

共通講座⑥《座学講座》7/9（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地域密
着の取り組みについてお話を伺います。

共通講座⑦《グループワーク講座》8/28（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：中山間地域における森林保全のしくみ
発表者：兵庫県立大学大学院修了生

松井 道信 氏

共通講座⑧《検定試験》12 月の日曜日
第１7 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。

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《現地講座》5/14（土）PM

〔定員 30 名〕

テーマ：伝統と近代化が融合する YB ファブ
案内①：YB ファブの皆さん
案内②：養父市教育委員会の皆さん
内

容：2021 年の秋に新設された養父市文化会館「YB ファブ」を訪問します。敷地内
に但馬の近代化を象徴する建物を残し、八鹿の伝統的な街並みと一体的に整備され
ている状況について周辺を散策しながら学びます。
（選択ポイント）
・講義（上記テーマのとおり）
・新設の「YB ファブ」見学
・「グンゼ八鹿工場」の遺構を見学
・八鹿の街並みを散策

選択講座②《現地講座》5/28（土）PM

〔定員 25 名〕

テーマ：植村直己のスピリット
案

内：植村直己冒険館の皆さん

内

容：世界を代表する偉大な冒険家「植村直己」氏。豊岡市の「植村直己冒険館」を訪
問し、数々の偉業を達成するための礎となった「人柄やスピリッツ」について、新
設された「どんぐり base」や貴重な展示品が並ぶ館内を巡り学びます。
（選択ポイント）
・講義（上記テーマのとおり）
・
「冒険館」の中で植村直己の偉大さと素朴
な人柄について学ぶ
・新設の「どんぐり base」見学

選択講座③《現地講座》8/6（土）AM

〔定員 20 名〕

テーマ：広大な花畑とシルクロード
案内①：但東シルクロード観光協会の皆さん
案内②：日本モンゴル民族博物館の皆さん
内

容：但東シルクロード観光協会案内のもと、
「ひまわりまつり」開催会場と「モンゴル
民族博物館」を訪問し、
「但東チューリップまつり」など長期にわたり続けられてい
る但東地域の活性化への取組みを学びます。また但東町とモンゴルとの不思議なつ
ながりを紐解きます。
（選択ポイント）
・講義（上記テーマのとおり）
・「ひまわりまつり」見学と解説
・「モンゴル民族博物館」見学

選択講座④《現地講座》8/27（水）PM

〔定員 30 名〕

テーマ：すばらしき浜坂の針産業
案内①：以命亭の皆さん
案内②：新温泉町ボランティアガイドの皆さん
内

容：浜坂の「針」は、戦後の日本の復興を小さな細い針で支えてきました。そんな新
温泉町の地場産業である「針」の歴史に触れるとともに、現代でも世界のレコード
業界を支えている「精密な針」の技術について学びます。散策では「松籟庵」を訪
れ古いレコードを鑑賞。周辺の「味わら小径」や「以命亭」なども巡ります。
（選択ポイント）
・講義（上記テーマのとおり）
・浜坂の街並み散策
・松籟庵の展示施設を見学

選択講座⑤《現地講座》9/10（土）PM

〔定員 25 名〕

テーマ：オオサンショウウオと農家民宿
案

内：日本ハンザキ研究所の皆さん

内

容：「ハンザキ」、地元では「あんこう」とも呼ばれている「オオサンショウウオ」。
朝来市生野町の黒川小中学校跡を活用した「日本ハンザキ研究所」を訪問し、まだ
不明な部分が多い「オオサンショウウオの生態」や「それをとりまく自然環境」を
学ぶとともに、温泉や農家民宿もある黒川の自然豊かな街並みを散策します。
（選択ポイント）
・講義（上記テーマのとおり）
・「ハンザキ研究所」見学
・黒川地内を散策
・農家民宿「まるつね」見学

選択講座⑥《現地講座》10/1（土）PM

〔定員 30 名〕

テーマ：ジオパーク鉄道旅「鎧」
案内①：香美町ボランティアガイドの皆さん
案内②：鎧区の皆さん
内

容：山陰本線「竹野駅」を出発、「鎧駅」で下車、陸の孤島とも呼ばれた漁師町「鎧」
を訪問し、香美町で唯一の「麒麟獅子舞」や特有のまちづくりについて現地を巡り
学びます。旅の間は個性あふれる楽しいガイドにご案内いただきます。
（選択ポイント）
・香美町ボランティアガイドが同行
・竹野駅に集合
・JR 山陰本線に乗車
・鎧区の皆さんが地区内を案内
・竹野駅で解散

行き：竹野駅→（JR 山陰本線）→鎧駅

帰り：鎧駅→（JR 山陰本線）→竹野駅

選択講座⑦《現地講座》10/22（水）PM

〔定員 30 名〕

テーマ：草庵先生の教えと青谿書院
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

皆様の受講を心からお待ちしております。

2022 年たじま未来づくり講座
公益財団法人 但馬ふるさとづくり協会

