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歴史はその時代に生きる人々によって創られ、

伝統は時代とともに変化します。 今を生きる人々

の日々の営みや新たな挑戦の積み重ねが次代の

倉吉を創っていきます。 今年の生涯学習講座は、

倉吉の歴史や伝統などを大切にしながら新しい

試みを始めた人や取組みについて学びます。

今さら聞けないポップカルチャー

ひなビタ♪が伝える倉吉の魅力

TOMOSUKE （ひなビタ♪の生みの親）
　　　　　　　　　　　　　　　　 ほか
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暮らしを創る ・ 人生を創る
～福原発 田舎暮らしのメッセージ～

得田優 （自然がっこう旅をする木代表）
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(土)

自然のお茶を楽しむ
～倉吉の焼き物で味わう～

じねん

近藤美知絵 （お茶を楽しむ会主宰）
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主催：倉吉市教育委員会

会場：倉吉交流プラザ（10/22 のみ COCOROSTORE）　　　定員：150 人（10/22 のみ 15 人）

時間：午後１時 30 分～３時（10/22 のみ午前 10 時～ 11 時 30 分）

受講料：各回 500 円（大学生以下無料、パスポート会費 1000 円で何回でも受講可能、

10/22 のみ別途実費必要）　※パスポート会員特典：期間中、倉吉博物館に入館無料（常設

展示は何回でも無料。特別展は１回無料）　　　　※とっとり県民カレッジ連携講座です

申込み・問い合わせ先：倉吉市教育委員会事務局生涯学習課
電話 (0858)22-8167 ／ FAX(0858)22-1638 ／ Email：gakushu@city.kurayoshi.lg.jp

万葉歌人がつなぐ
　　　　山陰の歴史と文化
川島芙美子 （山陰万葉を歩く会会長）
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第１回

伝統を紡ぐ
～のこすべきもの、 変わりゆくもの～

山本佳靖 （国造焼四代目）

田中信宏 （COCOROSTORE 店主）

片桐隆嗣 （赤碕こども園園長）
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(日)

第２回

第３回

第４回

体験
講座



平成 28 年度生涯学習講座「みち」をひらく

万葉歌人がつなぐ　山陰の歴史と文化

古来、山陰道は大陸・朝鮮半島に向けた玄関口として重要な地域であり、万葉集の中でも
名高い歌人が国司（国の役人）として赴任していました。伯耆国の山上憶良や石見の国の
柿本人麻呂など、各々に山陰の風土と歴史や文化を的確に歌いのこしています。現代の
山陰に残る万葉歌人の足跡を歌を交えて解説するとともに、山陰両県から万葉ロマンを
全国に向けて発信する取組みや、人づくり・まちづくりにつなげる取組などを紹介します。

倉吉交流プラザ 視聴覚ホール 奈良女子大学文学部国文学科卒業、
島根大学大学院修士課程修了。島根県立高校教員
を経て、神話や万葉集などをテーマにした郷土作家
として活躍中。著書に『出雲の神々に出会う旅』

『人麻呂さん 石見に生きて恋して』『こども出雲国
風土記』ほか多数。現在、「山陰万葉を歩く会」
会長、「風土記を訪ねる会」代表。　　  　　　　

川島芙美子さん

（山陰万葉を歩く会会長）
午後１時 30分～ 3時

土

伝統を紡ぐ
～のこすべきもの、変わりゆくもの～

伝統が続いていく背景には、職人など “ 作り手 ” のたゆまぬ
努力だけでなく、その品を使う私たち “ 使い手 ” や、作り手
と使い手を取り持つ “ 配り手 ” の存在があります。倉吉の
若き “ 作り手 ” 国造焼四代目、“ 配り手 ” ギャラリー店主に、
長年教育現場で作り手の卵を見守り支えた “ 使い手 ” を交え、
それぞれの道で目指すモノや新たな取り組みについて語り
合います。また、三者が繋がることで生まれる、伝統を
継承する力について考えます。

※会場内に器を展示します。

日

” 作り手 “ 山本佳靖さん
（国造焼四代目）

 倉吉市不入岡で明治より続く国造焼の四代目。
2001 年に父・三代目・浩彩に師事し、2006 年
より四代目となる。 2013 年には第 22 回日本陶芸展
　に入選。国造焼で初めての食器作りに取組む。

倉吉交流プラザ　視聴覚ホール

” 使い手 “ 片桐隆嗣さん（赤碕こども園 園長）
　　2016 年 4 月に赤碕こども園の園長に就任。 個々の子ども、
 あるいは集団の興味関心を大切にしながら、遊びを通して学びを
深めていく「プロジェクト保育」を実践。前職の美術大学での
経験を生かして、美術やものづくりを幼児教育や社会教育に
どのように活かしていけるのかを探究している。五感を通しての
　学び、個の能力を伸ばしながら共同性を育てる教育のあり方、
　　　 アートワークショップにおける学びなどに詳しい。

今さら聞けないポップカルチャー

ひなビタ♪が伝える倉吉の魅力

今年４月に倉吉市が姉妹都市提携を結んだ “ 倉野川市 ” をご存知でしょうか。倉野川市は
キャラクター音楽コンテンツ「ひなビタ♪」の舞台となっている架空の地方都市。倉吉市
によく似た風景や地名が登場するため、倉吉市に全国からファンが訪れています。ひなビタ♪
の生みの親に倉吉市の魅力をお聞きするとともに、倉吉市が誘致企業や地元事業者、地域
と協力して進める倉吉の新しい魅力づくりについて意見を交わします。

倉吉交流プラザ 視聴覚ホール 株式会社コナミデジタルエンタ
テインメント所属のゲームミュー

ジックの作曲家。音楽配信企画「ひなビタ♪」の
企画・原案・音楽監修を行っている。また、TOMO
SUKE、Zektbach 等、様々な名義で音楽ゲーム
「BEMANI」シリーズの制作に携わっている。　 

TOMOSUKE さん

（ひなビタ♪の生みの親）
ほか

受講者多数の場合はパスポート会員優先入場

祝

暮らしを創る・人生を創る
～福原発　田舎暮らしのメッセージ～

石川生まれ大阪育ちの若者が世界を旅した果てに移住した地は、倉吉の福原
集落でした。旅の中で毎日を充実した気持ちで暮らすことの大切さに気付き、
現在福原の大自然と人と家族に囲まれながら “ 暮らし ” を模索しています。
福原の田舎暮らしから感じる、これからの未来へのヒントとは。人生を豊かに
する暮らしとは。世界や福原の魅力を伝える多数の写真とともに紹介します。

1981 年石川県生まれ。大学卒業後、
大阪の広告業界に就職するも、世界の人々の暮らしに
興味を持ち世界の旅へ。そこで、物質ではなく心が豊か
な暮らし方や、のびのびと生きる子ども達の笑顔に出会
い、日本的「幸せ」の基準に疑問を抱く。帰国後退職。
2011 年福原に移住。2015 年暮らしと旅と自然をテーマ
にした学び舎「自然がっこう旅をする木」を立ち上げる。

得田　優　さん

（自然がっこう旅をする木代表）
土

自然のお茶を楽しむ ～倉吉の焼き物で味わう～

自然のお茶は、昔、薬だったといいます。講師が日本各地を歩き、体を通して探した
昔ながらの自然茶を、香りの立つ秋に飲んで、味わい楽しみます。生まれ育った
関金町では、かって家々でお茶は手作りし、四季によって変化するお茶を暮らしの
“ 間 ” に飲んでいました。縁側文化から生まれた “ 間 ” を楽しむ生活文化を一緒に
体験してみましょう。※地元倉吉の器でお茶をいただきます。

COCOROSTORE（魚町 2516）

倉吉市生まれ。千葉県流山市で「お茶
を楽しむ会」主宰。日本の気候風土に根ざ

した自然のお茶を仲間とともに味わい楽しむ。自然の
お茶は、昔、薬だったと言う、お茶本来の香り・苦味・
渋みを持ち、誰もが安心して飲めるお茶。山茶、在来
種のお茶を求め、日本各地を歩く。　　　　　　　　

近藤美知絵さん

（お茶を楽しむ会主宰）土

” 配り手 “ 田中信宏さん
（COCOROSTORE 店主）

 長野からＵターンし、2011 年に COCOROSTORE をオー
プン。山陰の民工芸品の素晴らしさを伝えるため、作り手
と企画したワーク ショップなども 開催。全国各地に出向
　いてイベントに参加し、山陰の良いものを紹介している。

※定員１５人 申し込み多数の場合は、第２回講座受講者の中から抽選します。 ※実費必要 受講料 500 円のほか実費が必要。
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午後１時 30分～ 3時

午後１時 30分～ 3時
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倉吉交流プラザ　視聴覚ホール午後１時 30分～ 3時
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午前１0時～ 11時 30分


