２０１９年
新建中部ブロック会員

■注意事項

５月吉日

○佐渡への渡航は、㈱佐渡汽船の下記フェリーにてセミナー日程を計画しました。

並びに 新建会員各位
新建新潟支部

建まちセミナー2019

新建中部ブロック

in

事務局長

岩野

克行

２８日（土）直江津港（上越市）9：30 発（高速フェリー）〜

全国幹事

山岸

栄一

２９日（日）小木港 16：30 発（高速フェリー）〜

佐渡

11：10 佐渡市小木港着

18：10 直江津港着（上越市）

※前・後泊をされる方、新潟港〜両津港への渡航ルートを利用される方も想定されるため、会場『花の木』

のご案内

集合とさせていただきました。

時下、会員の皆様におかれましては、ますますのご健勝のこととお慶び申し上げます。

○直江津港〜小木港のフェリー往復料金は、大人 1 名 2 等席で￥6,870-です。（車両は別料金）

かねてよりお知らせしておりました表題概要が決定したので参加のお願いと共にご案内いたします。

3 ヶ月前よりネットでの予約可能です。15 名以上で団体割引がありますので、参加申し込み時に予約の

尚、一部セミナー内容等未定部分があり、修正等の可能性もありますが、宜しくお願い致します。

欄に○印いただければ、新潟支部にてまとめて予約いたします。

記
■日 時 ： ２０１９年

※上記時刻のフェリーでの 2 等往復航路を予定しています。それ以外の方（1 等席 両津航路 前後泊等）

９月２８日（土）２９日（日）

■会 場 ： 佐渡市宿根木 78-1 『花の木』

は直接予約をお願いします。

Tel 0259-86-2331

Fax 0259-86-2339

■宿泊所 ： 佐渡市小木町 1494-6『おぎの湯』 Tel 0259-86-1555

Fax 0259-58-7003

佐渡汽船ＨＰ ⇒

https://www.sadokisen.co.jp/

○カーフェリーにて佐渡島内へ自家用車にて渡航される方も直接予約お願いします。（島内でのバス移動
人員把握のため、申し込み欄に○印記入お願いします。
）

■日 程セミナースケジュール

○直江津港での駐車場は港近隣の事業所をお借りする予定です。
（後日参加者へ、別途ご案内します）

【９月２８日（土）
】

○関東方面等、北陸新幹線の上越妙高駅をご利用の方は、新潟支部会員が直江津港まで送迎可能です。

※11：35 佐渡市小木港発
○12：00〜
〜

路線バス乗車

会場『花の木』に集合

〜

バス停「宿根木新田」にて降車 〜会場『花の木』へ

下記列車時刻の新幹線のみ送迎します。 時刻ご確認の上、申し込み欄に○印ご記入ください。

受付開始

受付終了者より 『花の木』にて昼食 （セミナー料金に含まれています）

○13：00〜 開会式 オリエンテーション等

28 日（土）行き（下り）

東京発 6：28 はくたか

上越妙高駅 8：30 着

（上り）

金沢発 7：23 はくたか

上越妙高駅 8：26 着

上越妙高駅発 19：12 はくたか

東京駅着 21：16 着

29 日（日）帰り（上り）

○13：15〜第一講座 『船大工と千石船のまち』宿根木地区から学ぶ建築とまちづくり

○宿泊施設の前泊・後泊は可能と思います。各自、個別に事前に宿泊所へ予約をお願いします。

講師：真島俊一氏（TEM 研究所 代表）

○ご家族参加を望まれる方は事前にご連絡ください。部屋割り・参加料金等をご相談させていただきます。

現地視察（小木民族博物館、伝建地区視察 等）現地視察ガイド等を予定

○宿泊施設は、夕食懇親会時・二次会等のお酒の持込は自由です。是非とも多くの皆様に地元自慢のお酒

○17：15〜第二講座 『20 世紀の建築空間遺産・その 2（1930 年代〜1950 年代）』

珍味等をお持ちいただければと思います。

講師：小林良雄氏（新建東京支部） ※第二講座終了後 宿舎の車にて『おぎの湯』へ移動
○18：45〜 休息 入浴等

○20：00〜 夕食 懇親会

参

〜 二次会へ

ＦＡＸ０２５−５３０−４６６５
申し込み締め切り ７月２０日

【９月２９日（日）
】
○8：30〜第三講座 『佐渡の歴史風土』講師：本間 慎氏（佐渡伝統文化専門学校 顧問）
○9：30〜バス移動 相川地区へ
※バス移動中に本間先生 or 真島先生から、佐渡の色々についてお話しいただく予定です。
○10：45〜第四講座

相川地区

『金銀山遺構 と 相川のまちづくり を学ぶ』

講師：真島俊一 及び 現地視察ガイド等を予定（施設入館 町並み視察 等）〜 昼 食
○14：45〜 バス移動開始
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メール：kubikino@ac.wakwak.com
※参加該当欄に ○印してください。
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○15：45 小木港到着 解散（バス内にて閉会式） ※16：30 発 高速フェリー乗船予定
■定 員 ： ３０名程度

予定

※先着順とさせていただきます。随時ＭＬ等により参加者状況をお知らせいたします。
■参加費 ： ２４,０００円／人
（宿泊・懇親会・バス貸切・施設入館ガイド費用等 20,000 円

セミナー1000 円×4 講座）

※佐渡への渡航フェリー料金等は含みません。 ※参加費は当日、受付にて徴収いたします。
※開催地特性より原則全日程参加で申し込みお願いします。諸事情により全日程参加できない方は、
個別に新潟支部へ連絡ください。参加費等ご相談させていただきます。

※詳細・不明点等は、新潟支部山岸まで携帯 090-2208-8662

連絡ください。

■第一,四講座

講師

■セミナー会場：新潟県佐渡市宿根木７８-１ 『体験宿 花の木』

真島 俊一（まじま しゅんいち）

ＴＥＭ研究所所長 1947 年生まれ 武蔵野美術大学造形学部建築学科卒業 大学 3 年のとき佐渡を訪れ、
地域調査をしたことがきっかけで、建築学科に在学中の 1969 年に TEM 研究所を設立。学生の頃から民俗
学者・宮本常一に師事。全国を歩いて民家や生活、和舟の調査・研究・分析をし、日本の中で見落とさ

Tel 0259-86-2331

Fax 0259-86-2339

URL http://www.sado-hananoki.com

■宿泊施設： 佐渡市小木町 1494-6 『おぎの湯』
Tel 0259-86-1555

Fax 0259-58-7003

URL http://www.oginoyu.com/access/

れることの多い「地方や離島の価値を発見する」ことから、文化財を通して地域文化の再生に尽力する
仕事をしている。1998 年に旧小木町（現佐渡市）の博物館の資料（板図など）から実物大の北前船を復
元。船は歴史的地域遺産として寄港地・宿根木に展示されている。

セミナー会場『花の木』

宿泊会場『おぎの湯』

花の木は佐渡が島の南部、その昔 廻船業で栄えた小木地区宿根木にあります。
海と山に囲まれた自然が満喫できるこの場所に魅せられ、１９９６年より夫婦で田舎風宿をはじめまし
伝統的建造物群保存地区

「宿根木の町並み」

相川地区

佐渡金山の産業遺産

た。２,０００坪の敷地の中に古い民家を移築して、現在は宿坊離れに５室と古民家の中に２室ご用意し
てあります。 近くの裏山には 幸福地蔵（しあわせじぞう）や、魔崖仏（まがいぶつ）があって朝晩

■第二講座

講師

小林良雄（こばやし

地域建築空間研究所 代表

よしお）

の散策もお楽しみいただけます。初秋のコスモス、秋のすすき野原はじめ周囲は四季の変化に富んでい
ます。近くの小木の海にはダイビングや釣りのポイントもたくさんありますので、海のレジャーも体験

新建全国幹事会顧問（東京支部所属）

早稲田大学建築学科卒業、芦原義信建築研究所入所

できます。 花の木の敷地内には陶芸家渡辺陶生（花の木主人）の作品展示ギャラリーと風の窯（穴

武蔵野美術大学本館・国立歴史民族博物館・横浜女性フォーラム等を担当。

窯）がございます。これまで夫婦旅行、長期滞在、修学旅行はじめさまざまにご利用いただいてまいり

1993 年地域建築空間研究所設立、現在に至る。共著『現代都市のりデザイン』

ました。自然豊かな佐渡をお楽しみいただけますよう 皆様のお越しを心よりお待ちしています。
宿根木 花の木

■佐渡への交通

航路

○直江津港（上越市）〜小木港
高速フェリー １時間 40 分程度
○直江津港へは
F.L.ライト設計

ジョンソン・ワックス社屋

ル・コルビュジェ設計

ユニテ・ダビシオン

北陸自動車道 上越ＩＣから車 5 分
北陸新幹線 上越妙高駅から車 20 分

■第三講座

講師

本間

慎（ほんま

しん）

※新潟支部にて、注記事項に記載した

伝統文化と環境福祉の専門学校 顧問

新幹線時刻の送迎を予定しています。

（H30 年度まで校長）専攻は環境生態学

○新潟港〜両津港のご利用の方は佐渡

1931 年、佐渡市羽茂本郷 に生まれる。

島内の両津から小木地区までの移動時

東京農工大学名誉教授。
（農業博士）

間を考慮ください。車で 100 分程度

フェリス女学院大学名誉教授

又、公共交通機関はバスとなります。

元日本環境学会会長

新潟交通佐渡株式会社 ＨＰ参照くだ

元日本学術会議会員・自然保護研究連絡委員会委員長

さい http://www.sado-bus.com/route/

渡辺明子（施設ＨＰより抜粋）

