
※日程詳細は裏面をご覧ください。
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一般社団法人

心のふるさと創生会議

2021年6月5日（土）～2022年3月26日（土） 【全１２回】 各回14：00～16：00

裏面の申込書に必要事項をご記入の上、各講座の締切日までに、はがき、FAX、Eメールで
お申込ください。定員に達した場合、お断りする場合があります。受講決定者には振込方法につ
いてお知らせします。

定員・受講料
定員 ： 各回２００名 受講料 ： 各回7００円 （事前振込。手数料はご負担ください）

※一旦納入された受講料は、講座中止の場合以外は原則として返金いたしません。
※複数の教室で開催します。教室の指定はできません。

申込み方法

【アクセス】

仙台駅東西地下自由通路 出入口１から徒歩０分

地下鉄東西線「宮城野通駅」北1出口から徒歩3分

主 催 ： 東北福祉大学

共 催 ： 河北新報社

（一社）心のふるさと創生会議

場 所 ： 東北福祉大学 仙台駅東口キャンパス

ご利用の際は、公共交通機関でお越しください。

※本学に駐車場・駐輪場のご用意はありません。

東北福祉大学
仙台駅東口
キャンパス

【お問い合わせ】 〒983-8511 仙台市宮城野区榴岡2-5-26 東北福祉大学 仙台駅東口キャンパス 生涯学習支援室
電話 ： 022-766-8834 FAX ： 022-766-8835 E-mail : life@tfu-mail.tfu.ac.jp URL ： https://www.tfu.ac.jp/llc 
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これまで開催した歴史講座を通じて、仙台藩の伊達な文化は政宗に始まり、歴代の藩主や家臣が受け継ぎ、

領民が育み、さらに豊かにしてきたことが分かりました。今回の歴史講座第四弾は、仙台藩の浮沈にかかわる事件

に立ち向かい、知恵と力により困難を乗り超えた家臣や仙台の伊達な文化の礎を築いた文化人に焦点をあてました。

その時代の苦悩や使命感を知り、今に活かせる智恵を学び、後世に伝えていきましょう。

講座番号※

氏 名※

ふりがな※ 年齢 メールアドレス

歳

住 所※

〒

電話番号※
FAX番号

入手先に✔記入ください。 □ダイレクトメール □大学のホームページ □ミニモリ □図書館 □博物館 □市民センター
□町内会の回覧 □友人・知人 □新聞 □その他（ ）

複数の講座をご希望の場合は、複数の講座番号をご記入ください。 ※印の項目は必ずご記入ください

講座
番号

開催日 タイトル 内容 講師
申込
締切

D1 6月 5日（土） 忠宗の藩政を支えた功臣 石母田大膳宗頼と古内主膳重広 菅野 正道
（元仙台市博物館市史編さん室長）

5/21

D2 7月10日（土） 伊達騒動の主役たち
伊達兵部宗勝・伊達安芸宗重・
原田甲斐宗輔・古内志摩重如など

平川 新
（東北大学名誉教授）

6/25

D3 7月24日（土） 芦 東山 孤高の儒学者 熊谷 達也
（直木賞作家）

7/ 9

D4 8月 7日（土） 林 子平 海防の先駆者・経世思想家の実像と伝説 若松 正志
（京都産業大学文化学部 教授）

7/23

D5 8月28日（土） 只野真葛 封建社会を力強く生きた、思索する女性 菊池 慶子
（東北学院大学文学部歴史学科教授）

8/12

D6 9月25日（土） 仙台藩の学問を支えた学者一族 大槻平泉・大槻玄沢・大槻磐渓 相馬 美貴子
（一関市博物館主幹）

9/10

D7 10月23日（土） 南山古梁 江戸後期の文化を支えた高僧 尾暮 まゆみ
（瑞巌寺宝物館非常勤学芸員）

10/8

D8 11月27日（土） 中村日向景貞 江戸後期の仙台藩を支えた功臣 佐藤 大介
（東北大学 災害科学国際研究所准教授）

11/12

D9 12月18日（土） 佐藤助右衛門 藩財政立て直しと飢餓対策に尽力した豪商 水野 沙織
（仙台市教育委員会文化財課主任）

12/ 3

D10
1月15日（土）

玉虫左太夫 世界・日本・奥羽を見つめた仙台藩士 栗原 伸一郎
（東北大学大学院文学研究科 学術研究員）

12/22

D11
2月19日（土）

錦織即休を中心に 仙台の庶民文化の担い手 高橋 章則
（東北大学大学院文学研究科 教授） 2/ 4

D12
3月26日（土）

若宮丸漂流民 世界を一周した庶民の目 平川 新
（東北大学名誉教授） 3/11

C12
6月26日（土）

第13代藩主伊達慶邦 栗原 伸一郎
（東北大学大学院文学研究科 学術研究員） 6/11

定員 ： 各２００名 受講料 ： 各７００円

政宗講座第二弾 歴代藩主講座 政宗の夢を継承

【お問い合わせ】 〒983-8511 仙台市宮城野区榴岡2-5-26 東北福祉大学 仙台駅東口キャンパス 生涯学習支援室
電話 ： 022-766-8834 FAX : 022-766-8835 E-mail : life@tfu-mail.tfu.ac.jp URL：www.tfu.ac.jp/llc 

次に該当する方は本学への入構をお断りしています
●マスクを着用していない方
●37.5℃以上の発熱のある方
●喉の痛み、倦怠感、咽頭痛、嗅覚・味覚障害、風邪等の症状がある方
●２週間以内に海外の感染流行地域へ旅行・出張した方
●その他、感染拡大のおそれがある方。

～～次のことを守ってください～～
●会場では、ソーシャルディスタンスを十分に取って行動してください。
●手指の消毒を徹底してください。
●受講後14日以内に、感染者または感染の疑いがある症状が確認された
場合は、速やかにご連絡ください。

令和4年

令和3年

令和4年

令和4年

令和4年

令和4年

令和3年

注意事項
●各講座の申込締切は、開催日の15日前までです。(D5、D10を除く)

●申込締切後「振込用紙」を送付いたしますので、1週間以内に
郵便局にて受講料をお振込みください。手数料はご負担ください。

●受講料は、当日の受付・当事務室でのお支払いはできません。

●一旦納入された受講料は、講座中止の場合以外は原則として返金
いたしません。

●講座日程が変更になる場合があります。

●新型コロナウイルスの感染状況により、安全を確保できないと
判断した場合、講座を中止することがあります。

●事務連絡等で申込書のお電話番号、メールアドレスへ連絡する
場合がありますので、着信拒否や受信拒否の設定変更をお願い
いたします。

定員 ： ２００名 受講料 ： ５００円

歴史講座第四弾 藩を支えた家臣 仙台の文化を支えた先人

心のふるさと創生会議の会員は、
✔ 記入ください。 □

【個人情報について】個人情報は法令及び東北福祉大学の規程に則り、適切に管理いたします。
当室の業務以外、ご本人の同意を得ず、第三者に個人情報を提供することはありません。


