
月/日 担当課（室）係名 電話

９月１５日（金）
兵庫県立歴史博物館

事業企画課
０７９－２８８－９０１１

開催日時 イベント名 イベント内容 会場 実施時間 料　　　金 受付期間・受付方法 備　考

１０月７日（土）
～１１月２６日（日）

兵庫県政１５０周年記念先行事業
特別展「ひょうごと秀吉

―近年の新紹介資料を交えて―」

豊臣秀吉は統一政権を樹立して中世を終わらせまし
た。県域においても、織田信長の家臣として天正8年
から9年（1580～1581）にかけて播磨・但馬・淡路を制
圧するとともに、その後の支配制度の変革をとおして
中世社会から近世社会への転換を導きました。秀吉
に関しては、近年、たつの市や豊岡市などで、新発見
の古文書の紹介が相次いでいます。本展では、こうし
た新資料を交えつつ、県域に伝来したものを中心に、
秀吉の足跡を示す資料や、県域に定着した豊臣系大
名に関する資料を紹介し、あらためて秀吉が県域の
歴史において果たした役割を見直していきます。

ギャラリー
１０：００～１７：００

(入館は１６：３０まで）

一　般：１０００円
大学生：７００円

高校生以下：無料

１０月８日（日）
特別展「ひょうごと秀吉」

展示解説
解説：前田 徹（当館学芸員）

特別展「ひょうごと秀吉―近年の新紹介資料を交えて
―」の担当学芸員による展示解説です。

ギャラリー １１：００～
特別展観覧料金が

必要

１０月１４日（土）
れきはくロビーコンサート

演奏：松尾 茜（ヴァイオリン）
新進の演奏者がパフォーマンスを披露します。午後の
ひととき、素敵な音色を聴きながら過ごしませんか。

ロビー １４：００～ 無料

１０月１８日（水）
友の会研修旅行
「福山を訪ねる」

鞆の浦（対潮楼・太田家住宅）、明王院、福山城、草
戸千軒ミュージアムを訪ねます。

広島県 １０：３０～１６：３０
８０００円

（入場料、昼食費、
保険込み）

往復はがきで申込み
受付期間は

９月７日（木）～
９月２０日（水）

定員４０名
（友の会会員のみ、

応募者多数の
場合は抽選）

１０月２２日（日）

歴史講演会③
「石田三成の生涯と業績」

講師：太田 浩司氏
（長浜市長浜城歴史博物館前館長）

石田三成は関ヶ原合戦で敗れ、その懐いてきた秀吉
家臣時代以来の政権構想は、ついに日本史上では成
就しませんでした。しかし、三成を破った徳川家康が
樹立した幕府は、三成の経済政策をそのまま引き継
ぐものでした。関ヶ原の敗者としての三成とは裏腹に、
日本の近世（江戸時代）の枠組みを創った政治家とし
ての姿を探ります。

ホール １４：００～１５：３０
３００円

（友の会会員は
無料）

当日受付
定員１００名
（先着順）

１０月２７日（金）

歴史の旅①
「海に臨む歴史の舞台をめぐる

五色塚古墳と明石城」
案内：堀田 浩之（当館学芸課長）

明石海峡は古来より交通の要衝として、海に臨む場
所に特別な建造物が構築されてきました。今回の現
地見学会では、海を強く意識した古墳と近世城郭とい
う、この地域ならではの新旧の軍事拠点に着目し、そ
の立地のあり方を探ります。

五色塚古墳
明石城跡

ほか

１２：３０頃
　～１６：３０頃

３００円
（友の会会員は

無料）
別途実費が必要

往復はがきで申込み
受付期間は

９月２２日（金）～
１０月６日（金）

定員３０名
（応募者多数の
場合は抽選）

１０月２８日（土）
特別展「ひょうごと秀吉」

展示解説
講師：前田 徹（当館学芸員）

特別展「ひょうごと秀吉―近年の新紹介資料を交えて
―」の担当学芸員による展示解説です。

ギャラリー １１：００～
特別展観覧料金が

必要

１０月２９日（日）

特別展講演会「兵庫で見つかった秀吉
文書について―近年の新出分を中心に

―」
講師：村井 祐樹氏

（東京大学史料編纂所准教授）

講師は、近年の県域での新発見豊臣秀吉関係文書
のうち、大部分の調査を担当した方です。たつの市の
龍野神社旧蔵文書や、豊岡市での新発見文書など、
調査成果を踏まえて、新発見秀吉文書の魅力をご紹
介します。

ホール １４：００～１５：３０ 無料 当日受付
定員１００名
（先着順）

１０月２９日（日）
歴はく倶楽部

「石ころに絵をかこう」
好きな大きさや形の石を選び、大きさ・形を利用して
石ころに絵をかきます。

大手前公園
(ひめじ国際交流
フェスティバル）

１０：００～１５：００ 無料
当日受付

１０：００～１４：３０

小学４年生以下のお
子様は要保護者同
伴

１０月３１日(火)
「自分史の会」

講師：端 信行(当館名誉館長）

自分史づくりのお手伝いをします。私たちひとりひとり
の人生はかけがえのないものです。歴史の中で自分
の歩みを振り返ってみませんか。

体験ルーム １３：３０～１５：３０ 無料 当日受付

１１月５日（日）
現地見学会「三木合戦付城跡を歩く」

講師：前田 徹（当館学芸員）

秀吉の播磨攻めのクライマックスとなったのが天正6
年～8年（1580～1582）の三木合戦です。秀吉勢が三
木城包囲のために築いた付城跡のうち、１ヶ所を選ん
でご案内します。

三木合戦付城跡のう
ち１ヶ所（三木市内）

１２：５０頃
　～１６：００頃

１００円程（保険料）
路線バス代

（数百円程度）

往復はがきで申込み
受付期間は

１０月２４日（火）まで

定員２０名
（応募者多数の
場合は抽選）

１１月１１日（土）
連続歴史講座

「古文書に親しむⅡ(近世編)①」
講師：大黒 恵理（当館学芸員）

当館学芸員による古文書の講座です。より多くの方に
古文書の魅力を知っていただければ幸いです。

体験ルーム １４：００～１５：３０ 無料

往復はがきで申込み
受付期間は

１０月１１日（水）～
１０月２４日（火）

定員３０名
（応募者多数の
場合は抽選）

１１月１１日（土）
れきはくロビーコンサート

演奏：兵庫県立姫路東高等学校
ギター・マンドリン部

姫路東高校ギター・マンドリン部による演奏です。午後
のひととき、素敵な音色を聴きながら過ごしません
か。

ロビー １４：００～ 無料

１１月１２日（日）

　　　　　　　館長トークイベント
　　　　館長鼎談「豊臣秀吉を語る」
　講談：旭堂 南海氏（講談師）
　鼎談ゲスト：脇田 修氏
　　　　　　　　（大阪大学名誉教授、
　　　　　　　　　大阪歴史博物館前館長）
　　　　　　　　北川 央氏
　　　　　　　　（大阪城天守閣館長）
　当館より：藪田 貫（当館館長）

講談師旭堂南海氏による講談『難波戦記』と、秀吉研
究の第一人者をお招きしての当館館長との鼎談を行
います。鼎談では、ゲストの方々ご自身のこれまでの
秀吉研究をお話しいただきながら、秀吉の魅力に迫り
ます。

あいめっせホール
（イーグレひめじ３階）

１３：３０～１５：００ 無料
往復はがきで申込み

受付期間は
１０月３１日（火）まで

定員３２０名
（応募者多数の
場合は抽選）

１１月１８日（土）
連続歴史講座

「古文書に親しむⅡ(近世編)②」
講師：大黒 恵理（当館学芸員）

当館学芸員による古文書の講座です。より多くの方に
古文書の魅力を知っていただければ幸いです。

体験ルーム １４：００～１５：３０ 無料

往復はがきで申込み
受付期間は

１０月１１日（水）～
１０月２４日（火）

定員３０名
（応募者多数の
場合は抽選）

１１月１８日（土）
ひょうご歴史文化フォーラム
「発祥の地、赤松から考える
―赤松氏研究の新展開―」

赤松氏発祥の地、上郡町の「赤松居館跡」の発掘と文
献調査をめぐる研究成果を、ひょうご歴史研究室を中
心とするメンバーが、分かりやすく講演し、討議しま
す。

上郡町生涯学習
支援センター

１３：００～１６：３０ 無料 当日受付

１１月１９日（日）
特別展「ひょうごと秀吉」

展示解説
講師：前田 徹（当館学芸員）

特別展「ひょうごと秀吉―近年の新紹介資料を交えて
―」の担当学芸員による展示解説です。

ギャラリー １１：００～
特別展観覧料金が

必要

１１月１９日（日）
友の会史跡ウォーク
「網干のまちを歩く」

加藤家・誠塾・丸亀藩陣屋門・山本家・大覚寺などを
訪ねます。

網干駅周辺 ９：００～１２：００ １００円（保険料）

往復はがきで申込み
受付期間は

１０月１日（日）～
１０月１４日（土）

定員４０名程度
（友の会会員のみ、

応募者多数の
場合は抽選）

１１月２３日（木・祝）

れきはくアカデミー⑤
「ひょうごと秀吉

―特別展出品資料から―」
講師：前田 徹（当館学芸員）

特別展出品資料から展覧会担当者おすすめの資料
をいくつかご紹介します。新発見資料やとくに興味深
い資料などについてお話しし、特別展をより深く楽しん
でいただくための見どころをご紹介します。

ホール １４：００～１５：３０ 無料 当日受付
定員１００名
（先着順）

１１月２５日（土）
連続歴史講座

「古文書に親しむⅡ(近世編)③」
講師：大黒 恵理（当館学芸員）

当館学芸員による古文書の講座です。より多くの方に
古文書の魅力を知っていただければ幸いです。

体験ルーム １４：００～１５：３０ 無料

往復はがきで申込み
受付期間は

１０月１１日（水）～
１０月２４日（火）

定員３０名
（応募者多数の
場合は抽選）

１１月２６日（日）
歴はく倶楽部

「革でアクセサリーをつくろう」
好きな形の革で、すてきなオリジナルアクセサリーを
つくります。

ロビー
①１０：００～１１：３０
②１３：００～１４：３０

１００円

当日受付
受付時間は

①１１：３０まで
②１４：３０まで

午前・午後各２５名
（先着順）小学４年生
以下のお子様は要
保護者同伴

１１月２８日(火)
「自分史の会」

講師：端 信行(当館名誉館長）

自分史づくりのお手伝いをします。私たちひとりひとり
の人生はかけがえのないものです。歴史の中で自分
の歩みを振り返ってみませんか。

体験ルーム １３：３０～１５：３０ 無料 当日受付
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次長　豊田 幸雄　（事業企画課長  鈴木 敬二）
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１０月・１１月のもよおしのご案内


