特集

第 63 回 建築士会全国大会

「広島大会」への
いざない
Web 配信 12/5 まで録画配信

会場

広島グリーンアリーナ

（広島県立総合体育館）

広島市

本年度の建築士会全国大会は、広島県広島市で（公社）
日本建築士会連合会主催、建築
（公社）広島県建築士会主管により、2021年11月20日
（土）
士会中国四国ブロック会共催、

に開催される運びとなった。
（広島県立総合体育館）
を会場とし、大会式典、記念対談、交流セッ
広島グリーンアリーナ

ションをはじめ充実したプログラムが催される予定である。コロナ禍にあることからWeb同
時開催となる。現地参加の方々には、広島県の各地を見学する地域交流見学会（エクスカー
ション）
も見どころが満載で、充実した7つのコースが用意されている。

山々や瀬戸内海などの豊かな自然と歴史に育まれたさまざまな文化に触れながら、未来
のまちづくりについて全国の建築士が集い考える機会になることを期待したい。
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第 63 回 建築士会全国大会「広島大会」
のご案内

元気じゃけん ! ひろしま
新しい時代へ ものがたりをつなごう

井本健一

｜

第 63回建築士会全国大会「広島大会」主管
公益社団法人広島県建築士会 会長

第63回全国大会広島大会は、令和2年に開催する予定で準

意義な大会になることが期待されます。建築技術、建築生産、

備を進めておりましたが、新型コロナウイルスの感染拡大によ

生活様式、居住スタイルなど建築に係る様々な分野において、

り開催が困難となり、皆様のご厚意により、一年間延期し令和

積極的に議論を展開し、新たな提言を行う必要があると思い

3年11月に開催させていただくことになりました。関係の皆様

ます。

方、会員の皆様方に厚くお礼申し上げます。
令和元年の北海道大会は、全国各地から約3 千人もの方が
令和元年の暮れ時点では、
こうした事態は予想することができ

出席される中、地元北海道の会員の皆様の熱い思いが伝わる

ませんでしたが、現在、累計感染者数は59 万3,000人を超え、

素晴らしい大会でありました。

今なお、毎日4,500人もの新規感染者が発生している状況が

中国四国ブロックで開催する全国大会は、平成25年の島

（令和3年4月末現在）
。ワクチン接種の進展にも
続いています

根大会以来になりますが、広島での全国大会は、昭和41年以

期待が寄せられ、一日も早い感染の収束が望まれるところです。

来、実に55年ぶりです。
コロナ禍ではありますが、広島の歴史風土に根ざす建築物

こうした中、大会の開催に向け、全国会員にアンケート調査を

群や、美しい瀬戸内海の風景、カキや日本酒をはじめとする広

実施するなど参加方法についてWeb 参加も含め、記念式典

島の食など、皆様に喜んで頂けるような大会にするよう、精一

などの各種行事の開催方法などを検討してまいりました。この

杯、準備に取組んで参ります。

大会をまさに、大会のテーマでもある
「新しい時代へ」
を体現
する大会にできるようにしたいと考えています。

『元気じゃけん！ ひろしま』第63回大会を成功させるよう、
ご協力をお願いし、挨拶といたします。皆様のご健康をお祈り
し、今年11月に広島大会にてお会いできることを楽しみにして

われわれ建築士としても、新型コロナウイルス問題が収束した

おります。

」
の視点で、新しい時代を拓く有
後の
「ニューノーマル（新常態）

「ひろしまたてものがたり」
とは、
「訪れたい」
と思えるひろしまの建築物にスポットをあて、県内外に伝えていく、
県民参加型のイベントです。
広島のまちをつくりあげてきた建築たち。それらには、歴史風土、建てられた当時の社会情勢や科学技術、そ
して建物に関わった人々のさまざまな
「ものがたり」が刻みこまれ、私たちを惹きつける魅力になっています。建
物それぞれが持つ
「ものがたり」
を通して、知らなかった広島の一面に触れてみませんか？
広島県
「ひろしまたてものがたり」
プロジェクト

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/tatemonogatari/
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特集

大会概要
テーマ

元気じゃけん！ ひろしま
新しい時代へ ものがたりをつなごう
会場… 広島グリーンアリーナ
（広島県立総合体育館）
（広島市中区基町 4‑1）

Web 同時開催・12/5まで録画配信

期日… 2021 年 11 月 20 日（土）
主催…公益社団法人 日本建築士会連合会
共催… 建築士会中国四国ブロック会
（鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知）
主管… 公益社団法人 広島県建築士会
後援… 国土交通省（予定）
、広島県、広島市

会場…広島グリーンアリーナ

広島城

平和記念公園

原爆ドーム

平和記念資料館

世界平和記念聖堂

広島市現代美術館

嚴島神社（廿日市市）

海上自衛隊呉地方総監部（呉市）

西条の酒造施設群（東広島市）

たけはら町並み保存地区（竹原市）

千光寺と尾道水道（尾道市）

鞆の浦の常夜灯（福山市）

牡蠣料理

お好み焼き

アナゴ飯
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広島大会 Web 参加について
1 新型コロナウイルス感染症の感染拡大

5 お申し込み時に入力されたメールアドレ

防止対策の一環として広島大会では初

ス宛に、開催数日前に視聴用URLをお

（※）
めてWeb 参加方式を採用します。

送りします。

2 Web 参 加では、次 ページ
「主なスケ

6 視聴にはPCやタブレットなどの端末と、

ジュール」掲載行事のうち、
「Web配信」

インターネット環境が必要です。通信料

欄に〇印のあるものについてWeb上で

は参加者のご負担となります。

生配信し視聴できるようにいたします。

7 参加用URL 等をシェアすることはできま

3 会場参加者、Web 参加者とも2021年
12月5日
（日）24：00まで、生配信したい
ずれのコンテンツも見ることができるよう

せん。各人でお申込みください。
8 資料冊子は事前に郵送します。
9 Web 参加者の環境やその時の回線状

にいたします。
4 Web 参加をご希望の方は
「参加希望申
込書」
のWeb 参加欄に〇印をご記入く
ださい。Web 参加料は2,000円です。
会場参加の方はWeb 参加欄に〇印を記

況により、やむを得ず中断される可能性
があります。その場合は事務局では責任
を負いかねますので、あらかじめご理解
の上お申込みください。

入する必要はありませんが、メールアドレス
は視聴用URLをお送りするために必要で
す。必ずご記入いただくようお願いします。

Web 視聴の流れ
Web 視聴

Web 参加希望者
1. 参加申込
（申込期限 7 月30日）

視聴用URL に接続すれば、メニューに

より次 ページの「主 なスケジュール」

2. 参加費

Web配信欄に〇印のある行事はどれで

（支払時期 10 月上旬）

「Web 参加」欄に
参加希望申込書（33 頁）
〇印をご記入ください。メールアドレスを必
ずご記入ください。
※会場参加の方は
「Web 参加」欄への記入は不要
ですが、メールアドレスはご記入ください。

1‑2. 都道府県建築士会
（提出期限 8 月13日）

4. 大会資料
3. 視聴用 URL

も視聴できます。

〈生配信〉
2021年11月19日12：00頃〜
2021年11月20日9：30頃〜
〈録画配信〉
全国大会終了後〜
2021年12月5日24：00まで

広島大会事務局（株）
日本旅行広島支店

※Web参加方式の採用は、2020年10月に都道府県建築士会会員宛てに実施したアンケート調査結果を考慮し決定しました。ワクチンがいきわ
たっている想定でのWeb併用開催の希望者が35.8%、
ワクチンがいきわたっていない想定では、Web併用開催の希望者が64.2%ありました。安
全側の判断としてWeb開催を併用することにしました。ワクチン接種が開始された時点で実施した2021年2月のアンケート調査結果でもWeb併
用への支持は70.7%となっています。
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主なスケジュール
｜ 全国大会前日

11 月19日（金）
プログラム

①
②
③
④
⑤

記者会見
連合会理事・士会長合同会議
全国建築士フォーラム
第 11 回まちづくり賞発表会＆公開選考会
全国ヘリテージマネージャーネットワーク協議会総会

時間

場所

13：30〜14：30
15：00〜17：00
16：30〜21：30
12：00〜15：00
15：30〜17：30

リーガロイヤルホテル広島 3 階
リーガロイヤルホテル広島 4 階
広島グリーンアリーナ B1 階
広島グリーンアリーナ B1 階
広島国際会議場 B2 階

時間

場所

8：30〜18：30
10：00〜11：30
10：00〜11：30
10：00〜11：30
9：30〜11：00
11：30〜13：00
9：30〜11：00
11：30〜13：00
10：00〜11：30
9：30〜11：00
13：30〜15：00
15：30〜17：30
18：00〜20：00
10：00〜17：00
10：00〜17：00
11：00〜15：30

広島グリーンアリーナ 1 階
リーガロイヤルホテル広島
広島グリーンアリーナ B1 階
リーガロイヤルホテル広島
広島グリーンアリーナ B1 階
広島グリーンアリーナ B1 階
広島グリーンアリーナ B1 階
広島グリーンアリーナ B1 階
リーガロイヤルホテル広島
広島グリーンアリーナ B1 階
広島グリーンアリーナ B1 階
広島グリーンアリーナ B1 階
広島グリーンアリーナ 2 階
広島グリーンアリーナ 1 階
広島グリーンアリーナ 1 階、B1 階
広島グリーンアリーナ B1 階

web 配信
録画配信

安芸の間
ロイヤルホール 1/3
大会議室
中会議室 A・B
コスモス（180 名）

○
○
録画配信

｜ 全国大会当日

11 月20日（土）
プログラム

⑥ 総合受付
⑦ 青年委員会セッション（地域実践活動発表会）
⑧ 女性委員会セッション
まちづくりセッション
⑨ 景観・街中（空き家）
⑩ 福祉まちづくりセッション
⑪ 防災まちづくりセッション
⑫ 環境部会セッション
⑬ 情報部会セッション
⑭ 歴史まちづくりセッション／第 8 回 全国ヘリテージマネージャー大会
シンポジウム
⑮「木の建築」
「木のまちづくり」
⑯ 記念対談
⑰ 大会式典
⑱ 大交流会
⑲ 記念展示
⑳ 企業出展
21 広島物産展
8：00
⑥

9：00

総合受付＋クローク

⑩
⑫
⑮

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

ロビー（クロークは 20：30 まで）
（300名）
ロイヤルホール 4階 1/3
大会議室（144 名スクール形式）
（300名）
ロイヤルホール 4階 1/3
中会議室 B（100 名）
中会議室 B（100 名）
小会議室（100 名）
小会議室（100 名）
（300名）
ロイヤルホール 4階 1/3
中会議室 A（100 名）
大アリーナ
大アリーナ
小アリーナ
ロビー
ロビー
サンクンガーデン

18：00

19：00

20：00

web 配信
録画配信

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

21：00

・総合受付は 18：30まで
・クロークは 20：30まで
福祉まちづくりセッション／環境部会セッション／
「木の建築」
「木のまちづくり」シンポジウム（グリーンアリーナ B1 階）

⑧

女性委員会セッション（グリーンアリーナ B1 階）

⑦
⑨
⑭

青年委員会セッション（地域実践活動発表会）／景観・街中（空き家）まちづくりセッション／
歴史まちづくりセッション・第 8 回 全国ヘリテージマネージャー大会（リーガロイヤルホテル広島 4 階）

⑪
⑬

防災まちづくりセッション／情報部会セッション（グリーンアリーナ B1 階）

⑯

記念対談（大アリーナ）

⑰

大会式典（大アリーナ）

⑱

大交流会（小アリーナ）

⑲

記念展示（グリーンアリーナ 1 階）

20

企業出展（グリーンアリーナ 1 階、B1 階）
広島物産展（グリーンアリーナ B1 階サンクンガーデン）

21

｜ 地域交流見学会（エクスカーション）

11 月21日（日）
プログラム

（7コース）

時間

A コース
B コース
C コース

瀬戸内建築島めぐり
世界遺産 日本三景宮島社寺建築と町家めぐり
広島の現代たてものめぐり（半日コース）

D コース

日本遺産 瀬戸の夕凪 セピア色の港町に日常が溶け込む鞆の浦

8：00〜17：30

E コース

尾道の海が伝える日本遺産めぐり

8：00〜17：30

F コース

たけはら町並み保存地区・西条の酒造施設郡まち並み見学

8：00〜16：00

G コース

日本遺産建築群と大和ミュージアム

8：00〜16：00
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8：30〜17：00
8：30〜17：00
9：00〜12：00

発着概要

（解散）
JR広島駅新幹線口（出発）
〜三原港（JR三原駅）
JR 広島駅新幹線口（出発）
〜当駅（解散）
（出発）
（解散）
アストラムライン城北駅
〜平和記念資料館
〜当駅（解散）
JR 広島駅新幹線口（出発）
JR 福山駅、広島空港（途中下車可能）
〜当駅（解散）
JR 広島駅新幹線口（出発）
JR 尾道駅（途中下車可能）
〜当駅（解散）
JR 広島駅新幹線口（出発）
JR 西条駅（途中下車可能）
〜当駅（解散）
JR 広島駅新幹線口（出発）
JR 呉駅（広島空港行バス乗継可能）

Japan Federation of Architects &Building Engineers Associations

HIROSHIMA Convention 2021

フロアマップ
B1F

1F

記念展示

2F

歴史まちづくりセッション／第 8 回ヘリテージマネージャー大会／青年委員会セッション（地域実践

活動発表会）／景観・街中（空き家）まちづくりセッションはリーガロイヤルホテル広島 4 階で開催

大会会場案内図
11 月20日（土）時間別会場案内
時間
県庁前

本通

行事

場所

（1F）

総合受付（クローク）

大アリーナ前

10：00〜17：00
10：00〜17：00

記念展示
企業出展

ロビー
ロビー

9：30〜11：00
10：00〜11：30
11：30〜13：00
10：00〜17：00
11：00〜15：30
13：30〜15：00
15：30〜17：30

会場行事（セッション等）
女性委員会セッション
会場行事（セッション等）
企業出展
広島物産展
記念対談
大会式典

18：00〜20：00

大交流会

10：00〜11：30

会場行事（セッション等）

8：30〜18：30

（クロークは 20：30 まで）

（B1F）

中会議室・小会議室
大会議室
中会議室・小会議室
ロビー
サンクンガーデン
大アリーナ
大アリーナ

（2F）

小アリーナ
リーガロイヤルホテル広島
4F ロイヤルホール
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第 63 回建築士会全国大会「広島大会」へのいざない

大会式典・大交流会・記念展示・企業出展・昼食
大会式典

Web 配信 12/5 まで録画配信

大交流会

広島大会のメインイベントです。ご挨拶、各種表彰、各界からのご

広島は、南は瀬戸内海、北は中国山地の高原まで海と山に囲まれ

祝辞、大会宣言、大会旗引継ぎなど各種行事が行われ、全国から

た様々な地域があり、牡蠣やタコ、
イワシ、穴子など内海の海産物と

お集まりの皆様で決意を新たにします。オープニングセレモニーでは、

高地の生産物まで食材がとても豊かです。特に11月からが旬となる

和太鼓の演奏と2018 年から毎年広島で開催されている世界大会

「海のミルク」と言われる栄養豊かな牡蠣は日本一の生産量を誇り

FISE HIROSHIMAの正式種目の中から大注目のパルクールと

ます。今回はこれら広島の「おいしい！」を集めたお料理を、広げて

BMXのパフォーマンスをご覧いただく予定です。

豪華な三段パーティーボックスに詰め込みました。ナショナルブラン

日時… 11 月 20 日（土） 15：30〜17：30
会場… 広島グリーンアリーナB1F 大アリーナ

ドに成長した八天堂の空飛ぶクリームパンも添えて、
「全国大会特
別仕様」で皆様にお楽しみ頂ける自信作を御用意し、お待ちしてい
ます。
日時… 11 月 20 日（土） 18：00〜20：00
会場… 広島グリーンアリーナ2F 小アリーナ

パルクールと BMX（アーバンスポーツ）

おもてなしのきもちを添えて

美味しさと感染対策の調和

昼食（お弁当）
・物産展
昼食には、広島名産の「かき」
、
「あなご」などを調理したお弁当を
和太鼓演奏（©K.A.B Company2013）

記念展示、企業出展

予約販売いたします。広島の味をお楽しみください。
物販ブースも、多数出店いたします。
日時… 11 月 20 日（土）

連合会作品賞パネル展示、第 10回建築甲子園表彰作品、伝統

お弁当配布… 11：00〜15：00

会場…B1F サンクンガーデン

技能者の写真などを展示いたします。また、多くの企業様にご出展

広島物産展… 11：00〜15：30

会場…B1F サンクンガーデン

いただきます。
日時… 11 月 20 日（土） 10：00〜17：00
会場… 広島グリーンアリーナ1F 及び B1F ロビー

ミタイケン弁当（1000円お茶付）

北海道大会での記念展示の様子
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（1,000円お茶付）
瀬戸のかきめし

あなごめし（1,000円お茶付）
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記念対談

日時… 11 月 20 日（土） 13：30〜15：00

Web 配信 12/5 まで録画配信

会場… 広島グリーンアリーナB1F 大アリーナ

演題

解剖学者と建築探偵からの〝遺言〟
〜自然・歴史・文化・建築〜
対談者

養老孟司 × 藤森照信

養老昆虫館（設計…藤森照信、写真…増田彰久）

講師プロフィール

養老孟司 氏 ｜ 東京大学名誉教授、医学博士

藤森照信

1937 年
1962 年
1981 年
1996 年

1946 年
1971 年
1998 年
2010 年
2016 年

神奈川県鎌倉市生まれ
東京大学医学部卒業
東京大学医学部教授
北里大学教授

主な著書
（サントリー学芸賞）
（毎
『
、バカの壁』
『からだの見方』
日出版文化賞）
、
『ヒトの見方』
、
『唯脳論』
、
『解剖学
、
『ほんとうの環境問題』
、
『かけ
教室へようこそ』
がえのないもの』
、
『死の壁』
、
『考える人』
、
『身体
巡礼』
、
『いちばん大事なこと ─養老教授の環
、
『本質を見抜
境論』
、
『虫捕る子だけが生き残る』
く力』
、
『遺言』など

氏 ｜ 東京大学名誉教授、建築家、建築史家

長野県生まれ
東北大学工学部卒業
東京大学生産技術研究所教授
工学院大学教授
東京都江戸東京博物館館長就任

主な著書
（毎日出版文化賞）
、
『建築探偵
『明治の東京計画』
（サントリー学芸賞）
の冒険 東京編』
、
『日本の近代
建築 上・下』
『藤森照信の茶室学』など
主な作品
（日本芸術大賞）
、
「熊本県立農業大
「ニラハウス」
学校学生寮」
（日本建築学会作品賞、
「神長官守
「新勝
矢史料館」
「近江八幡ラ・コリーナ草屋根」
寺社務所 松堂」
「
、多治見市モザイクタイルミュー
ジアム」など
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交流セッション
については、通常利用の場合の定員であり、
※交流セッションの各会場の定員
（予定）
今後の感染状況、政府や自治体等の方針を踏まえて変更する場合があります。

青年委員会セッション

Web 配信 12/5 まで録画配信

会場…リーガロイヤルホテル4F

テーマ

地域実践活動発表会
運営

日時… 11 月 20 日（土） 10：00〜11：30

ロイヤルホールB

定員… 300 名（予定）

｜ 青年委員会

本セッションでは、全国で展開している青年建築士の活動をブロッ
クごとに選出し、一同に発表する
「地域実践活動発表会」を開催し
ます。
各地域での青年委員会の活動は多岐にわたり、建築士会だけ
ではなくさまざまな団体、企業、
自治体などとともに、子どもたち向けの
イベント、
まちづくり、防災などの日本や建築の未来をよくする活動を
行っております。
地域に根ざした活動事例を参加者で共有し、活動をさらに発展

北海道大会（函館）の青年委員会セッションの様子

させるための発表の場としてのセッションを開催します。
最近は、発表の手法が地域によってさまざまになってきています。
参加者にとっては、
自県の活動のヒントになる時間だけではなく、
プレ
ゼンテーション力や情報のまとめ方、周知の仕方などのスキルも身に

女性委員会セッション

つけることができます。
これからの建築士・建築士会を担う青年建築士の発表をお楽
しみください。

Web 配信 12/5 まで録画配信

テーマ

和の空間の魅力を探る…みたび

日時… 11 月 20 日（土） 10：00〜11：30
会場… 広島グリーンアリーナ B1F 大会議室
定員… 144 名スクール形式（予定）

「魅力ある和の空間ガイドブック（WEB 版）」の活用
運営

｜ 女性委員会

ライフスタイルが変化し、伝統的な住まいに暮らす人々が減り続けて
おり、
日本の住まいに培われてきた和の空間も減りつつあります。連
合会女性委員会では、
2016 年より
「和の空間」をテーマに取り組み、
和の空間を体験しその魅力を再認識できる建築を紹介するガイド
ブックを2018 年 9月に連合会女性委員会のホームページに公開し
ました。現在もこのガイドブックを皆さまへ発信しているところです。
全国各地の「和の空間」についてより詳しく知っていただくために、
各地域の作成者から和の空間について詳しく具体的に伺います。
ご紹介いただいた空間についての思いを直接聞くことで、
その空間
の良さと魅力を再認識することを目的とします。
また、
ご紹介いただい
た空間について実際に現地へ訪れ、体感することで、和の空間へ
の理解を深め、今後の設計活動へつなげます。
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景観・街中（空き家）まちづくりセッション
テーマ

Web 配信

日時… 11 月 20 日（土） 10：00〜11：30

12/5 まで録画配信

会場…リーガロイヤルホテル4F

街中の建物等の維持管理と
建て替え等による景観の向上
運営

ロイヤルホールC

定員… 300 名（予定）

｜ 景観・街中（空き家）まちづくり部会

近年の人口減少や社会・経済などのニーズの変化により、かつて
繁栄していた街中の建物は、住み手や使用する人がいなくなり、適
切に維持管理もされず放置され空き家や空き店舗となっています。
そして、地域の活性化を阻害し周辺の環境や景観に悪影響を与え
ています。

空き家の活用飲食店・宿泊施設事例（融資制度を活用）

そのため、前々回のさいたま大会では、
「空き家等の利活用におけ
る建築士の役割」をテーマとし、建築士、建築士会として何ができ

る研修会」の開催や自治体との連携が進められ、
日本建築士会連

るかを話し合いました。
また、前回には、北海道大会において、空き家等の適正管理と

合会は、研修カリキュラムやテキスト等の見直しも行いました。

利活用による景観の向上をテーマとして、
「どうすれば適切な管理

今年の広島大会では、空き家の相談事業、空き家バンク事業の

が維持できるのか」
「どうすれば空き家を如何に早く流通させること

実態をふまえ、空き家・空き店舗等の維持管理の問題や新たな利

ができるのか」
「除却後の空き地の景観をどのように誘導するのか」

活用の事例提案等について学ぶとともに、自治体連携の進め方、

について話し合いました。また、建築士会で「空き家の活用に関す

建築士の職能の拡大などについて話し合います。

福祉まちづくりセッション

Web 配信 12/5 まで録画配信

日時… 11 月 20 日（土） 9：30〜11：00
会場… 広島グリーンアリーナ B1F 中会議室 B

テーマ

定員… 100 名（予定）

コロナ禍から見えてきた

福祉まちづくり部会 活動の姿

運営

｜ 福祉まちづくり部会

コロナ禍における建築士活動への影響は大きいですが、各地から
届いた福祉まちづくり活動では、高齢者の住まいづくりの各種研修

Zoom 会議の状況

や多職種との連携、バリアフリー、ユニバーサルデザインの取り組み
など、
しっかりと継続していることを知り心強く思いました。
それらの活動の多くはコロナウイルス感染防止の観点から、
集まっ

語り合いたいと思います。大会自体、大勢の会場参加が難しく、会

ての会議や研修が難しい中、Zoomを活用した会議や研修・交流

場＋WEB 参加の試験的取り組みの大会になることが予想されます。

となっており、コロナ禍の恩恵とでもいえる新展開です。
これまで目標

その際には、現地参加が難しい方もWEBで大勢参加していただき

としてきたさまざまな専門家との連携についても、地域内に限らず全

たいと思います。

国規模での研修や交流により幅広い展開が実現したり、未組織で

一方、コロナ流行により外出を控え、家に閉じこもりがちとなり
「コ

動きの見えなかった建築士会への刺激や活動開始の可能性も見

ロナフレイル」の懸念が高まっている中、特に高齢者の「心身虚弱

えてきました。

防止」を図り、孤独や孤立を防ぎ生活を活発化させるような住まい

セッションでは、各地の活動報告とともに、Zoomの積極的活用
による福祉まちづくり部会活動の活発化や可能性について皆さんと

づくり、
まちづくりという新たなテーマについても話し合いができればと
考えています。皆さまのご参加を、心よりお待ちしています。
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防災まちづくりセッション

Web 配信 12/5 まで録画配信

テーマ

｜ 防災まちづくり部会

会場… 広島グリーンアリーナ B1F 中会議室 B
定員… 100 名（予定）

「事前の備え」
としての
「建築士会事前防災活動
指針」
を考える
運営

日時… 11 月 20 日（土） 11：30〜13：00

真備被害（和風）

真備被害（洋風）

平成 30 年 3月、防災まちづくり部会では、
「事前の備え」として熊本

て、令和 2 年度に連合会では「災害対策特別委員会」を設置して、

地震における熊本士会を中心に実施した復旧・復興支援活動を

従来の地震災害対応の指針に風水害対策も加えた
「地震風水害

整理し、今後予想される大規模地震災害での迅速で円滑な支援

対応・建築士会事前防災活動指針」を策定しようとしています。

活動を目的に、各士会が事前に取り組むべき防災まちづくり活動と

そこで本セッションでは、被災士会の支援活動状況報告や、
すでに

して
「建築士会事前防災活動指針」をまとめました。その後、平成

「事前の備え」
としての防災まちづくりに取り組んでいる活動事例報告

30 年 7月に中四国地域を中心に発生した西日本豪雨では、開催地

を通して、
「建築士会事前防災活動指針」の周知と共に、
まだ取り組

広島でも大きな被害が発生しました。令和元年には、8月の九州北

みが出来ていない士会への
「きっかけ」
となる議論を考えています。
また、

部豪雨に始まり、10月に日本列島を襲った台風 19 号では東海、関

建築士会の災害に取り組む基本姿勢をまとめた
「建築士の災害対

東、東北と広域的に被害が発生しました。さらに、令和 2 年 7月豪

応」は、平成14年3月刊行以来改訂がされていません。今年度、全

雨により熊本県を中心に大きな風水害が発生しました。
このように

面的な改訂を目標に事例発表者やセッション参加者から、災害に取り

地震災害以外に、毎年のように各地で発災している風水害に対し

組む建築士の基本姿勢についての意見を聞きたいと考えています。

環境部会セッション

Web 配信 12/5 まで録画配信

テーマ

SDGsと建築・まちづくり
PART2

日時… 11 月 20 日（土） 9：30〜11：00
会場… 広島グリーンアリーナ B1F 小会議室
定員… 100 名（予定）

地域共生による持続可能な建築・まちづくり
運営

｜ 環境部会

国際合意したSDGs（持続可能な目標）の実現、特にゴール11の
「持続可能なまちづくり」に果たす、地域での建築士の役割と可能
性について、2019 年北海道大会で深めました。
2021 年はPART2として、ゴール11を核として、ゴール7「地域
エネルギー」
、
ゴール9「イノベーション」
、
ゴール12「作る責任」
、
ゴー
ル13
「気候対応と防災」
、
ゴール14
「海洋資源の保全と活用」
、
ゴー
ル15「陸上資源の保全と活用」との多様な組み合わせの下に、町

SUSTINABLE DEVELOPMENT GOALS

と村が共生連携したデザインとアクションのために、建築士の役割を
具体的な先進事例を交えて検討します。さらに、国の進めるSDGs

瀬戸内海と中央山脈からなる中国・四国地方は、山・里・町・

未来都市、地域循環共生圏、
グリーンインフラ等のSDGsを実現す

海の流域連携帯が歴史的にも構築され、独自の地域建築・町・

るための政策の狙いをとらえつつ、地域独自に取り組むべき、持続

村文化を構築してきました。その新たな21 世紀のSDGs 的建築・

可能な建築・まちづくりの方向性とアクションについて検討します。

まちづくりの姿を描く端緒とします。
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情報部会セッション

Web 配信 12/5 まで録画配信

日時… 11 月 20 日（土） 11：30〜13：00
会場… 広島グリーンアリーナ B1F 小会議室

テーマ

待ったなし！ 建築士の
「生産性向上」
の取り組み

定員… 100 名（予定）

街づくりや災害復興における
ドローンと点群の計測技術の活用
＋
「オンライン会議」の活用法
運営

｜ 情報部会

国土交通省は、官民が一体となってBIMの活用を推進し、建築物

平成 30 年 7 月西日本豪雨水害半年後の倉敷市真備
児童館の空撮映像

の生産プロセスおよび維持管理における生産性向上を図るため、学
識経験者や関係団体からなる
「建築BIM推進会議」を令和元年度

群データをモデル化したりするなど、BIMテクノロジーを積極的に導入

に設置しました。
ここではBIMの標準ワークフローとその活用方策に関

し生産性向上に取り組む建築事業者が増えてきました。
ドローンによる

するガイドラインを取りまとめ、官民が連携してBIMを活用した各生産

計測技術は足場が設けられない既存建物の屋根や外壁の調査に

主体の役割分担を整理しました。BIMを活用した生産性を向上する

活用されているほか、平成30年7月豪雨において発災した水害での

取り組みは活発になってきましたが、
まだまだ課題は多く、われわれの

現況把握やその後の復興にも役立てられました。今大会ではドローン

業務は、広い視点でのワークフローの再構築が求められています。

の活用事例やレーザーや写真撮影から得た点群データの活用事例

一方で、調査や計測技術の精度を向上するためにドローンを活用
したり、
レーザー測量や写真画像からその形状を復元した3次元点

歴史まちづくりセッション

を公開し、われわれの業務がどのように改善するのかを皆様と学ぶ場
にします。
「オンライン会議」
の活用方法についての動画説明も行います。

Web 配信 12/5 まで録画配信

日時… 11 月 20 日（土） 10：00〜11：30
会場…リーガロイヤルホテル広島4FロイヤルホールA

第 8 回 全国ヘリテージマネージャー大会

定員… 300 名（予定）

テーマ

歴史的建造物とまちづくり
運営

｜歴史まちづくり部会
全国ヘリテージマネージャーネットワーク協議会

広島県を代表する歴史的建造物と言えば厳島神社と原爆ドームで
す。
しかし広島県内には、
この2つの世界文化遺産以外にもさまざま
な歴史的建造物が存在しています。竹原市竹原地区、呉市豊町御
手洗地区に続き2017年に重伝建地区に選定された福山市鞆地区
では、現在、官民一体での町並み保存に向けた取り組みが進められ
ています。
また重伝建地区選定も間近と思われる廿日市市宮島町町

北海道大会での様子

生し、利活用しようという活動が展開されつつあります。
一方で、広島陸軍被服廠をはじめ、今なお点在する旧軍関連

家通り地区では、すでに保存・修理に向けた調査が行われており、

施設は、広島の歴史を物語る重要な歴史的建造物ですが、すでに

数多くの酒蔵が建ち並ぶ東広島市西条地区においても重伝建地区

地域の景観そのものとなっていながらも、
その大半が著しく老朽化し

選定を目標に、登録有形文化財の酒蔵や周辺の町家を含む酒蔵

た施設の今後のあり方を巡る議論も活発化し始めました。

通り全体の町並み保存についての調査・検討が行われています。

近年、特にこうした町並みとしての歴史的建造物の保存・活用に

このほか庄原市東城町では、地域に残る近代化遺産を地域住

向けた動きが目立つ中、本大会が、
こうした歴史的建造物の存在

民たちの力で保存・活用するプロジェクトが着実に進められており、

を認識した上での今後のまちづくりのあり方や方向性について研究

尾道市においては、古い町並みの中の古民家等を住民の力で再

し、議論していく手がかりになることを期待しています。
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「木の建築」
「木のまちづくり」
シンポジウム
テーマ

Web 配信
12/5 まで録画配信

今求められる木の建築・
木の活動とは

日時… 11 月 20 日（土）

9：30〜11：00

会場… 広島グリーンアリーナ B1 階

中会議室 A

定員… 100 名（予定）

木の建築賞へのいざない
木の建築・活動を巡る議論の場
変動の時代に生きる私たちは、
日本の地域環境のみならず地球環
境まで、
それらの未来を見据えた上で、建築をつくっていかなければ
ならなくなってきました。同時に、
さまざまな問題を抱えた地球上の仲
間が、
どうしたら幸せに生きることができるのか、建築で何が解決で

プログラム
9：30
10：00

きるのか、
その実践が問われています。
持ちよく活動できる働く空間を、
そして高齢者の施設、障害者の施
「木の建築」で実現できる可能性を探りたいと思うのです。
「木の建

10：15

築賞」を通して、共に未来を見つめて行きたいと思います。
「木の建築賞」は、全国を7 地区に分け、
「いま、求められる木の

基調講演
「第 15 回木の建築大賞について（仮）」
内田文雄（龍環境計画）

10：30

トークセッション
安藤邦廣・泉幸甫（泉幸甫建築設計事務所）
・
杉本洋文（計画・環境計画）
・内田文雄

11：00

インフォメーション・閉会

建築・活動とは」という呼びかけに、森林・木材・建築にかかわる
全国の実践者が応募し、
その中から、優秀な建築・活動を顕彰す
るものです。地域の資源を活かした成果を発表するといった活気あ

開会（司会…山崎健治（木の建築賞担当幹事／

こころ木造建築研究所）
）

木の建築賞について
「木の建築賞の始まりから今日まで（仮）
」
安藤邦廣（里山建築研究所）

そんな今、安らかに暮らせる住宅や、幼児・子どもの施設を、気
設などなど、
それらを、再生可能な森林資源である木材を利用した

開場・受付

る場である
「木の建築賞」の、
意義や魅力をお伝えしたいと思います。

第 15 回木の建築賞、公開選考会での全体討論の様子
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地域交流見学会（エクスカーション）
7 つの地域交流見学会のコースを
ご用意いたしました。
広島の建築や街、歴史、文化を
ご堪能ください。

コース MAP

A コース…瀬戸内建築島めぐり
Bコース…世界遺産 日本三景宮島社寺建築と町家めぐり
（半日コース）
C コース…広島の現代たてものめぐり
D コース…日本遺産 瀬戸の夕凪 セピア色の港町に日常
が溶け込む鞆の浦
E コース…尾道の海が伝える日本遺産めぐり
F コース…たけはら町並み保存地区・西条の酒造施設群
まち並み見学
G コース…日本遺産建築群と大和ミュージアム

注意事項
コースのご選択に際しましては、以下の事項をご了承の
うえご選択ください。
・各コースの出発時間の 10 分前までに集合してください。
時間になりましたら出発させていただきます。
・C コースを除き、集合場所は JR 広島駅新幹線口「ペデ
です。
ストリアンデッキ（北口広場）
」
・各コースとも定員を超える申し込みがあった場合、抽選に
より参加を決定させていただきます。
・第一希望に添えなかった場合、第 2、第 3 希望を参考に
決定させていただきます。
・最少催行に満たないコースは中止とさせていただく場合
があります。
・雨天決行といたしますが、当日の天候により、移動手段
や見学先を変更させていただく場合があります。
・見学施設においてバリアフリーでない場合もございます。
・新型コロナウイルス感染症の状況によっては見学施設
等変更になる場合があります。予めご了承下さい。

Aコース（8.5時間）

瀬戸内建築島めぐり

（日）
11 月21日

8：30〜17：00

丸本家住宅（旧浅野藩下茶屋役宅）

大山祇神社（愛媛県今治市）

8：30 JR 広島駅新幹線口
（出発）
「貸切バス駐車場」

下蒲刈島三之瀬地区にある丸本家住宅は、藩政時

伊予国一宮で全国の大山祇神社の総本山です。海

9：30 呉港発

代、島に置かれていた接待所を管理する武士の役宅

の神、武人の神として歴代朝廷や武人、政治家から

↓（チャーター船）

であったと言われています。住宅の眼前は海で、福島

村上水軍まで広く崇拝を集めました。宝物館には源

正則が幕命により築いた
「雁木」
を見ることができます。

義経や頼朝が奉納した鎧などの国宝 8 点を含む数

↓

御手洗の町並み（伝統的建造物群保存地区）

おおやまづみ

多くの武具類が収蔵されています。
ちぎりしま

↓（貸切バス）

丸本家住宅
御手洗の町並み、
金子家住宅
↓

昼食（旅館「茶梅」）

御手洗は、江戸時代、海上交通の発展とともに風待

契島

ち、潮町の港として栄えました。港町特有の曲がりく

廃墟風の工場群の姿から
「もうひとつの軍艦島」
との

ねった路地に江戸から、明治、大正、昭和初期まで

呼名もありますが、じつは現役の鉛工場。島全体が

の町家、商家、洋館などが点在しています。

私有地のため上陸は叶いませんが、瀬戸内のふしぎ
島は一見の価値があります。

↓

大山祇神社
↓

契島（海上より見学）
↓（チャーター船）

（解散）
17：00 三原港（JR 三原駅）
※広島空港行きバス乗継可能

最少催行人数… 25 名
お一人当たり旅行代金… 24,500円
旅行代金に含まれるもの…

貸切バス代、チャーター船代、
昼食代、施設入場料
呉湾の風景（イメージ）

御手洗の町並み（イメージ）

とびしま海道（岡村大橋）

（イメージ）

契島（イメージ）

利用バス会社…中国ジェイアールバス
※各港から見学施設へは徒歩移動となりま
す。歩きやすい靴でご参加ください。
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Bコース（8.5時間）

（日）
11月21日

世界遺産 日本三景宮島社寺建築と町家めぐり

8：30〜17：00

8：30 JR 広島駅新幹線口
（出発）
「貸切バス駐車場」

嚴島神社

町家めぐり
（伝統的建造物群保存地区）

社殿の創設は推古元（593）年佐伯鞍職によるものと

宮島の町並みは室町時代から形成され、東町は、住

伝えられ、その後、仁安 3（1168）年平清盛によって

民や来訪者の増加によって
「港湾都市及び歓楽街」

現在のように海に立つ社殿として造営されました。ス

として発展しました。間口が狭く、切妻屋根で平入り

ケールの雄大さと寝殿造りの技の極致を物語る建築

の町家が通りに沿って規則正しく並んでいます。西

五重塔・豊国神社

美を合わせ持ち、社殿は6 棟が国宝で、14 棟が重要

町は嚴島神社、大聖院・大願寺・などの社寺を中心

昼食（だいこん屋）

文化財に指定されており、どこをとっても威厳と風格

に島内で最初に形成されました。小路や町割・石積

に満ちています。

みなども当時のまま残っています。この地区は、現在、

豊国神社（千畳閣）
・五重塔

豊国神社は、天正 15（1587）年に豊臣秀吉が安国寺

↓（貸切バス）

重要伝統的建造物群保存地区（重伝建）を目指して
います。

9：30 宮島口

↓（フェリー）

嚴島神社
↓
↓
↓

町家めぐり（見学）
↓

15：30 宮島桟橋前（広場集合）
↓（フェリー）

16：00 宮島口（途中下車可能）
↓（貸切バス）

恵瓊に命じて建設に着手しました。秀吉の死により、

17：00 JR 広島駅新幹線口（解散）

未完成のまま現在に至っています。桁行 13間、背面
15間、梁間8間、本瓦葺きの入母屋造りで、その広

最少催行人数… 35 名

壮さから千畳閣と呼ばれています。五重塔は和様と

お一人当たり旅行代金… 12,000円

唐様の粋を集め、2つの様式を巧みに融合させてあ
り、応永 14（1407）年に造営したと言われています。

嚴島神社（イメージ）

（イメージ）
豊国神社・五重塔

旅行代金に含まれるもの…貸切バス代、
フェリー代、昼食代、施設入場料
利用バス会社…中国ジェイアールバス

町家めぐり（イメージ）

町家めぐり（イメージ）

Cコース（3時間）

広島の現代たてものめぐり（半日コース）

（日）
11月21日

市営基町高層アパート

原爆ドーム、平和記念公園、平和記念資料館

大高正人の設計です。戦災復興の中で生じた木造

原爆ドームは、チェコ人ヤン・レツルの設計で、建設

密集住宅解消のため計画された高層住宅群です。

当初は広島県物産陳列館でした。ネオバロック様式

屋上庭園、ピロティなど、ル・コルビュジエ提唱のス

を基調にセセッション風の装飾が付き、曲面が多用さ

タイルが存分に活かされたデザインが特徴です。

れた建築です。平和記念公園及び平和記念資料館

広島市立基町高等学校

原広司の設計です。南棟はピロティや吹抜けを持つ
開放的なつくりで、ガラスを多用した軽快な壁面には
緑や空が映し出されることにより建築の圧迫感を和
（アト
らげています。西棟は体育館の上部をアトリウム
リエ）
としており、北側から自然光を取込むノコギリ屋

9：00〜12：00

9：00 アストラムライン「城北駅」

は丹下健三の設計です。平和記念公園は、広島に都
市軸を埋め込み、平和を象徴する公園として作られま
した。平和記念資料館は、ル・コルビジェの思想を強
く受けている建築物で、平和記念公園のゲートとして
機能しています。戦後の建築物として最初に国の重要
文化財に指定されています。

（出発）
↓（徒歩）

市営基町高層アパート
↓

広島市立基町高等学校
↓

太田川基町環境護岸
↓

原爆ドーム、平和記念公園、
平和記念資料館
↓

12：00 平和記念資料館（解散）
最少催行人数… 10 名
お一人当たり旅行代金… 2,000円
旅行代金に含まれるもの…施設入場料

根が特徴です。
太田川基町環境護岸

中村良夫の設計です。広島では、戦後、川沿いは市
民の楽しめる河岸緑地として整備し開放されました。
太田川基町環境護岸は、日本でも初期のランドス
ケープデザインです。

「Viewtiful! ひ 原爆ドーム（イメージ）
市営基町高層アパート 広島市立基町高等学校 基町環境護（

（イメージ）

（イメージ）

ろしま」
（広島市作成）から

引用）
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Dコース（9.5時間）

日本遺産 瀬戸の夕凪 セピア色の港町に日常が溶け込む鞆の浦
対潮楼

桝屋清右衛門宅

福禅寺本堂に隣接する客殿で国の史跡に指定され

「いろは丸事件」の際、清右衛門が海援隊を支援し

ています。座敷からの眺めは絶景で朝鮮通信使の李

て宿舎として提供した住宅です。暗殺の危機もかえ

邦彦は
「日東第一形勝」
と賞賛しました。ここは、坂

りみず談判にのぞんだ覚悟がしのばれる2階の隠れ

本竜馬が率いる海援隊と紀州藩が「いろは丸事件」

部屋は観覧が可能です。

の談判を行った場所とされています。

（日）
11月21日

8：00〜17：30

8：00 JR 広島駅新幹線口
（出発）
「貸切バス駐車場」
↓（貸切バス）

JR 福山駅（途中乗車可能）
↓（貸切バス）

対潮楼、常夜灯
↓

太田家住宅
↓

昼食（桑田家）
↓

沼名前神社、
桝屋清右衛門宅

太田家住宅

江戸時代からの薬用酒「保命酒」の蔵元であった建

↓

物で、本邸と通りを挟んだ向かいにある別邸からなり、

15：00 鞆の浦 発

↓（貸切バス）

国の重要文化財に指定されています。また、この地

15：40 JR 福山駅（途中下車可能）

区一帯（鞆の浦）は、国の伝統的建造物群保存地区

↓（貸切バス）

16：40 広島空港（途中下車可能）

に選定されています。

↓（貸切バス）

17：30 JR 広島駅新幹線口（解散）

（イメージ）
対潮楼

最少催行人数… 35 名
お一人当たり旅行代金… 16,000円
旅行代金に含まれるもの…

貸切バス代、昼食代、施設入場料
利用バス会社…中国ジェイアールバス

（イメージ）
鞆の浦（常夜灯）

太田家住宅（イメージ）

桝屋清右衛門宅（イメージ）

Eコース（9.5時間）

尾道の海が伝える日本遺産めぐり
尾道の日本遺産

尾道山手地区

日本遺産に認定された104件のうち、広島県に関連す

千光寺山へ登るロープウェイから見下ろせば尾道水

（日）
11月21日

8：00〜17：30

8：00 JR 広島駅新幹線口
（出発）
「貸切バス駐車場」
↓（貸切バス）

平山郁夫美術館、
瀬戸田耕三寺博物館

るものが5件で、
この内の3件が尾道に関するものです。

道と箱庭的都市が眼下に広がります。
「文学のこみち」

#014 尾道水道が紡いだ中世からの箱庭的都市（平成 27

では、尾道にゆかりのある林芙美子や志賀直哉の碑

#036〝日本最大の海賊〟の本拠地…芸予諸島〜蘇える村
上海賊〝Murakami KAIZOKU〟の記憶〜（平成 28 年認定）
#039 荒波を越えた男たちの夢が紡いだ異空間〜北前船
寄港地・船主集落〜（平成 29 年認定）

を巡ります。斜面地に張り付く様に建つ寺社や古民

昼食（瀬戸田すいぐん丸）
↓（貸切りバス・ロープウェイ）

家、入り組んだ路地と階段を下りながら、途中には空

尾道文学のこみち散策

き家再生実例もご紹介します。最後の浄土寺では尾

浄土寺

年認定）

道の歴史秘話にも迫ります。

↓（徒歩下山）
↓（貸切バス）

16：00 JR 尾道駅（途中下車可能）
※広島空港行きバス乗継可能

平山郁夫美術館・瀬戸田耕三寺博物館

↓（貸切バス）

北前船の往来や村上海賊が活躍した芸予諸島の生

17：30 JR 広島駅新幹線口（解散）

口島の瀬戸田で生まれ育った画家・平山郁夫は、
「私

最少催行人数… 35 名

の原点は瀬戸内の風土である」
と残しています。平山
芸術の原風景をここで発見してください。

↓

平山郁夫美術館（イメージ） 耕三寺孝養門（イメージ）

耕三寺は、世の中のすべてのお母様にありがとうと
心から手を合わせる
「母の寺」
として親しまれ、
「西の

お一人当たり旅行代金… 14,500円
旅行代金に含まれるもの…貸切バス代、
ロープウェイ代、昼食代、施設入場料
利用バス会社…中国ジェイアールバス

日光」
と呼ばれています。日本各地の古建築を模し
て建てられた本堂や山門など15 棟が国の登録有形
文化財に登録され、一見の価値があります。

浄土寺から尾道水道を臨む 文学のこみち（イメージ）

（イメージ）
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Fコース（8時間）

たけはら町並み保存地区・西条の酒造施設群まち並み見学
西条の酒造施設群

近世初期、他に先駆け、赤穂から入浜式塩田を導

西条の酒造施設群付近は江戸時代には宿場町とし

入した竹原は、全国に
「竹原塩」の名を轟かせました。 て栄え、日本酒づくりでは主に明治から大正にかけて
町人たちは、製塩業を基盤に醸造業や廻船業などを

発展しました。全国的にも珍しく、駅前周辺の狭い範

行うと共に、文化・芸術に親しみ、頼山陽をはじめ多

囲に酒蔵が七蔵ほど密集しており、赤レンガで出来

くの町人学者を輩出し、まちは
「文教の地」
として栄え

た煙突が今でも複数残っています。

子など江戸時代の特徴を色濃く残しています。

酒蔵の多くは石州から伝わった来待瓦で葺かれて
います。2018 年に日本イコモス国内委員会から
「日

こうした魅力ある景観を活用して、映画「時をか

本の20 世紀産業遺産 20 選」のひとつに選ばれ、今

ける少女」
、アニメ
「たまゆら」
、NHK連続テレビ小説

後、伝統的建造物群保存地区の選定を目指してい

「マッサン」等、数多くのロケ地として使われています。

8：00〜16：00

8：00 JR 広島駅新幹線口
（出発）
「貸切バス駐車場」
↓（貸切バス）

たけはら町並み保存地区（伝統的建造物群保存地区）

ました。町並み保存地区は、工夫を凝らした竹原格

11 月21日（日）

ます。

たけはら町並み保存地区

（松阪邸、普明閣、光本邸、
森川邸）
↓（貸切バス）

昼食（樽）
↓

西条の酒造施設群

（白牡丹酒造、西条鶴酒造、
亀齢酒造、賀茂泉酒造、
賀茂鶴酒造）
↓

15：00 JR 西条駅（途中下車可能）
※広島空港行きバス乗継可能

↓（貸切バス）

16：00 JR 広島駅新幹線口（解散）
最少催行人数… 35 名
お一人当たり旅行代金… 13,500円
旅行代金に含まれるもの…
貸切バス代、昼食代、施設入場料

たけはら町並み保存地区

（イメージ）

竹原 普明閣（イメージ）

西条酒造施設のなまこ壁

（イメージ）

西条の酒造施設群（イメージ）

利用バス会社…中国ジェイアールバス

Gコース（8時間）

日本遺産建築群と大和ミュージアム

11 月21日（日）

8：00〜16：00

8：00 JR 広島駅新幹線口
（出発）
「貸切バス駐車場」

呉の日本遺産建築群

大和ミュージアムと鉄のくじら館

日本遺産に認定された広島県に関連する5 件の内の

旧海軍の資料や船の歴史、海軍工廠や造船による

1 件が呉に関するものです。

科学技術等の発展、戦後の掃海活動の歴史や資料

#035 鎮守府 横須賀・呉・佐世保・舞鶴〜日本近代化の
躍動を体感できるまち〜（平成 28 年認定）

を展示する施設です。大和ミュージアムには戦艦「大

アレイからすこじま公園

和」の1/10 模型等が展示されています。鉄のくじら

入船山記念館

海上自衛隊呉地方総監部第一庁舎

館では、退役した実物の潜水艦をご覧いただけます。

明治 22 年（1889 年）旧海軍呉鎮守府開庁後、明治

↓
↓

昼食（麦酒館・地ビール館）
大和ミュージアム、
鉄のくじら館

地下 1階・地上 2階建ての煉瓦・石積造で戦災復興

↓（貸切バス）

後も当時の姿を残す建物です。敷地内には戦前の煉

15：25 JR 呉駅（途中下車可能）

瓦建物等が多数現存しています。

※広島空港行きバス乗継可能

↓（貸切バス）

16：00 JR 広島駅新幹線口（解散）

アレイからすこじま公園

明治中期後の旧海軍工廠建設期の築堤や工作物

最少催行人数… 35 名

等が現存し、近隣の煉瓦建物群は当時の施設の外

お一人当たり旅行代金… 11,000円

観を残す地域です。公園から海上自衛隊の係留艦

入船山記念館

↓

↓

「呉鎮守府庁舎」
として竣工、
40 年（1907 年）2 代目

艇も傍観できます。

↓（貸切バス）

海上自衛隊呉地方総監部

旅行代金に含まれるもの…貸切バス代、

昼食代、施設入場料
アレイからすこじまの煉瓦建物群（イメージ）

利用バス会社…中国ジェイアールバス

国の重要文化財に指定されている
「旧呉鎮守府司令
長官官舎」
を中心に歴史的記念物や資料等の保存・
展示をしている呉のシンボル的な場所の一つです。

（イメージ） 大和ミュージアム
鎮守府司令長官官舎
（イメージ）
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鉄のくじら館（イメージ）

Japan Federation of Architects &Building Engineers Associations

HIROSHIMA Convention 2021

アクセス
広島グリーンアリーナへのアクセス

（リーガロイヤルホテル広島へのアクセスも同様）
■

広島空港から

■

リムジンバス…約 60 分

路面電車…約 15 分

広 島 空 港1 番 バス 乗り場 から
「広 島 バスセンター」行きに 乗り、
バスセンターで下車。そこから徒歩で 7分程度。
■

広島駅から

岩国錦帯橋空港から

広島駅南口を出て広電広島駅から系統 2 号線 or6 号線に乗り、
で下車。
「紙屋町西」or「原爆ドーム前」
そこから徒歩で 7 分程度。
路線バス…約 10 分

高速バス…約 80 分
「広島バスセンター」行きに乗り、バスセンターで下車。
そこから徒歩で 7 分程度。
JR 利用…約 100 分
連絡 バスで 岩国駅に行き、JR 山陽本線（上り）に乗り
「新白島駅」
で下車、アストラムライン本通り方面に乗り換え、
で下車。
「県庁前」
そこから徒歩で 8 分程度。

広島駅南口を出て A ホーム 3 番乗り場 101 号、4 番乗り場 3 号、
B ホーム 6 番乗り場 21‑1、21‑2 号、8 番乗り場 24 号系統の
バスに乗り
で下車。そこから徒歩で 7 分程度。
「紙屋町」
アストラムライン利用…約 20 分
に乗り
で下車、
JR 山陽本線（下り）or 可部線（下り）
「新白島駅」
アストラムライン本通り方面に乗り換え、
で下車。
「県庁前」
そこから徒歩で 8 分程度。

アストラムライン

県庁前

路面電車
本通

広島国際会議場へのアクセス
■

広島駅から

路線バス…約 20 分
広島駅南口を出てBホーム8番乗り場24号系統のバスに乗り、
で下車。そこから徒歩で 2 分程度。
「平和記念公園」
路面電車…約 25 分
で下車。
広島駅南口を出て広電広島駅から系統1号線に乗り「
、袋町」
そこから徒歩で 10分程度。
あるいは、
で下車。
系統2号線、
系統6号線、
宮島行に乗り「原爆
、 ドーム前」
そこから徒歩で 10分程度。

広島グリーンアリーナ
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特集

第 63 回建築士会全国大会「広島大会」へのいざない

広島大会
新型コロナウイルス感染拡大防止対策について
広島大会は新型コロナウイルス感染の状況を踏まえ、会場参加とWeb 参
加を併用して開催し、会場参加については、感染予防と感染拡大防止のた
めの対策を講じます。会場参加される皆様には予めご協力をお願いします。
なお、
この対策は今後の感染状況、政府や自治体等の発表を踏まえて更
新してまいります。最新の情報は当会ホームページでご 確認ください。
https://www.k-hiroshima.or.jp/
【感染症予防対策について】
1 事前予約制の実施
2 会場入口での検温
3 37.5 度以上の発熱判明時における入場見合わせのお願い
この場合、参加登録料は払い戻しせず、Web 参加に切り替えさせてい
ただきます。
4 大会参加者・関係者等にマスク着用を義務付け
5 アルコール手指消毒液・予備マスクの配置
6
7
8
9

ご自身でご準備ください。
※マスクは数に限りがあるため、
密集回避策の実施（フロアマーカー等）

会場換気の励行
施設内ドアノブ、手すり、水栓など共用部分について定期的な消毒
大声での会話を控える等のエチケットを守るよう呼びかけ

【会場参加の皆様へのお願い】
1 各行事は事前予約制とさせていただきます。席に余裕がある場合でも、
ご了
事前予約の方を優先し、入場をお断りする場合がございますので、
承ください。
2 飲食・喫煙の制限
1）会場では、原則として施設内での飲食はできません。ただし、昼食
の弁当飲食に限り、大アリーナ観覧席を使用することができます。飲
食は B1 階サンクンガーデン等屋外でお召し上がりください。感染予
防のため、ソーシャルディスタンスを厳守し、飲食中の会話はお控え
ください。晴天の場合は敷地内や隣接する公園ベンチ等もご利用く
ださい。
2）喫煙は、2 階戸外に設置の喫煙スペースをご 利用ください。ソー
シャルディスタンスを厳守し、喫煙中の会話はお控えください。
3）昼食会場、大交流会では、仕切り板がないテーブルでは会話を自
粛いただくようお願いします。
4）大交流会での酒類提供は政府や広島県・広島市の定める基準に
従います。
3 密集回避策の実施
（2m、最低でも1m）
を確保いただくた
会場内ではフィジカルディスタンス
め、座席数を減じるなどフィジカルディスタンスを確保します。
また、密回
避のため特定の立ち見場所以外での立ち見はご遠慮いただきます。
4 以下に該当する方は参加をお控えくださいますようお願いいたします。
該当の場合は、参加登録料は払い戻しせず、Web 参加に切り替えさ
せていただきます。
1）息苦しさや強いだるさ、高熱のいずれかの症状がある
2）比較的微熱であっても発熱や咳などの風邪症状や味覚や嗅覚の
異常がある
3）濃厚接触者に指定されて14日経過していない
4）14日以内に、感染拡大している地域や国への渡航歴や滞在歴が
ある
5）14日以内に、発熱や感冒症状で受診や服薬等をした
5 大会参加前に、接触確認アプリである、厚生労働省の〝COCOA〟、広
のインストールを推奨します。
島県の
「広島コロナお知らせ QR」
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6 個人情報の取扱いについて
現地参加いただいた方の個人情報は受付管理業務のほか、
新型コロナウイルス感染者が確認された場合の感染経路追跡
のために利用します。必要に応じて保健所等の公的機関への提
ご了承ください。
供を行う場合がありますので、
（株）
日本旅行のサービスにおける感染防止対策について】
【
広島大会において使用する、宿泊、観光、食事等の各施設は、各
業界のガイドラインを遵守している施設を利用します。

【宿泊施設の感染防止に取り組み】
1 消毒液の設置、施設の定期的な消毒を実施しています。
ご案内します。
2 人が集まる場合では、一定のスペースを確保し、
3 従業員の体調確認、マスクの着用、手指消毒を実施しています。
【エクスカーションツアーの具体的な新型コロナウイルス感染防
止対策】
1 以下の条件をクリアしたサービス提供施設を利用いたします。
1）事前調査を踏まえ、新型コロナ感染症への対応がツアーを
運営する㈱日本旅行の定める安全基準を満たしていると判
断した場合。
を定め、その
2）しっかりとした
「新型コロナ感染症マニュアル」
内容に沿って運営が実施できていると判断した場合。
3）除菌・消毒・清掃・換気などにおいて、設備及び、従業員に
対する衛生管理の徹底が万全と確認できた施設。
4）ツアーを運営する㈱日本旅行及び病院・保健所・消防・警
察等の関係機関との緊急時連絡体制・対応が確立されて
いるサービス提供施設。
2 バスの座席割りについては、参加人数により、密を避けるための
座席割を検討させていただきます。
3 昼食場所・観光施設・添乗員の感染防止対策
1）感染防止策が不十分な換気の悪い密閉された施設は、行
また、車内での飲食は禁止とさせて
程に含んでおりません。
いただきます。
2）密集を避けるため自由観光を取り入れ、消毒・手洗い・うが
いができるよう適切な滞在時間を配慮いたします。
3）添乗員は日頃より健康管理を徹底させ、ツアー出発前には
体調の報告・確認をいたします。
4）出発前やツアー中に添乗員の体調不良が判明した場合は、
速やかに添乗員を交代いたします。
5）添乗員はマスクを着用し、こまめな消毒・手洗い・うがいを
励行します。
4 その他の感染防止対策
1）感染状況の変化等により旅行の安全かつ円滑な実施が困
また困難となる可能性が大きい場合、旅程
難となった場合、
の変更や旅行を中止いたします。
2）旅行開始後であっても、感染状況の変化によりその後の旅
行の安全な継続が困難となる可能性が大きいことが分かっ
た場合は、旅行を中止し出発地に引き返します。その場合、
まだ提供を受けていない旅行サービスの費用から、取消料・
違約料を差し引いた額を払い戻しいたします。
3）ご旅行中体調不良となった場合、最寄りの医療機関への受
診、途中離団した場合のご出発地までの交通機関の手配な
ど必要に応じて準備をいたします。なお、医療費他当該手配
にかかる費用はお客様にご負担いただいております。
4）観光施設、食事施設において、それぞれのガイドラインに
従った利用ができるよう旅程管理いたします。
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宿泊について

地図
番号

宿泊設定期間

出発日… 11/19（金）
もしくは11/20（土）
旅行日程
日程

食事

1 ご自宅又は前泊地又は各地…（各自移動、お客様負担）…各宿泊施設（泊） 朝×／昼×／夕×
2 各宿泊施設…（各自移動、お客様負担）…ご自宅又は前泊地又は各地

（ツインは2 名 1 室利用です。
）
料金表をご確認ください。
1 泊朝食付税金・サービス料込の大人お一人様料金です。

催行人数・添乗員

最少催行人員1 名、添乗員は同行しません。
申込方法

別紙「参加希望申込書」の宿泊申込欄にご希望のホテルの
申込番号を第 3 希望までご記入ください。
宿泊の決定日

ホテル予約確定後、お客様へのご案内は郵送する宿泊確認証を
もってお知らせいたします。
ご宿泊お申込に際しての注意事項
・お申込みの際は申込番号をご記入ください。
・朝食が不要の場合でも、特別料金のためご返金はございません。各ホテル宿泊には限
りがありますので、お申込み順にご希望のホテルを手配させていただきます。
なお、客室数には限りがございますので、必ず第 3 希望までご記入ください。

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11/19
旅行代金

11/20
旅行代金

1-S

シングル

16,500

20,000

1-T

ツイン

14,500

18,000

ホテルグランヴィア広島

2-S

シングル

17,500

20,500

1

リーガロイヤルホテル広島

2
3

ホテルメルパルク広島

3-S

シングル

13,500

13,500

4

ザ ロイヤルパークホテル
広島リバーサイド

4-S

シングル

13,000

18,000

5

広島グランドインテリジェント
ホテル

5-S

シングル

13,500

17,500

5-T

ツイン

10,500

15,500

6

ベッセルイン広島駅前

6-S

シングル

14,500

14,500

朝○／昼×／夕×

旅行代金

申込
客室タイプ
番号 （バス・トイレ付）

ホテル名

7

オリエンタルホテル広島

7-S

シングル

13,700

18,500

8

ひろしま国際ホテル

8-S

シングル

13,500

13,500

9

チサンホテル広島

9-S

シングル

13,500

13,500

10

ホテル広島ガーデンパレス

10-S

シングル

13,000

13,500

11

ホテルビスタ広島

11-S

シングル

12,600

12,600

12-S

シングル

12,000

12,000

12-T

ツイン

11,000

11,000

12

ホテルセンチュリー21 広島

13

ヴィアイン広島新幹線口

13-S

シングル

14,500

14,500

14

広島パシフィックホテル

14-S

シングル

12,000

12,000

15

広島ワシントンホテル

15-S

シングル

13,000

16,000

16

ホテル法華クラブ広島

16-S

シングル

10,500

11,500

17

広島インテリジェントホテル
アネックス

17-S

シングル

10,500

10,500

18

アークホテル広島駅南

18-S

シングル

10,000

10,000

19

広島インテリジェントホテル
スタジアム前

19-S

シングル

10,000

10,000

20

ホテルエスプル広島平和公園

20-S

シングル

9,000

9,000

・上記プランには、添乗員は同行しません。各宿泊施設でのチェックイン手続きは、
お客様ご自身で行っていただきます。
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特集

第 63 回建築士会全国大会「広島大会」へのいざない

参加申込について（大会登録・大交流会・地域交流見学会・昼食・宿泊）
■ 参加ご希望の方は、
に必要事項をご記入の上、
別紙
「参加希望申込書」

各都道府県所属建築士会事務局に
までにご提出ください。

（金）
令和3年7月30日

■ 各都道府県所属建築士会は、
県内会員の申込書を取りまとめていた
コピーを残して本編を日本旅行広島支店宛にメールまたは FAX にて
だき、

までにお申込ください。
令和 3 年 8 月13日
（金）

■ 9 月下旬までに請求書と各種参加証を各都道府県所属建築士会様
あて郵送いたします。請求書に記載されている銀行口座に指定期日までに
お振込をお願いいたします。なお、お振込手数料はお客様にてご負担を
お願いいたします。
■ 変更・取消の場合はトラブルを避けるためにも、
必ず参加申込みの方
がメールまたは FAX にて日本旅行広島支店へご連絡をお願いいたします。
併せまして各都道府県所属建築士会様へもご連絡いただきますようお願
いいたします。

（エクスカーション）
（公社）
の変更・取消の場合は、
お手数ですが
※地域交流見学会
ご連絡をお願いいたします。
広島県建築士会事務局へも、

ご参加者

5. 参加証の発送
6. 参加費等の支払い

（8月13日まで）
3. 参加申込締切

4.参加証の発送（9月下旬まで）

株式会社日本旅行広島支店

（7月30日まで）
2. 参加申込締切

各都道府県所属建築士会

（会報誌 6 月号）
1. 開催の案内

7. 参加費等の支払い

取消料について
■ 変更・取消は参加希望申込書をそのままお使いになり、
必ずメールまた
は FAX にてお願いいたします。お電話での変更・取消はお受けいたしかね
ご注意ください。
ますので、
■ 取消料については、
取消日によりお一人様につき下記取消料を申し受
けますので、
ご注意ください。ただし営業時間内にご連絡をいただいた日を
ご注意ください。
基準といたしますので、

※大会登録·大交流会·昼食は令和3年10月29日（金）以降の取消はできません。
宿泊代取消料

地域交流見学会（エクスカーション）取消料

取消日区分

旅行開始日の
前日から
起算して
さかのぼって

21日目に
当たる日まで
20日目に
当たる日以降
8日目に
当たる日まで
7日目に
当たる日以降
2日目に
当たる日まで

旅行開始日の前日
旅行開始日当日

お問い合わせ
旅行開始後又は

無連絡不参加の場合

取消料

取消日区分

無料
旅行代金の
20%

旅行開始日の
前日から
起算して
さかのぼって

旅行代金の
30%
旅行代金の
40%
旅行代金の
50%
旅行代金の
100%

11日目に
当たる日まで
10日目に
当たる日以降
8日目に
当たる日まで
7日目に
当たる日以降
2日目に
当たる日まで

旅行開始日前日
旅行開始日当日
（旅行開始前）
旅行開始後又は
無連絡不参加の場合

取消料

［詳しい旅行条件を説明した書面をお渡ししますので事前にご確認の上お申し込みください］

旅行代金の
20%

［お客様の状況によっては、当初の手配内容に含まれていない特別な配慮、措置が必要
になる可能性がございます。特別な配慮や措置が必要となる可能性のある方は、
ご相談
させていただきますので、係員に必ずお申し出ください。
］

旅行代金の
30%
旅行代金の
40%
旅行代金の
50%
旅行代金の
100%

観光庁長官登録旅行業第 2 号
（一社）日本旅行業協会正会員

〒732‑0057 広島市南区二葉の里 3‑8‑21 JR 西日本広島支社北館 1 階
TEL 082‑261‑5243 FAX 082‑264‑3549
Mail hiroshima̲ec@nta.co.jp
営業時間…月〜金 10：00〜18：00（土、日、祝日は休業）
総合旅行業務取扱管理者※…冨永清志
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といいます）
この旅行は、㈱日本旅行広島支店（以下「当社」
が企画・実施する旅行であり、
こ
の旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約を締結していただくことになり
ます。
1. お申込み方法と契約の成立
■ 申込書をご記入いただき、
旅行代金全額を添えてお申し込みください。お申込金は、旅
または違約料の一部または全部として繰り入れます。
行代金、取消料、
■ 契約は、
当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立いたします。
■ 団体 , グループ
（家族）
の代表者を契約責任者として契約の締結及び解除に関する取
引を行います。
■ 旅行代金は旅行出発日の 14日前までにお支払いいただきます。
■ 通信契約による旅行契約は、
当社らがお申し込みを承諾する通知を発し、当該通知が
お客様に到着した時に成立します。
2. 旅行中止の場合
ご参加のお客様が当パンフレットに明示した最少催行人員に満たない場合、当社は旅行
の催行を中止する場合があります。
この場合旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
13日目に当たる日より前に連絡させていただき、お預かりしている旅行代金の全額をお返
しします。
3. 旅行代金に含まれるもの及び含まれないもの
パンフレットに記載された日程に明示された交通費、食事代、入場料、消費税等諸税及
び添乗員同行費用が含まれます。旅行日程に記載のない交通費等の諸費用及び個人
的性質の諸費用は含まれません。
4. 取消料
お客様は、次の取消料をお支払いいただくことにより旅行契約を解除することができます。
なお、取消日とは、お客様が当社の営業日、営業時間内に解除する旨をお申し出いただい
た日とします。
5. 個人情報の取り扱い
（1）株式会社日本旅行はご提供いただいた個人情報について、①お客様との間の連絡
のため、②旅行に関して運送・宿泊機関等のサービス手配、提供のため、③旅行に関す
る諸手続のため、④当社の旅行契約上の責任において事故時の費用等を担保する保
険手続のため、⑤当社及び当社と提携する企業並びに本大会協賛企業、団体の商品
やサービス、キャンペーン情報の提供、旅行に関する情報提供のため、⑥旅行参加後の
ご意見やご感想のお願いのため、⑦アンケートのお願いのため、⑧特典サービス提供の
ため、⑨統計資料作成のため、に利用させていただきます。
（2）
上記②、③の目的を達成するため、お客様の氏名、住所、電話番号、搭乗便名等を
輸送・宿泊機関、土産物店に提供する事があります。なお、土産物店及び本大会協賛
企業、団体への個人情報の提供の停止をご希望される場合は、当該するパンフレットに
記載する旅行申込窓口宛にご出発の 10日前までにお申し出ください。
（3）
当社及び当社グループ会社はお客様からご提供いただいた個人情報のうち、氏名、
住所、電話番号、メールアドレス等の連絡先を、各社の営業案内、キャンペーン等のご案
内のために、共同して利用させていただきます。共同利用する個人情報は、当社個人情
報保護管理責任者が責任を持って管理します。なお当社グループ会社の名称は当社の
ホームページ（https://www.nta.co.jp）
をご参照ください。
◆問い合わせ窓口：本社お客様相談室
電話：03‑6895‑7883 FAX：03‑6895‑7833
e-mail：sodan_shitsu@nta.co.jp 営業時間：平日9：45〜17：45
6.このパンフレットに記載の旅行日程等の旅行条件は 2021 年 3 月1日現在を基準と
しています。

無料

大会参加に関するお問い合わせ先［旅行企画·実施］

株式会社日本旅行広島支店

旅行条件要約：募集型企画旅行

大会スケジュール･関係行事に関するお問い合わせ先

※以下までFAXにてお問い合わせください。

公益社団法人

広島県建築士会 事務局

TEL 082‑244‑6830

FAX 082‑244‑3840

〒730‑0052
広島市中区千田町 3‑7‑47 広島県情報プラザ 5F
※総合旅行業務取扱管理者とは、
お客様の旅行を取扱う支店での取引に
関する責任者です。
この旅行契約に関し、担当者からの説明にご不明な点
があれば。
ご遠慮なく左記の総合旅行業務取扱管理者にお尋ねください。

西日本 21−039

Japan Federation of Architects &Building Engineers Associations

HIROSHIMA Convention 2021

第 63 回建築士会全国大会「広島大会」

申込締切日：令 和 3 年 7 月 3 0 日（金）
所属する各都道府県建築士会事務局まで提出

参加希望申込書

全国大会のお申し込みは、以下により手続きをお願いいたします。新型コロナウイルス感染拡大等により大会の実施が困難になった場合にはキャンセル等お受けいたしま
すのでご安心ください。なお、キャンセルの詳細については別途お知らせします。

※申込書は1 名につき1 枚、同伴者は連名にてご記入ください
（コピー可）

所属士会

支部名

ふりがな

ふりがな

氏名
参加証
送付先住所

男・女 （

同伴者氏名

）歳

FAX 番号

携帯番号

大会登録等

）歳

（自宅・勤務先）勤務先の場合は、勤務先名を必ずご記入ください。

〒

電話番号

メールアドレス

男・女 （

広島までの主な交通手段

飛行機・JR・貸切バス・自家用車・その他（

）

このアドレス宛に視聴用 URL をお送りしますので、必ずご記入ください。

※希望に○印をご記入ください。

日程

NO

web 参加

―

行事名（web 配信・録画配信の有無）

時間

（Web 参加をご希望の方は右欄に〇印をご記入ください）

―

全国建築士フォーラム（web 配信・録画配信）

参加料・代金

16：30〜21：30（予定）

関連 第 11 回まちづくり賞発表会＆公開選考会（web 配信・録画配信）
11 月 19 日（金）
行事 （公開行事）
全国ヘリテージマネージャーネットワーク協議会総会（録画配信）

本人

同伴者

別申込

―

別申込

―

別申込

―

2,000 円

12：00〜15：00

大会登録者無料

15：30〜17：30

1

大会登録

8：30〜

6,000 円

2

大会式典（web 配信・録画配信）

15：30〜17：30

3

記念対談（web 配信・録画配信）

13：30〜15：00

4

大交流会

18：00〜20：00

6,000 円

5

昼食（お弁当）

11：00〜14：00

1,000 円

大会登録者無料
一般公開（無料）

① ミタイケン弁当（お茶付）
② 瀬戸のかきめし（お茶付）
③ あなごめし（お茶付）
11 月 20 日（土）

6

（web 配信・録画配信）
青年委員会セッション（地域実践活動発表会）

10：00〜11：30

7

女性委員会セッション（web 配信・録画配信）

10：00〜11：30

8

まちづくりセッション（web 配信・録画配信）
景観・街中（空き家）

10：00〜11：30

9

福祉まちづくりセッション（web 配信・録画配信）

9：30〜11：00

10

防災まちづくりセッション（web 配信・録画配信）

11：30〜13：00

11

環境部会セッション（web 配信・録画配信）

9：30〜11：00

12

情報部会セッション（web 配信・録画配信）

11：30〜13：00

13

歴史まちづくりセッション／第8回 全国ヘリテージマネージャー大会

（web配信・録画配信）

シンポジウム（web配信・録画配信）
「木のまちづくり」
14 「木の建築」

大会登録者無料

10：00〜11：30
9：30〜11：00

※同伴者について…いずれかの行事（記念対談を除く）に参加される同伴者の方は、大会登録費が必要になります。ただし、体の不自由な方の付き添い（介助者）や未就学の児童は、記念対談も含めて無料です。

地域交流見学会（エクスカーション）
日程

11 月 21 日（日）

※第 1〜3 希望に○印をご記入ください。

コース

旅行代金

コーススタイル

A

瀬戸内建築島めぐり

24,500 円

B

世界遺産 日本三景宮島社寺建築と町家めぐり

12,000 円

C

（半日コース）
広島の現代たてものめぐり

第 1 希望
本人

同伴者

第2希望 第 3希望

2,000 円

D

日本遺産 瀬戸の夕凪 セピア色の港町に日常が溶け込む鞆の浦

16,000 円

E

尾道の海が伝える日本遺産めぐり

14,500 円

F

たけはら町並み保存地区・西条の酒造施設群まち並み見学

13,500 円

G

日本遺産建築群と大和ミュージアム

11,000 円

※申込みが集中したり、最少催行人数に満たないコースが発生した場合、また新型コロナウイルス感染状況により、ご希望に添えないことがあります。行事への参加が当該見学会のみの同伴者の方も大会登録費が必要となります。

宿泊

※ホテルのお申込みは 31 ページ「宿泊について」記載料金表の「申込番号」を記入してください。

宿泊日

ホテルの申込番号

第 1 希望

第 2 希望

第 3 希望

本人

同伴者

たばこ

同室希望者氏名

※参加登録なしで同行される家族など

禁煙

喫煙

11 月 19 日（金）

禁煙

喫煙

11 月 20 日（土）

禁煙

喫煙

宿泊に係るご要望等記入欄

備考

※大会参加にあたって、特記する事項があれば記入してください。

個人利用欄

各建築士会利用欄

2021.6
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