
QR

講座のご案内

令和5（2023）年

公益財団法人伊勢文化会議所  五十鈴塾事務局

五十鈴塾まで…

駐車場はございません。〒516-0026  三重県伊勢市宇治浦田1丁目5番3号
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赤福本店
市営Ⓟ

市営Ⓟ おかげ
横丁

市営駐車場からは、地下道を
通って出口から約120mです。

近隣の有料駐車場か公共交通
機関をご利用ください。

TEL FAX

神崎宣武塾長  特別講座 神崎  宣武  民俗学者・神崎研究室室長

何事のおわしますかは知らねども
　　かたじけなさに涙こぼるる

西行法師が『山家集』でうたったよう
に、仏道を歩む僧侶たちも、路傍の祠
の前に膝まづいて礼拝をしたもので
す。滋賀県大津市にある東寺真言宗
の大本山石山寺に伝わる『石山寺縁
起』（鎌倉末期）や藤原氏の氏神、春日
神の霊験を描いた『春日権現験記』

（鎌倉末期）など、いずれも第一級の
文化遺産であり、当時の貴族や庶民
の生活も伺える絵巻から、世界の宗
教観からは稀なる日本における信仰
文化「神仏習合」のはじまりを読み説
いてみたい、と思います。

18名定 員参加費 1,700円ビジター1,200円会 員

オンライン同時中継

「絵巻物」を読む 第５回

五十鈴塾HP
五十鈴塾 Instagram
@isuzujuku

五十鈴塾 Facebook
@isuzujuku

受講のご案内

貸室利用のご案内　～文化交流の場・五十鈴塾～

鈴鹿の芍薬とヤマトタケル鈴鹿の芍薬とヤマトタケル
およそ10000株の芍薬を見に行く絢爛豪華
な企画、鈴鹿インターのそば、実は花は副
産物で薬にする根を取るために栽培されて
いますが、今や観光の目玉になっています。
さらに隣には鮮やかなポピーが一面に咲く
畑もあり、まさに至福の時が過ごせます。
昼食は五十鈴塾でおなじみの髙木先生が
監修された薬膳料理のお店に行きます。
午後は誰もが一度は聞いたことのあるヤマトタケルゆかりの遺跡を巡ります。
古代史に英雄として燦然と輝くイケメンですが、数々の手柄を立てた後に鈴
鹿山麓で生涯を終えました。それには悲しい物語があるのですが、現地にあ
る御陵を訪ねながらお話します。

5月15日（月） 野外講座

加藤 宏明 伊勢くすり本舗株式会社代表取締役・薬剤師

（バス代・薬膳料理・保険料含む）13,500円ビジター13,000円会 員

講 師

参加費

五十鈴塾は日本の暮らしにある心地よさを体験し
「かけがえのないもの」を見つける
お手伝いをしたいと願っています。

五十鈴塾のホームページで
講座内容の詳細や満席情報
などがご覧いただけます。

【お申込み】
★申込受付時間は9：00～17：00です。お一人様、何講座でも受講いただけます。
★原則として予約制ですが、当日でも定員に達していなければ受講できます。
　（事前にお問合せください）
【お申込み方法】
　①五十鈴塾事務局の窓口　②電話・FAX
　③五十鈴塾ホームページ（インターネット）
【参加費】
★当日、受付にてお支払いください。
★現金または振込み（手数料は入金者負担）でお支払いください。

※「定員」の記載がない講座は定員20名です。
※各講座とも定員になり次第、受付を締め切らせていただきます。
※講座申込者が10名に満たない場合は中止させていただきます。
※講師の都合、その他により講座内容等を変更になる場合があります。 
※お申込みの講座をキャンセルされる場合は、当塾のキャンセルポリシーに

基づきキャンセル料が発生いたします。お申込みの際にご確認ください。

場 所 8：55に五十鈴川駅ロータリーに集合

名古屋城探訪  その歴史と美術名古屋城探訪  その歴史と美術
名古屋城は慶長15（1610）年に徳川家康が
築城、城郭で初の国宝に指定されました。
空襲で焼失しましたが、先年天守閣の隣に
本丸御殿が復元され壮麗に甦りました。
今回は御殿を廻りながら襖絵や欄間（共に
複製）などを本来の姿で鑑賞、圧巻の御殿
かざりを堪能しましょう。
また疎開で難を逃れた襖絵の一部は隣接する西の丸御蔵城宝館で間近に見
ることができます。
名古屋城の魅力を岡野友彦・智子夫妻が紐解く贅沢な講座、昼食はなだ万茶
寮でこちらも贅沢ですね。

5月22日（月） 野外講座

岡野 友彦 皇學館大学文学部長 ・岡野 智子 細見美術館上席研究員

（食事代・入城料含む）10,000円ビジター9,000円会 員

講 師

参加費

場 所 11：00にJRセントラルタワー13F なだ万茶寮集合

4月19日（水）

日本は、春夏秋冬がほぼ等分に循環する、世界で
も稀な気候を有しています。そこで、独特の季節
感を表現する三十一文字の歌を生んでいます。
和歌を詠むことは、貴族をはじめとする教養層
にとってたしなみの一つであり、自らの心を伝
える手段でもありました。歌合せや歌会が多く
開かれ、万葉集をはじめ個人の歌集や勅撰和歌集が今に伝わっています。

　霜雪も　いまだ過ぎねば思はぬに　春日の里に梅の花見つ
　　　　　　　　（『万葉集』での大伴家持）

　春くれば　柳も芽ぶく田鶴の羽の　まだ幼きは槙の若葉根　
　　　（備中・備後地方での神楽歌）

とくに、春の歌にさまざまな思いがこめられているように思えます。寒中を
過ごしての春を楽しんでみましょう。

18名定 員参加費 1,700円ビジター1,200円会 員

オンライン同時中継

春の歌衣
4月20日（木）

9：00~12：00 13：00~16：00 9：00~16：00
16,000円
21,000円

17,000円
23,000円

21,000円～
31,000円～

使用棟
左王舎
右王舎

貸棟 かしとう

※机、椅子、音調設備、スクリーン、プロジェクターなど有料備品についてはお問合せください。
※お申込みは利用開始日の３ヶ月前から受付します。
※目的・内容によりご利用いただけない場合がございます。
※駐車場はございません。近隣の有料駐車場をご利用ください。

貸室 かししつ
9：00~12：00 13：00~16：00 9：00~16：00
6,000円
7,000円

7,000円
8,000円

10,000円～
12,000円～

使用棟
左王舎
右王舎

※消費税別

※消費税別

た　ず

右王舎 左王舎

研修会 撮影会 展示会

五十鈴塾では、本格的な日本建築の中で作品展や発表会・撮影会・研修会などにお使いいただける「貸室」「貸棟」を行っています。
詳しくはホームページをご覧いただくか、お気軽にお問合せください。

一遍聖絵 ～ 神仏が習合の景色～

会員募集中
入会のご案内

五十鈴塾会員
年会費  5,000円
賛助会員

個人会員年会費 1口 10,000円
法人会員年会費 10口～ 100,000円～

ご入会いただくと、五十鈴塾の会員として
さまざまな特典を受けられます。

オンライン講座は同時中
継いたします。オンライン
の講座は「ストアカ」に直
接お申し込みください。

視聴についてのお問い合わ
せは五十鈴塾まで

オンライン講座

18：30～20：00 13：30～15：00

9：00～16：00 11：00～16：00



12名限定定 員

3月23日（木） 企画講座

長谷川  怜講 師 皇學館大学文学部国史学科助教

参加費 1,400円ビジター900円会 員

蕎麦あれこれ蕎麦あれこれ
年越しにそばを食べるのはなぜでしょう。諸説あ
りますが、そばは細く長くのびることからの縁起
説で、寿命を延ばし家運を伸ばしたいという願
いが込められています。そこで今回そばにまつ
わる様々なお話と、そば打ちの実演をお願いし
ました。ぜひこの機会に国民食であるそばの見
聞を広め、美味しいおそばを味わいませんか？

4月6日（木）

西村 哲平講 師 手打ち蕎麦柿右衛門店主

参加費 2,500円ビジター2,000円会 員

伊勢絽刺しに挑戦　伊勢絽刺しに挑戦　
4月10日（月）

西川 佐惠子講 師 伊勢絽刺し　彩いち主宰

参加費 3,800円ビジター3,300円会 員

企画講座

小津安二郎の伊勢・松阪小津安二郎の伊勢・松阪
2023年に生誕120年、没後60年を迎える映画監督・小津
安二郎。小津監督の映画は小津調とも称される独特の
構図やカメラワークで家族の機微を描き、日本だけでは
なく世界から高く評価されています。
本講座では、2冊の中学時代の日記を手がかりに、
小津安二郎の伊勢松阪における生活模様と映画への
関心について紐解いていきます。

4月21日（金） 企画講座

岩岡 太郎講 師 小津安二郎松阪記念館研究員

参加費 1,450円ビジター950円会 員

月三昧の夜月三昧の夜
月を望遠鏡でご覧いただき、月にまつわる現象、
宇宙開発についてお話しします。2023年4月20日
にオーストラリアやインドネシアで金環皆既日食
という稀な日食が起きます。その仕組みや魅力を
お伝えします。また人類を月に送る最新のアルテ
ミス計画やその後の月の活用について触れ、未来
の月世界を想像します。

4月24日（月） 企画講座

持田 大作講 師 名古屋市科学館学芸課天文係長

参加費 1,700円ビジター1,200円会 員

伊勢の文化とまちづくり伊勢の文化とまちづくり
現在おはらい町通りは、おかげ横丁を軸に賑わいを取り戻しましたが、1975年
頃は正月以外ほとんど閑散としていました。賑わいを取り戻そうと取り組んだの
が「おはらい町まちなみ保全事業」です。地元のまちづくり運動、貸付制度の創
設、近隣商業地域の拡大、おはらい町通りの無電柱化、石畳舗装などの取り組
みを伊勢の歴史的文化を背景に行政の立場から説明を伺います。
今後も先人の努力を無にする事なく、地元の人達はまちづくりを進めてほしい
との強い願いを込めた講座です。

5月10日（水）

阿形 次基講 師 元伊勢市役所職員

参加費 1,200円ビジター700円会 員

伊勢西国三十三所観音巡礼の魅力伊勢西国三十三所観音巡礼の魅力
伊勢西国三十三所観音巡礼は、伊勢神宮にお参りした帰路、辿りやすいように
伊勢神宮周辺から始り、北上する旅です。現在はいくたびかの変遷を経て、番外
なども含めて39ヶ寺を巡るルートとなっています。
今回は、菰野町の横山家の土蔵から発見された江戸時代の旅日記をもとに、江
戸時代の観音巡礼を探ります。横山家は名作庭家の重森三玲が手がけた庭園
が素晴らしい旧家でもあります。
江戸の旅、そして令和の旅、それぞれの魅力をお話しします。

絽刺しとは木枠に張った絽布の織目の隙間に1段または
数段ずつ様々な色の絹糸や金糸、うるし糸等を刺して模
様を表す技法です。
先生は伝統の海女文化である貝紫染の絹糸を刺し、図案
の開発など新しい絽刺し作品への取り組みを伊勢絽刺し
と名付けています。
今回はペンダントトップ、ミニ額縁どちらかを選び作成し
ます。

5月12日（金）

千種 清美講 師 文筆家・皇學館大学非常勤講師

参加費 1,400円ビジター900円会 員

企画講座

15名限定定 員

場 所 12：00に「茶KURA」集合

伊勢国司北畠氏の歴史⑦伊勢国司北畠氏の歴史⑦
三重県内各地に伝えられる伊勢国司北畠氏関係の古文書を読み解くことで、中
世後期の伊勢で活躍した北畠氏の歴史を見ていこうというシリーズの第7回目。
今回は応仁の乱を経て、いよいよ本格的な戦国時代に突入した文明年間から
永正年間（1486～1515ころ）にかけて活躍した北畠具方（材親）の古文書を読
みながら、北畠一族の木造政宗との対立に勝ち抜いた経緯などについて考え
ていこうと思います。
中世の古文書を読めるようになりたいと思っている方、大歓迎！！

3月27日（月） 企画講座

岡野 友彦講 師 皇學館大学文学部長

参加費 1,400円ビジター900円会 員

自衛隊久居駐屯地見学と桜鑑賞自衛隊久居駐屯地見学と桜鑑賞
災害時に活躍する姿はよく目にしますが、本来
自衛隊はどういう活動をしているのでしょうか。
活動のお話や施設の見学などから歴史を知り
理解を深めましょう。昼食も自衛隊の方々と同じ
自衛隊飯をいただきます。また久居駐屯地は地
元の皆さんから桜の名所といわれていますの
で、お昼からはその桜を観賞し、春を満喫します。

3月29日（水）

「つみくさ香」を楽しむ　「つみくさ香」を楽しむ　
4月11日（火） 企画講座

東  堯霞講 師 香道御家流三條西宗家直門師範

参加費 5,900円ビジター5,400円会 員

中国茶を楽しむ中国茶を楽しむ
いつも美味しくて楽しい中国茶講座。須永先生のお店で二種
類のお茶をいただきます。まずは西湖龍井茶、ヒスイ色でビ
タミンＣを含み美容効果あり。もう一つは見た目も美しい工
芸花茶でストレス解消に。先生おすすめの中国茶とワンプ
レートランチでリフレッシュしてみませんか。
※駐車場は台数制限があり、乗り合せでお越しください

4月12日（水）

須永 知佐講 師 中国茶茶房「茶KURA」オーナー

参加費 3,700円ビジター3,200円会 員

神宮と大和国一宮大神神社・長谷寺神宮と大和国一宮大神神社・長谷寺
奈良県桜井市三輪に鎮座する大神神社は、三輪山を御神体とする日本最古の
神社の一つとして知られています。
また、そこからほど近い同市初瀬の長谷寺は、十一面観世音菩薩を本尊とする
真言宗豊山派の総本山です。
一見、大神宮と何の関係もなさそうですが、三輪明神と長谷寺観音は、それぞ
れ天照大御神と同体であるとする観念が、かつて流布して居りました。
それは一体どういうことか。
当時（古代・中世）の宗教事情を踏まえつつ、お話ししたいと思います。

4月25日（火） 企画講座

多田 實道講 師 皇學館大学文学部教授・曹洞宗神照山廣泰寺住職・博士（文学）

参加費 1,400円ビジター900円会 員

餅は餅屋として餅は餅屋として
安永４（1775）年、伊勢参宮街道宮川のほとりに茶店を
設け、餅を商い初めたへんばや。当時参宮する人たちが
この店から馬を返したことから、へんば（返馬）餅と名付
けられたそうです。現当主奥野さんが創業当時から現
在までのお話、また地域の皆様に支えられながら「無理
をしない」を念頭に行っている身丈経営への取り組み、そして今後の展望まで
をお茶とお餅をお召し上がりいただきながらお話を伺います。

4月27日（木） 企画講座

奥野 耕二郎　講 師 有限会社へんばや商店代表取締役社長

参加費 1,500円ビジター1,000円会 員

日本の神話④ 日本の神話④ 
前回は天照大御神との誓約で五柱の男神と三柱の女神が生まれましたが、須
佐之男命はこの事実を自分の心が清いからと宣言し、この後、高天原で乱暴の
数々をおこなうのです。天照大御神は絶望し天の石屋戸にお隠れになってしま
い、世の中は暗黒の闇となり様々な禍がおこります。慌てふためいた神々はどう
対処したのでしょうか？今回は日本神話最大のハイライトともいうべき物語が
展開します。そしてそのお話の中にはなにか隠された意味もありそうです。
さてそれは・・・。

5月19日（金）

山中 一孝講 師 豆腐庵山中代表取締役

参加費 1,400円ビジター900円会 員

伊勢のことば談義伊勢のことば談義
そういやなあ、こないだも「ささって」と「しあさって」の話をテレビでやっとった
んさ。伊勢では「しあさって」っていうたら「明明明後日」やけど、標準語では「明
明後日」なんさなあ。
なんで、わざわざ同じ語形で違う意味を使こてござるんやろか。
ほれに、「ささって」と「しあさって」の境目が三重県内にあるもんで、よけい話が
ややこしことになっとるんやわ。
皆さんもそれぞれご存知の地域のことばを持ち寄っておいでてくださいなあ。

5月22日（月） 企画講座

齋藤  平講 師 皇學館大学教授

参加費 1,400円ビジター900円会 員

聖地巡礼聖地巡礼
平安末期、時の天皇を悩ませた妖怪がいました。
御所の上空を覆う黒雲の中から不気味な鳴声が聞こえてくるのです。
その正体は鵺（ぬえ）、頭が猿、胴は狸、尾は蛇、手足は虎という今想像しても猿
と狸ではちょっとお間抜けな姿ですが、当時の人たちにとっては身の毛もよだ
つ代物だったのですね。天皇の命でこれを退治したのが源頼政、俗に「源三位
頼政の鵺退治」と有名な話でした。退治した時に使った矢尻を洗ったのが鵺池、
その跡地に建てられたのが鵺神社で二条城の北西にあります。
今回はなにかと恐れられていた鵺に関する神社のお話です。

4月5日（水） 企画講座

西山  克講 師 京都教育大学名誉教授

参加費 1,700円ビジター1,200円会 員

倭姫命の御巡幸地を訪ねて その５倭姫命の御巡幸地を訪ねて その５
シリーズ５回目となる今回は、真名鶴伝説について掘り下げてみたいと思いま
す。伊雑宮所管の佐美長神社の伝承が有名ですが、それは第11代垂仁天皇27
年秋の話で、『倭姫命世記』は、その明くる年の秋にも佐々牟江宮で同じような
出来事を伝えています。
どうして２カ所も真名鶴伝説が記録されたのでしょうか。
そして倭姫命は、佐々牟江宮において抜穂を御前に懸け奉られましたが、ここ
からカケチカラの歴史が始まります。今回はこれらについて詳しく解説します。

4月13日（木） 企画講座

音羽  悟講 師 神宮司庁広報室広報課課長

参加費 1,400円ビジター900円会 員

お寺と仏像を知ろうお寺と仏像を知ろう
奈良興福寺は藤原鎌足、不比等ゆかりの寺です。この寺は何度も大火災にあい大半
の伽藍を失い、その都度再建を繰り返していました。壊滅状態に陥ったのは幕末に出
された神仏分離令によってです。建物や寺領は没収され、僧は全て還俗し再興は絶
望的と思われました。しかし明治15年から復興が開始され、今では世界遺産に登録
されています。東金堂、五重塔、北円堂は国宝、南円堂は重文。仏像も国宝や重文が多
数、昭和34年にできた国宝館にはあの天平時代の阿修羅様をはじめ八部衆、十代弟
子、7世紀の銅造仏頭など国宝重文がこれでもかというほどおわします。瀧川先生に
興福寺そのものと仏像の数々を教えてもらいながら、秋には現地に行く企画です。

5月8日（月） 企画講座

瀧川 和也講 師 三重県総合博物館調査・資料情報課課長

参加費 1,450円ビジター950円会 員

植木等と昭和の時代植木等と昭和の時代
三重県の出身の俳優、コメディアン、歌手、ギタリストとしていずれも一流で
あった植木等は3歳の時、父が小俣町の寺の住職となったのでこの地で育ちま
した。日本一の無責任男というキャッチが先行していますが、実はきわめて真
面目で一本筋の通った人物であったようです。50才を過ぎてから性格俳優とし
て活躍するようになり、黒澤明の「乱」や木下恵介の映画に出演、日本アカデ
ミー賞助演男優賞を受賞しています。平成29年に三重県立博物館で行われた
「植木等昭和の時代」を手掛けられた宇河先生に戦後の混乱から繁栄の時代
まで全速力で生き抜いてきた彼の足跡をお話いただきます。

5月29日（月） 企画講座

宇河 雅之講 師 三重県総合博物館展示・交流事業課課長代理（学芸員）

参加費 1,450円ビジター950円会 員

楽しい俳句　楽しい俳句　
わずか17文字に色々なことを詠みこむ俳句。筆記用具があればいつでもどこで
も楽しめる手軽な趣味。貴族社会で楽しまれていた連歌から始まり、俳諧となり、
芭蕉が芸術にまで高めた究極の短詩です。これを生み出したのが日本人であ
ることは世界に誇るべきことです。日本語のリズムは知らず知らずに五七五に
なっているといわれています。つまり誰もが俳句を作る下地を持っているので
す。今や世界の人々が作る俳句、一度ぜひ作ってみてください。
石井先生が分かりやすくノウハウを教えてくださいます。

３月22日（水）・４月26日（水）・５月24日（水） 企画講座

石井 いさお講 師 煌星俳句会主宰

参加費 2,100円ビジター1,600円会 員

蓄音機で聴く「音の歴史」蓄音機で聴く「音の歴史」
19世紀にレコードと蓄音機が発明されると、人々は音
楽や伝統芸能などを自宅で楽しむことができるように
なりました。戦前期には、政治家による演説やスポー
ツの実況も録音され、レコードは多様な使われ方を
していました。今回の講座では蓄音機でレコードを再
生しながら近代における「音の歴史」を解説していた
だきます。

（食事代含む・お土産付）　

野外講座

場 所 9：10に近鉄久居駅東側集合
2,000円ビジター1,500円会 員参加費

15名限定定 員

（材料費含む）　

（香莚料・食事代・お菓子代含む）　

「風ふいて  つみくさの人  居すなりぬ」　虚子
摘み草は春の季語。
お楽しみの香りは、土筆（佐曽羅）・わらび（羅
国）・芹（真南蛮）・野遊び（伽羅）、それぞれとて
もいい香りで、身体にもいいのです。
いろいろな香りを優雅に聞き分けて、春の摘
み草を香りで楽しみましょう。

ら

ま な ばん きゃら

そ らさ

野外講座

（食事代・茶菓代含む）　

体験講座

（各回）

（休憩１時間含む）

～京都の神社② 鵺神社～～京都の神社② 鵺神社～

～手打ちそばを楽しむ～～手打ちそばを楽しむ～

～真名鶴伝説とカケチカラ～～真名鶴伝説とカケチカラ～

～日食から宇宙開発まで～～日食から宇宙開発まで～

五十鈴茶屋製の和菓子
付き

～へんばやの身の丈経営を語る～～へんばやの身の丈経営を語る～

～奈良興福寺①～　～奈良興福寺①～　

～内宮おはらい町まちなみ保全事業～～内宮おはらい町まちなみ保全事業～

オンライン同時中継

オンライン同時中継

～菰野横山家の巡礼記をもとに～～菰野横山家の巡礼記をもとに～

～古事記を中心として～～古事記を中心として～

（昼食代含む）　

こく

（試食代含む）　

13：30～15：00 10：00～15：00

13：30～15：00 18：30～20：30

9：10～14：00 12：00～14：30

11：00～13：30 13：30～15：00

13：30～15：00 13：30～15：00

13：30～15：30

13：30～15：00 13：30～15：00

13：30～15：00 13：30～15：00

13：30～15：00 18：30～20：00

18：30～20：30 18：30～20：00

10：00～12：00


