山梨近代人物館

講座一覧

平成27年度
回

開催日

テーマ

第1回

平成27年4月26日（日）

人物学講座『地域を創生した甲州財閥』

第2回

平成27年5月23日（土）

人物学講座『天下の雨敬と呼ばれた男

講師

第3回

平成27年6月28日（日）

人物学講座『二つの道ー鉄道と茶道ーから見た小林一三』

原武史（明治学院大学教授）

第4回

平成27年7月25日（土）

講座『手づくり電池を作ってみよう』

関東電気保安協会

第5回

平成27年8月23日（日）

人物学講座『山梨が生んだ「地下鉄の父」早川徳次』

小畑茂雄（山梨県立博物館学芸員）

第6回

平成27年9月17日（日）

人物学講座『「日本の郵便制度

林陽一郎氏

第7回

平成27年10月18日（日）

人物学講座『人間愛と朝鮮の美に生きた浅川兄弟』

第8回

平成27年12月6日（日）

人物学講座『山梨に生まれ明治大正期の日米外交に尽力した中米大使

第9回

平成28年1月23日（土）

人物学講座『ワイン産業の群像ー高野正誠を中心としてー』

齋藤康彦（山梨大学名誉教授）
雨宮敬次郎の生涯』

江宮隆之（作家）

創始者の責任」杉浦譲』

江宮隆之（作家）
埴原正直』

雨宮正英（郷土史研究者）
小野正文（甲州市教育委員会文化財指導監）

第10回 平成29年2月27日（土）

人物学講座『明治維新のうねりと向き合った「兵学校教官 永峯秀樹」と「県権参事 富岡敬明」』

澤⾕滋⼦（北杜市浅川伯教・巧兄弟資料館館⻑）

第11回 平成28年3月13日（日）

人物学講座『地方病終息に生涯をかけた杉浦健造と山梨の先駆者系譜』

中野良男（昭和町風土伝承館杉浦醫院館⻑）

講師

平成28年度
回

開催日

テーマ

第1回

平成28年4月24日（日）

講座『昭和5年創建当時の優雅な姿によみがった県庁舎別館』〜保存修復ものがたり〜

小⽥切浩（山梨県県土整備部営繕課課⻑）

第2回

平成28年5月21日（土）

人物学講座『近代山梨の礎を築いた藤村紫朗』

齋藤康彦（山梨大学名誉教授）

第3回

平成28年6月18日（土）

人物学講座『初代・二代目の報恩の志を果たした三代目塚本定右衛門』

第4回

平成28年7月24日（日）

第5回

平成28年8月20日（土）

人物学講座『「県権参事富岡敬明」（1822-1909）〜明治山梨に遺した精神（こころ）〜』

澤⾕滋⼦（北杜市浅川伯教・巧兄弟資料館館⻑）

第6回

平成28年9月10日（土）

人物学講座『郷土資料「甲州文庫」を収集功⼑⻲内』

小畑茂雄（山梨県立博物館学芸員）

第7回

平成28年10月22日（土）

人物学講座『飯⽥蛇笏その人生と俳句』

井上康明（俳誌「郭公」主宰）

第8回

平成28年11月19日（土）

人物学講座『樋口一葉の山梨』

吉川豊⼦（山梨県立大学名誉教授）

第9回

平成28年12月10日（土）

人物学講座『文明開化のビール醸造野口正章の朝鮮』

守屋正彦（筑波大学教授）

第10回 平成29年2月18日（土）

人物学講座『近藤浩一路水墨の魅力』

若林由美⼦（南部町立美術館学芸員）

第11回 平成29年3月11日（土）

講座『甲府城周辺の歴史と人物館ゆかりの地を訪ねる』

人物学講座『山梨県・清里に戦後、モデル農村コミュニティをつくりあげたアメリカ人ポール・ラッ
シュ』

藤堂泰脩（聚心庵「ツカモトコーポレーション資料館」館⻑）
ポール・ラッシュ記念館学芸員

秦英水⼦氏

山梨県埋蔵文化財センター職員
宮久保真紀（NPO法人文化財保存技術ネットワーク・ユアブレーン）

平成29年度
回

開催日

第1回

平成29年10月7日（土）

テーマ

講師

第2回

平成29年6月10日（土）

人物学講座『山梨の女⼦教育の先駆者・伊藤うた』

第3回

平成29年7月22日（土）

人物学講座『山中共古が山梨に築いた学問ー柳⽥国男から広瀬千香・中沢新一までー』

講座『朝日町界隈の史跡と人物館ゆかりの地を訪ねる』
※5月13日（土曜日）に雨天のため延期したイベントを10月7日に開催しました。

NPO法人つなぐ
伊藤祐寛（甲斐清和高等学校校⻑）
杉本仁（柳⽥国男研究会）
手塚義彦（元甲府市立北中学校校⻑）
⾦井幸則（元笛吹市立⽯和中学校校⻑）

第4回

平成29年8月5日（土）

講座『山梨県指定文化財の県庁舎別館をスケッチしよう！』

第5回

平成29年9月27日（水）

人物学講座『徽典館の学頭たちと近代の足音』

成瀬哲生（山梨大学名誉教授）

第6回

平成29年11月12日（日）

人物学講座『山梨県最初の銀行を設立した栗原信近の生涯』

⻲井大輔（山梨中銀⾦融資料館学芸員）

第7回

平成29年12月3日（日）

人物学講座『中高校生のための人物から学ぶやまなしの歴史ツアー』

第8回

平成29年12月10日（日）

講座『山梨近代人物館のクリスマス音楽会〜岩崎けんいちさんの音⾊でやまなしを楽しもう〜』

第9回

平成30年2月10日（土）

人物学講座『日本の発展に貢献した山梨の人々〜「地下鉄の父」早川徳次を中心に〜』

小畑茂雄（山梨県立博物館学芸員）

講座『山梨県埋蔵文化財センターの職員と行くお城ウォーキング』

山梨県埋蔵文化財センター職員

宇野五千雄（元笛吹市立御坂中学校校⻑）
⽯川利彦（元甲府市立相川小学校校⻑）

鈴木裕⼦（山梨市教育委員会）
三森哲也（宮光園施設⻑）
⻲井大輔（山梨中銀⾦融資料館学芸員）
小畑茂雄（山梨県立博物館学芸員）

第10回 平成30年2月25日（日）
第11回 平成30年3月4日（日）

人物学講座『内藤多仲の築いてきたもの〜学問から建築構造設計へ 東京タワーまでの積み重ねの人
生〜』

岩崎けんいち（シンガーソングライター）
オエムシくん（イラストレーター）

山⽥眞（早稲⽥大学理工学術院教授）

平成30年度
回

開催日

テーマ

第1回

平成30年4月21日（土）

人物学講座『山梨の殖産興業〜ワインを学びにフランスへ留学した⻘年たち〜』

講師
齋藤康彦（山梨大学名誉教授）

第2回

平成30年5月19日（土）

人物学講座『第五代県令 藤村紫朗と山梨の近代化』

植松光宏（元甲府市立図書館館⻑・郷土資料館奈⿇余美文庫）

第3回

平成30年6月9日（土）

人物学講座『明治40年の大水害と塚本定右衛門』

小畑茂雄（山梨県立博物館学芸員）

第4回

平成30年7月22日（日）

人物学講座『人物から学ぶやまなしの歴史ツアー』

公益社団法人やまなし観光推進機構

第5回

平成30年8月5日（日）

講座『⼦どもから大人まで一緒に学ぼう！山梨の先人しらべ』

澤⾕滋⼦（北杜市浅川伯教・巧兄弟資料館館⻑）

第6回

平成30年9月1日（土）

人物学講座『杉浦譲と渋沢栄一〜幕末維新期の友情〜』

関根仁（渋沢史料館学芸員）

第7回

平成30年10月14日（日）

人物学講座『旧知事室・正庁「復元」秘話』

髙相正樹（株式会社⾺場設計 取締役設計室⻑・一級建築⼠）

第8回

平成30年11月17日（土）

人物学講座『雨宮敬次郎』

加藤嘉晴（元山梨放送アナウンサー)

第9回

平成30年12月22日（土）

講座『山梨近代人物館のクリスマス

音楽会＆おはなし会』

第1部

小畑茂雄（山梨県立博物館学芸員）

第2部

山梨県立甲府第一高等学校ア・カペラ部

第3部

岩崎けんいち氏、チャンティ氏（シンガーソングライター)

第10回 平成31年1月20日（日）

人物学講座『若尾逸平〜ビジネスチャンスは天秤棒から〜』

小畑茂雄（山梨県立博物館学芸員）

第11回 平成31年2月16日（土）

講座『明治・大正・昭和を駆け抜けた甲州人たち』

江宮隆之（作家）

平成31年度・令和元年度
回

開催日

テーマ

講師

第1回

平成31年4月20日（土）

人物学講座『若尾逸平と甲府とのかかわり』

齋藤康彦（山梨大学名誉教授）

第2回

令和元年6月29日（土）

講座『山梨ワイン誕生考』

仲⽥道弘（山梨県観光部部⻑）

第3回

令和元年7月21日（日）

講座『いのちの積み木』

井上広法（浄土宗光琳寺 副住職）

第4回

令和元年7月28日（日）

人物学講座『人物から学ぶやまなしの歴史探訪ツアー』

第5回

令和元年8月18日（日）

講座『古写真から見る近代甲府』

小畑茂雄（山梨県立博物館学芸員）

第6回

令和元年9月21日（土）

人物学講座『小宮山清三 表消防・裏木喰という生き方』

江宮隆之（作家）

第7回

令和元年10月19日（土）

人物学講座『山梨ゆかりの文学者−逸品資料とともにご紹介−』

保坂雅⼦（山梨県立文学館学芸課課⻑）

第8回

令和元年11月23日（土）

人物学講座『語り 樋口一葉「たけくらべ」』

第9回

令和元年12月21日（土）

山梨近代人物館のクリスマス

矢吹一美（南アルプス市教育委員会市立図書館副主幹）
若林由美⼦（近藤浩一路記念南部町立美術館学芸員）
岩間湛教（昌福寺住職）
小畑茂雄（山梨県立博物館学芸員）

第10回 令和2年1月19日（日）

人物学講座『今伝えたい「小島の春」の真実〜叔⺟ 小川正⼦の生き方をたどって〜』

第11回 令和2年3月28日（土）

⼦ども居場所ワークショップ「⼦ども歴史探検隊」

講話

高室有⼦（山梨県立文学館学芸幹）

朗読

山形由紀⼦（フリーアナウンサー）

人形劇団「こんぺいとう」
ＮＹＴ
吉原五鈴⼦
今福利恵（埋蔵文化財センター史跡資料活⽤課⻑）
正木李洋（埋蔵文化財センター副主査・文化財主事

令和2年度
回

開催日

第1回

中止（第5回として開催）

第2回

中止

「地方病撲滅に奮闘した医師

第3回

令和2年6月27日（土）

人物学講座「県権参事

富岡敬明

第4回

令和2年7月18日（土）

人物学講座「清里の父

ポール・ラッシュ

第5回

令和2年8月22日（土）

人物学講座「第十国立銀行初代頭取 栗原信近 ―新旧紙幣に選ばれた人物との意外な接点―」

⻲井大輔（山梨中銀⾦融資料館学芸員）

第6回

令和2年9月19日（土）

山梨近代人物館・開館5周年記念講座「郷土をひらいた先駆者たち」

江宮隆之（作家）

第7回

令和2年10月31日（土）

「根津嘉一郎と小林一三

第8回

令和2年11月29日（日）

「小林一三

第9回

令和2年12月20日（日）

「講演『県庁舎別館の文化的価値と近代人物館ができるまで』＆映像鑑賞会『礎を築いた人々』」

中山誠二（南アルプス市ふるさと文化伝承館館⻑）

第10回 令和3年1月31日（日）

「八巻九萬と山梨共修社」

堀内万寿夫（作家、文芸評論家）

第11回 令和3年3月7日（日）

「山梨の⺠俗を今に伝える『甲斐の落葉』とは…」

丸尾依⼦（山梨県立博物館学芸員）

第12回 令和3年3月13日（土）

「山梨の宝物・甲州文庫と功⼑⻲内―『甲州文庫』県移管から70周年―」

小畑茂雄（山梨県立博物館学芸員）

PR

PR事業講座「『開拓魂のカリスマ』がポール・ラッシュ博⼠から学んだこと」

舩木上次（萌木の村株式会社代表取締役社⻑）

令和2年9月12日（土）

テーマ

講師
杉浦健造」

中野良男（昭和町風土伝承館杉浦醫院前館⻑）

〜明治という変⾰期を生きた一地方高官の気概〜」
―最善を尽くせ

しかも一流であれ―」

〜偉業を成したふたりの茶人としての深淵〜」

澤⾕滋⼦（浅川伯教・巧兄弟資料館前館⻑）
秦英水⼦（ポール・ラッシュ記念館副館⻑）

齋藤康彦（山梨大学名誉教授）
仙海義之（公益財団法人阪急文化財団理事、逸翁美術館・小林一三記念館・池⽥文

〜お客様ファーストで広げた多様な事業アイディア〜」

庫館⻑）

PR事業講座「日本ワイン歴史マイスター」

PR

令和2年10月24日（土）

【第1回：ワイン概要】

令和2年11月7日（土）

【第2回：明治期日本ワインの歴史（1）】

令和2年11月28日（土）

【第3回：明治期日本ワインの歴史（2）】

令和2年12月5日（土）

【第4回：明治期日本ワインの歴史（3）】

令和2年12月12日（土）

【第5回：明治から見た今日の日本ワイン】

令和2年12月19日（土）

【第6回：甲州ぶどうの歴史と甲州ワイン】

仲⽥道弘（山梨県立大学客員教授、公益社団法人やまなし観光推進機構理事⻑）

令和3年度
回

開催日

テーマ

第1回

令和3年4月24日（土）

「浅川巧の生涯

講師

第2回

令和3年5月29日（土）

「村岡花⼦〜『花⼦とアン』だけでは分からないその実像とは〜」

第3回

令和3年7月18日（日）

「渋沢栄一と山梨の近代人物たち―杉浦譲から⻘い目の人形まで―」

第4回

令和3年7月4日（日）

ジュニアリーダー研修会「山梨の近代を築いた人々」

小畑茂雄（山梨県立博物館学芸員）

第5回

令和3年10月3日（日）

「土屋龍憲〜ブドウとワインの一大産地の礎〜」

萩原⿇由（甲州市教育委員会文化財課 歴史まちづくり担当学芸員）

第6回

中止

「陶片」を読む

飯野正仁（元山梨県立美術館学芸課、元山梨県立文学館資料情報課学芸員）

第7回

令和3年10月23日（土）

「わたしたちのまちの先駆者たち―南アルプス・峡南地域―」

小畑茂雄（山梨県立博物館学芸員）

第8回

令和3年11月20日（土）

「山梨県誕生150周年―明治維新と甲州の⺠衆―」

齋藤康彦（山梨大学名誉教授）

第9回

令和3年12月18日（土）

「光の水墨画家

平林彰（山梨県立美術館学芸員）

―彼を支えた兄・伯教と仲間たち―」

江宮隆之（作家）
深沢美恵⼦（山梨英和学院史料室⻑）
※延期開催

浅川伯教と朝鮮陶磁研究

近藤浩一路」

小畑茂雄（山梨県立博物館学芸員）

第10回 中止

「⽯橋湛山 われわれは“小日本主義”から何を学ぶか？」

増⽥弘（立正大学名誉教授）

第11回 中止

「近藤喜則その時代―明治期の南部―」

若林由美⼦（近藤浩一路記念南部町立美術館学芸員）

PR

令和3年7月25日（日）

「新一万円の肖像

⻲井大輔（山梨中銀⾦融資料館学芸員）

PR

令和3年11月8日（月）・22日（月）

「郷土を築いた人々」（山梨県生涯学習推進センター共催）

小畑茂雄（山梨県立博物館学芸員）

PR

令和4年3月13日（日）

「名取春仙と南アルプス市ゆかりの画家たち」

矢野晴代（南アルプス市立美術館学芸員）

講師

渋沢栄一〜「国立銀行」創業と山梨〜」

令和4年度
回

開催日

テーマ

第1回

令和4年4月24日（日）

「富岡敬明生誕200年・大小切騒動150年―富岡敬明と山梨―」

第2回

令和4年5月22日（日）

「山中共古

第3回

令和4年6月25日（土）

「ポール・ラッシュとアマチュアスポーツ」

秦英水⼦（ポール・ラッシュ記念館副館⻑）

第4回

令和4年7月23日（土）

「山梨新聞ことはじめ―「峡中新誌」からの出発

磯部敦（奈良女⼦大学研究院人文科学系教授）

第5回

令和4年9月10日（土）

「⽯橋湛山

増⽥弘（立正大学名誉教授）

第6回

令和4年10月22日（土）

「天下の雨敬

PR

令和4年11月13日（日）

「甲府の本屋さん ―江⼾から明治へ―」

―牧師であり⺠俗学者であったその足跡を山梨県内に追う―」

われわれは“小日本主義”から何を学ぶか？」
明治を拓く」

齋藤康彦（山梨大学名誉教授）
杉本仁（柳⽥国男研究会）

江宮隆之（作家）
鈴木俊幸（中央大学文学部教授）

