TATE MONOGATA R I
F E S TA 2 016

平成 28 年10 月15 日
（土）～ 11月13 日（日）の 30日間、
「たてものがたりフェスタ 2016」を開
催します！

広島県内各所の魅力ある建物で、さまざまなイベントを楽しむことができます。特

に 11月 12 日（土）
・13 日（日）は広島市内を中心にイベントが目白押し。建物を眺めるもよし。
イベントに参加するもよし。ガイドブックを片手に、ひろしまの街へ出かけましょう。

「ひろしまたてものがたり」は広島県内の魅力ある建物を発掘・発信する県民参加型のプロジェクトとして、平成
25 年からスタートしました。モダンで美しい高層ビルから、情緒あふれるレトロ建築、貴重な国宝、世界遺産まで、
魅力ある建物「100セレクション」を選定した後に、
「訪れたい」
「訪れてほしい」と感じる建物を、専門家による委
員会と一般投票により、それぞれ「ベストセレクション 30」
「人気ランキングベスト 30」として選定しました。
“ひろ
しまらしい地域の宝”として、国内外に伝えていきます。

この ガイドブックで は「 たても の がたりフェスタ
2016」で実施する様々なイベントについて、建物ごと
にまとめてご紹介しています。建物の所在地やマップ
も掲載しておりますので、イベントへの参加の有無に
関わらず、ひろしまの魅力的な建物を実際に見て回っ
て頂く際にもご利用ください。

当フェスタは、普段は一般公開されていない建物等
を所有者・関係者のご厚意により特別に公開してい
ただくことで成立するものです。来年以降も継続して
開催していくためにも、マナーを守ってお楽しみいた
だきますよう、ご協力お願い申し上げます。
◦イベント、見学会の内容は予告なく変更となる場合があります。
予めご了承ください。
◦イベント、見学会は建物所有者のご好意で各主催者が行うも
のです。従って主催者が建物所有者と異なる場合、お問合せは

◦参加方法は建物によって異なります。必ず当ガイド
ブック、
「たてものがたりフェスタ 2016」ホームペー
ジ等で詳細をご確認の上、ご参加ください。
◦各イベントともに定員に達しましたら、受付を締め
切らせていただきます。

必ず問合せ先へお願いいたします。建物への直接のお問合せは
ご遠慮願います。
◦建物内でも開放されていない敷地へは無断で入らないようお願
いします。また建物内部の撮影は許可を得た場合のみでお願いし
ます。

マップ内にある建物番号と位置
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を示しています。
魅力ある建物「100 セレクション」
に選定された建物です。
JR 線

アストラムライン

広島電鉄

バス停
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11/13

川の街広島を巧みに表現し

原爆ドーム横に建つ、展望台や

広島城のすぐ北に建つ高校校舎。

広島県行政の中枢として 1956 年に

テラスが気持ちいいと話題の建
築。ビルを壊さず改修するリノ

南棟には大きな吹抜けがあり、１階
のピロティと共に開放的な空間を

竣工。ピロティ・水平連続窓・屋上庭
園など、モダニズムの要素で構成され、

原点といえる平和記念資料

ベーションによって全く違う姿に

作っています。西棟は体育館の上

しかも建設当初の姿がよく残っていま

館。見学ツアーでは公園内
を散策しながら、建物に込め

生まれ変わりました。見学ツアー
では、施設関係者のお話を伺い

に美術コースのアトリエが載ってお
り、自然光を取りこむためのノコギ

平和記念公園・原爆ドーム解説ツアー
11/13（日）15：30～16：30 定員 20 名（先着順・要申込） 料金 500 円
申込 下記 Web ページからお申込く
ださい

日時

主催・問合せ先 アーキウォーク広島

 http://www.oa-hiroshima.org

+DATA
【広島平和記念資料館】 竣工：1955 年

設計：丹下健三計画研究室

住所：広島市中区中島町 1-3
【原爆ドーム（旧広島県産業奨励館）】 竣工：1915 年

設計：ヤン・レツル

住所：広島市中区大手町 1-10

ながら、通常非公開の箇所も特
別に見学します！

11/13

イベント
開催!

竣工：1956 年

竣工：2016 年（改修） 設計：三分一博志建築設計事務所（改修）

+DATA
住所：広島市中区中島町 1-1
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に埋められ、その中心にある追悼空間
は円形の特徴的な形態となっています。
たてフェス会期中は、下記日程にて通
常非公開の原本保管庫を見学や建設

イベント
開催!

時の貴重な記録ビデオも鑑賞できます。

原本保管庫の特別見学
日時

開かれます。広島復興の総仕上
げと呼ばれた大事業に込められた
人々の思いや空間を知る、またと

11/12

ない機会をお見逃しなく。

イベント
開催!

5 名（先着順）料金 無料

広島基町高層アパートと大髙正人
11/12（土）14:00～17:00 場所 広島市立基町小学校体育館（広島
市中区基町20-2） 定員 200 名 料金 無料 申込 不要
主催 広島市立大学、広島市中区役所 共催 文化庁
日時

にアクセントとなる丸窓が開けられ、
地下とは思えない開放感のある空間
となっています。（見学会等はありま
せん）

11/12.13

+DATA
竣工：2015 年

設計：小嶋一浩＋赤松佳珠子 / CAt、パシフィックコンサルタンツ

住所：広島市中区西白島町

10/21（金）～ 31（月）10:00～17:00

日時

11/1（火）13 :00～17:00・11/2（水）～8（火）10:00～17:00

・11/9（水）10:00～15:00 料金 無料 申込 不要
主催・問合せ先 広島市市民局文化スポーツ部文化振興課
 082-504-2500
竣工：1936 年 設計：日本銀行臨時建築部・長野宇平治 住所：広島市中区袋町 5-21
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にある美術館。中央の本館は原爆ドー
ムを、その本館をぐるりと囲む回廊は
嚴島神社の回廊を模しています。モ
ネやゴッホといったフランス近代美術コ

広島市立大学社会連携センター（三好）

 082-830-1764（平日のみ）
 shakai@office.hiroshima-cu.ac.jp
設計：大髙建築設計事務所（大髙正人）

住所：広島市中区基町

申込 不要（入口奥の「研修室３」

レクションを常設展示する本館は、好
きな作品のところにすぐ行けるよう円
形に造られています。たてフェス会期

11/12.13

中は別館にて特別展を開催中！

見学OK!

安野光雅のものがたり絵本展

※ 15 分おきに原本保管庫を見学するミニ・ツアー（所要 10 分程度）を実施
主催 国土交通省中国地方整備局営繕部、
「公共建築の日及び公共建
築月間」中国地方実行委員会

※会期中無休・金曜は 19：00 まで

日時

主催・問合せ先

公益財団法人ひろしま美術館

 082-223-2530

※見学の際、入館料が必要になる場合がございます。
設計：
（株）丹下健三・都市・建築設計研究所、国土交通省中国
住所：広島市中区中島町 1-6
◉各建物には駐車場の用意が無い箇所もございます。また、駐車場がある場合も限りがございますので、各建物へは公共の交通機関等をご利用ください。

まちあるきイベント

緑に囲まれた広島市中央公園の一角

40 名（先着順・要申込） 料金 無料

+DATA

料金 無料 申込 不要

+DATA

10/22（土）～12/11（日）9:00～17:00（入館は16:30まで）
料金 一般 1,200 円、 高大生 900 円、小中学生 500 円

地方整備局営繕部

通常公開

広島職人博覧会
創作作品展発表会

通常公開

申込 電話またはメールでお申込く
ださい［申込開始日時：10/12（水）11:00］
問合せ先

下さい。

見学OK!

C I T Y WA L K E V E N T

定員

見どころの多い建物です。普段通りの
自由見学に併せて、イベントもお楽しみ

11/12.13

※ただし 21（金）は 13:00 ～ 17:00、31（月）は 10:00 ～ 15:00

基町高層アパート見学会
11/12（土）11:00～12:00

の崩壊は免れています。均整のとれた
外観、各所の装飾、地下金庫室など、

日時

見学OK!

都工芸繊維大学教授）

+DATA

4

ムへと伸びる動線をシェル構造の大
屋根で覆うシンプルな構成で、各所

見学時は、各駅利用客の方の妨げにならないよう、マナーを守ってお楽しみください。

にお越しください）

竣工：2002 年
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JR 山陽本線との交点に新設された
アストラムラインの駅舎。地下ホー

※ JR 新白島駅からの連絡通路、アストラムライン新白島駅改札までは見学可能です。

シンポジウム

日時

住所：広島市中区基町 10-52

広島市内に残された歴史的建築物で
す。堅牢なつくりで、被爆しつつも建物

市のよう
！たてフェス会期中には、
設計に携わった建築家などによる

事業完了：1978 年

11/12（土）13:00 ～ 17:00、13（日）12:00 ～ 14:00、15:30 ～ 17:30

定員ミニ・ツアーは各回

住所：広島市中区西白島町 25-1

街、学校、消防署などが一体的
にデザインされ、まるで一つの都

礼幸（広島市都市整備局住宅部住宅整備課基町住宅担当課長）司会 : 松隈洋（京

11/12.13

設計：原 広司

ピロティに屋上庭園、ジグザグに
折れ曲がる独特な棟配置。商店

登壇者 : 石丸紀興（元広島大学教授）
、藤本昌也（現代計画研究所代表）
、小林

原爆死没者の尊い犠牲を銘記し平和
を祈念するため、平和記念公園内に
計画された施設。建物の大半が地下

設計：日建設計

+DATA

シンポジウムを開催。また通常非
公開の屋上庭園を含む見学会も

 082-247-6738

主催・問合せ先 広島県 営繕課  082-513-2311
 http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/tatemonogatari/festa2016.html
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通常公開

設計：増田清

日時

竣工：2000 年

学できます。

料金 無料 申込 レス
トハウス窓口で申込用紙にご記入

11/13（日）
13:30～14:30 集合場所 正面玄関（そごう側） 定員 30 名（先着順・
Web ページまたは、 電話にてお申込ください

+DATA

見学OK!

竣工：1929 年

日時

要申込） 料金 無料 申込 下記

※ 10/28（金）までにお名前、住所、電話番号をお知らせください

た。地下室は被爆当時の姿で保存
されていて、窓口で受付をすれば見

の上、ご見学ください
主催・問合せ先 平和記念公園レス
トハウス観光案内所

建物見学会

+DATA

11/13（日）14:00～15:00

いに呉服店として建てられ、
コンクリー
トのモダンな姿は目を引く存在でし

8:30 ～ 17:00

ペシャルツアーを開催。見慣れた建物
の意外な一面を見に行きましょう
！

イベント
開催!

定員 15名（先着順・要申込 ） 料金 2,000 円
Web ページからお申込ください
主催・問合せ先 アーキウォーク広島  http://www.oa-hiroshima.org

日時

（入館料 1,500 円を含む） 申込 下記

5

地下室見学

す。たてフェス会期中は、この知られざ
る名建築を県職員の解説付きで巡るス

11/13

11/12（土）14:00 ～ 14:40 集合場所 南棟中央口（広島城側）
定員 20 名（先着順・要申込） 料金 無料 申込 電話またはメールでお申込く
ださい
主催・問合せ先 広島市都市整備局営繕課
 082-504-2730
 eizen@city.hiroshima.lg.jp

観光案内所として使われているこの
建物、もとは繁華街の目抜き通り沿

時間

リ屋根が特徴的です。
（見学会で
は一部建物のみの見学となります）

11/12

イベント
開催!

建物見学会

建物見学会

住所：広島市中区大手町 1-2-1

2

11/12.13

9

た洋風建築である原爆ドー
ム、そして戦後の日本建築の

られた秘話をディープに解き
明かしていきます！

イベント
開催!

6

+DATA
竣工：1978 年

設計：日建設計

A

11/13

イベント
開催!

かつての街道や運河の痕跡をたど
りながら、広島でほぼ唯一となっ
た様式建築の旧日本銀行広島支
店や、戦前期モダニズムの袋町
小学校平和資料館など、新旧の
建物を詳しい解説つきでめぐります。
（※外観見学中心です）
日時 11/13
（日）12:00～13:00 場所 広島市中区袋町・本通・
（先着順・要申込） 料金 500 円 申込 下記 Web ペー
立町 定員 10名
ジからお申込ください
主催・問合せ先 アーキウォーク広島
 http://www.oa-hiroshima.org
訪 問 予 定 先 旧日本銀行広島支店、袋町小学校平和資料館、
福屋など

住所：広島市中区基町 3-2
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11/13

イベント
開催!

昭和を代表する巨匠、村野藤吾によ

建築家村上徹氏のアトリエを解

平和大通り沿いの消防署。スケルトン

説とともに特別に見学します。
比治山の麓という立地を生かし

な姿にみなさんも一度は注目したことが
あるはず。全体がガラスで覆われた透

改修工事のため見学範囲が限定され

つつ、極力シンプルなかたちを

明な建物で、中で働く消防士の姿が見

る可能性あり）
。また、コンサートでは
建物の響きもぜひご堪能ください！

用いた空間表現が追求されてい
ます。スタイリッシュなデザイン

えることも。普段は、通り沿いの通路
やアトリウムなどが平日のみ公開されて

の階段も見逃せません！

いますが、11/12（土）
・13（日）に限
り特別に見学できます！

11/13

11/13（日）14：00 ～ 15：30

申込 下記

定員

20名（先着順・要申込） 料金 500 円

Web ページからお申込ください
 http://www.oa-hiroshima.org

主催・問合せ先 アーキウォーク広島

第 7 回セシリア・ミュージック・アカデミー チャリティ・コンサート

イベント
開催!

11/12.13
イベント
開催!

建物見学会
日時

11/13（日）14:30～15:20、15:40～16:30 定員 各回 15 名（先着順・
400 円 申込 下記 Web ページからお申込ください

要申込） 料金

平和と復興を願うメサイアの響き

主催・問合せ先 アーキウォーク広島

日時 10/30
（日）16:00～（15:30開場） 料金 一般 2,000 円、高校生以下
1,000 円、 未就学児 300 円 申込 不要
（横田）
主催・問合せ先 セシリア・ミュージック・アカデミー
 080-3896-7433（9:00 ～ 14:00）

+DATA
竣工：1998 年

 http://www.oa-hiroshima.org

設計：村上徹建築設計事務所

住所：広島市南区比治山本町 1-27

頼山陽の没後百年祭を機に建
てられた施設。和風のデザイン

住所：広島市中区幟町 4-42
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意識した設計になっています。見学
ツアーでは、施設管理者による解説

11/12

イベント
開催!

とともに建物内をめぐります。

建物見学会
日時

11/12
（ 土）
10:00～11:00

1Fエントランスホール 定員 20 名
Webまたは、電話にてお申込みください

集合場所

ひろしま建築学生チャレンジコンペ2016最終審査会
日時

11/6（日）13:00～17:00（予定） 料金 無料

主催・問合せ先

広島県 営繕課

申込 不要

イベント
開催!

通常公開
日時 土曜日・日曜日・祝日、
年末年始を除く、8:30～17:15

設計：山本理顕設計工場

竣工：1996 年

設計：
（株）日建設計

11/12（土）、13（日）14:00 ～ 14:40

定員 各回

20 名（先着順・要申込）

料金 無料 申込 電話またはメールでお申込ください

広島市都市整備局営繕課

 082-504-2730

 eizen@city.hiroshima.lg.jp
※ 10/28（金）までにお名前、住所、電話番号をお知らせ下さい
※建物にトイレがありませんのでご注意ください
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竣工：1934 年 設計：広島市建設局営繕課（当時） 住所：広島市南区比治山町 7-1

16
比治山公園に建つ、全国初の公立現
代美術館。古代ヨーロッパを思わせる
列柱や、日本の蔵を思わせる切妻屋根
など、ポストモダンの影響を感じさせる

夫は川の街らしさを感じさせます。

11/13

イベント
開催!

11/13
（日）14:30 ～ 15:20、15:40 ～ 16:30

要申込） 料金

デザインが印象的で、比治山の稜線を
守るため建物の大半を地下に埋めたの
も特徴となっています。たてフェス会期

11/12

中は、通常非公開のバックヤードツアー

イベント
開催!

も行われます！

建物解説＆バックヤードツアー
11/12（土）11:00～12:00 定員 20 名（先着順・要申込） 料金 無料
申込・問合せ先 公共建築協会中国地区事務局の Web ページからお申込
ください  http://pbacweb.jp
主催 国土交通省中国地方整備局営繕部、「公共建築の日及び公共
建築月間」 中国地方実行委員会
日時

建物見学会
400 円

申込 下記

定員 各回 15

名（先着順・

Web ページからお申込ください
 http://www.oa-hiroshima.org

主催・問合せ先 アーキウォーク広島

竣工：1998 年

+DATA
竣工：1988 年

+DATA
設計：宮森洋一郎建築設計室

住所：広島市中区東平塚町 1-1

主催・問合せ先 アーキウォーク広島
 http://www.oa-hiroshima.org
協力 広島修道大学（地域イノベーションコース）
訪 問 予 定 先 旭山神社、善法寺、旧西国街道、己斐の商店街、
ほか

設計：
（株）黒川紀章建築都市設計事務所＋広島市

ひろしまたてものがたりコラム

ルドルフ・シュタイナーの思想に
基づく個性的なデザインの園舎
です。宮大工が腕を振るったと
いう複雑な造形、子どもにやさし
い細部のつくりこみなど、見どこ
ろが多く楽しい建物を解説ととも
に特別に見学します。

イベント
開催!

日時

11/12（土）13:30～14:30

定員

20 名（先着順・要申込） 料金 500 円

申込 下記

Web ページからお申込ください
主催・問合せ先 アーキウォーク広島  http://www.oa-hiroshima.org

竣工：1988 年

県外から建築に詳しい友人が訪ねてくると、どうしても案内し
たくなる場所があります。広島を代表する建築家の自邸ならぬ、
「自アトリエ建築」群です。広島以外の地域では一棟丸々設計す
るケースは稀で、その豊かな職場環境にみなさん感嘆されます。
自邸に比べて、自らが働く場を設計する「自アトリエ建築」は、
多数の関係者が出入りする分、パブリック性の高い建築になり

建物見学会

設計：村山建築設計事務所（村山雄一）

まちあるきイベント

11/12

イベント
開催!

B

ます。その結果、アクセスの良い市街地に建てられることが多
く、高層化する傾向があり、階段周りや吹き抜けといった縦のボ
リュームをどう活かすかが設計者としての腕の見せ所になります。
広島の「自アトリエ建築」の大半は川に面して建っています。
特に、約４０年にもわたり建築界の第一線を牽引してきた村上
徹建築設計事務所（
「比治山本町のアトリエ」1999）と宮森洋
一郎建築設計室（
「東平塚のアトリエ」1998）は、比治山の麓

住所：広島市西区古江東町 8-28

C I T Y WA L K E V E N T

13

途を緩やかにつなぐ構成で、多様な
開口部で京橋川の眺めを取り込む工

まちあるきです。

TAT E M O N O GATA R I CO LU M

+DATA

+DATA

住所：広島市中区上幟町 2-22

建築家宮森洋一郎氏のアトリエを解
説とともに特別に見学します。シンプ
ルな箱をベースに内部の空隙が各用

地元で活動している学生チーム
の目線で、己斐の今を切り取る

住所：広島市西区都町 43-10

11/12

建物見学会

+DATA

6

日時 11/12
（土）
・13（日）8:30～17:15 料金 無料 申込 1 階受付で来庁者
受付簿にお名前等を記入の上、ご見学ください

 082-513-2311

 http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/tatemonogatari/festa2016.html

日時

土日特別見学

す。通常非公開ですが、
たてフェ
ス会期中は見学できます！

11/12.13

主催・問合せ先

（先着順・要申込） 料金 無料 申込 下記

ど、
各時代で生まれたサイト（場）
が積層しています。これから何
が更新され何が残っていくか、

11/13（日）10:00～12:00 場所 広島市西区己斐本町
15 名（先着順・要申込） 料金 無料 申込 下記 Web ページか
らお申込ください

意欲的な設計であり、室内装
飾は被爆前の姿をとどめていま

日時

C
己斐エリアには建物や路地な

定員

要素を抽象化しながら当時最新
のコンクリート技術と調和させる

名勝・縮景園に隣接しており、美術
館も庭園の風景を取り込むことを強く

11/13

イベント
開催!

日時

竣工：2000 年

設計：設計：村野・森建築事務所（村野藤吾）＋内藤多仲

広島市の中心部に位置する規模・
内容ともに西日本最大級の美術館。

まちあるきイベント

+DATA

15

+DATA
竣工：1954 年

C I T Y WA L K E V E N T

る傑作建築。見学ツアーでは詳しい
解説と共に建物内外をめぐります（※

建物見学会
日時

17

に位置し、猿猴川を挟んで東と西に面して建っていることから、
広島建築ツアーの見せ場になっています。
ともに、都市のヴォイド（抜け）である川、その川に沿って広
がる豊かな緑地帯を室内に取り込む大胆な工夫が施されていま
す。川によって勢いが増した風を感じ、刻々と変化する緑地帯や

最近注目を集めている横川は、

空に染まった光を浴びると、広島の日常がいかに豊かでそれを

歴史とレトロと現代が混在する
独特なまちです。アイディアが
生まれる気質の背景や地域の

支える環境がいかに心地よいものか、
改めて気付かせてくれます。
一方で、両者の違いはどこにあるのでしょうか。詳細は、ネタ
バレになるので避けますが、
「比治山本町のアトリエ」が隅々ま

歴史などを地元の方に伺いなが
ら、横川の魅力的なサイトや路
地をめぐっていきます。

で凛とした緊張感に包まれているのに対して、
「東平塚のアトリ
エ」は、肌触りの良い浴衣を羽織ったような大らかさを感じます。
もし、設計者本人に質問する幸運に恵まれた際は、前者では
コストを抑えるために編み出した工夫について、後者ではお気に

日時

11/12（土）10:00～12:00

場所 広島市西区横川町

15 名 （先着順・要申込） 料金 無料 申込 下記 Web ページか
らお申込ください
主催・問合せ先 アーキウォーク広島
 http://www.oa-hiroshima.org
訪 問 予 定 先 大雁木、横川シネマ、駅前広場（かよこバス）
、
商店街の店舗
定員

入りの場所について、それぞれ質問してほしい。きっと設計者兼
施主兼ユーザーならではの意外なエピソードが聴けるはずです。

谷村 仰仕

TA K A S H I TA N I M U R A

広島国際大学 住環境デザイン学科 講師。1975 年京都生まれ。2003
年京都工芸繊維大学大学院博士後期課程修了、博士（学術）
。2004
年広島建築数人会所属 、2012 年 TREES 共同主催 、2012 年ぐるぐ
る海友舎プロジェクト役員、2015 年 Buffer 共同主宰。

住所：広島市南区比治山公園 1-1

◉各建物には駐車場の用意が無い箇所もございます。また、駐車場がある場合も限りがございますので、各建物へは公共の交通機関等をご利用ください。

- TAT E M O N O G ATA R I F E S TA 2 016 E V E N T G U I D E B O O K -

7

21

EXIHIBITION EVENT

宇品に残る赤レンガの建物。陸軍

D

の缶詰工場として建てられたもので、
建物内では被爆時に変形した鉄トラ

土井一秀、中薗哲也、吉田豊、石川誠、谷川智明

スの部材を見ることができます。かな

この 期 間、５人 の 広 島 在 住
建築家による展覧会がＴＯＴＯ

りの部分は戦後に解体されましたが、
一部は 1985 年に資料館へ再生さ

ショールームで開催されます。
建築家が作品完成までにたどる

れ、広島の歴史や昔の人々の暮らし
などを伝えています。たてフェス会期

プロセスやそれぞれの思いを、
写真パネルや模型を通して感じ

中は重要文化財の出土品などの企
画展を開催。

11/12.13
見学OK!

ていただける貴重な機会です。
五人五色の建築をぜひお楽しみ

❶ 企画展「ごんぎつね 」が語る昔のくらし
❷ 企画展 重要文化財「 安芸福田木の宗山出土青銅器 」展示
日程

ください。「広島県 魅力ある建
築物創造事業」パネル展同時
開催。

❶9/3（土）～12/4（日）❷10/22（土）～11/20（日）

通常公開
時間
料金

日時

9:00～17:00（入館は16:30まで）
大人100 円、シニア・高校生 50 円、 中学生以下無料

主催・問合せ先

広島市郷土資料館

場所

主催・問合せ先 TOTO中国支社市場開発課（担当：田﨑・宮﨑）
 082-505-1029

+DATA
設計：不詳

10/6（火）～11（火）10:00～17:00
TOTO ショールームイベントスペース（広島市南区宇品西

4-1-36 1F） 料金 無料 申込 不要

 082-253-6771

※ 10 月・11 月の休館日：月曜日、祝日の翌日（10/10 は開館）
竣工：1911 年

展覧会

※駐車場は60台分有り

住所：広島市南区宇品御幸 2-6-20

photo ＠ noriyuki yano

22
23
清掃工場であるとは信じられない
ほど、美しく洗練された建物。ガ

かつての気象台から博物館に再生さ
れた建物です。外観は表現主義と

ラス窓や手すりなどの細部に至
るまで丁寧にデザインされていま

呼ばれるスタイルで、入口の庇や塔
屋の階段などに特徴があります。内

す。稼働中の工場設備を眺め
られるガラス通路や展望デッキ

装は丁寧な仕上げの床や装飾、そし
て被爆時の痕跡も残されています。

は普段から開放されているので、
気軽に訪れてみては。
（ガラス通

19

20

見学OK!

広島最大級の近代化遺産で、重
要な被爆建物でもある赤レンガ倉
庫。 普段非公開の倉庫へ解説

広島市の南部にある大学の図
書館。突如として現れるこの丸
い建物は、まるで鼓（つづみ）
や鳥かごのよう。外観で目に付

付きで入る見学会と、さらに詳しく
知って建物の未来を想うシンポジ
ウムを連続開催します。この貴重
な機会をお見逃しなく
！

くブレース（筋交い）は構造体
として機能しています。たてフェ
ス会期中は建物見学会を開催！

11/12

9:00～16:30

場所２階エコリアム（中央ガラス通 路）
、南側緑地帯の見学

料金 無料 申込 不要（自由見学）
問合せ先

環境局 施設部 中工場

 082-249-8517

+DATA
竣工：2004 年

見学OK!

気象キャスター大集合！

通常公開
時間

館内では
「突風カプセル」
や
「タイフー
ンボックス」などの体験展示で天気
について学ぶことも。

11/12.13

設計：谷口建築設計研究所（谷口吉生）

住所：広島市中区南吉島 1-5-1

お天気スペシャルトークショー
日時

11/13（日）10:30～11:45、13:30～14:45

定員 各回先着200名程度（立ち見も含む） 申込 不要

通常公開
時間

9:00～17:00（入館は16:30まで）
大人100 円、シニア・高校生 50 円、 中学生以下無料

イベント
開催!

料金

旧陸軍被服支廠倉庫

建物見学会

※ 10 月・11 月の休館日：月曜日、祝日の翌日（10/10 は開館）

11/19（土）10:00～16:00、11/20（日）10:00~12:00 場所 旧陸軍被
服支廠倉庫 定員 120 名（当日先着順のほか事前予約枠あり） 料金 無料
申込 不要（一部事前予約可能）

申込） 料金 無料 申込 下記

たてフェス期間外

【訪れ・知り・想う】建物見学会
日時

主催・問合せ先 アーキウォーク広島

 http://www.oa-hiroshima.org

※駐車場はありません・詳細は Web ページをご覧ください

日時

主催・問合せ先

11/12（土）13:30～14:30

集合場所 図書館入口 定員

20 名（先着順・要

竣工：1997 年

設計：石本建築事務所

住所：広島市南区宇品東 1-1-71

11/20（日）14:00～17:00 場所 広島県立美術館地下講堂
200 名 料金 無料 申込 不要
主催・問合せ先 アーキウォーク広島  http://www.oa-hiroshima.org

日時

定員

※詳細は Web ページをご覧ください
+DATA
設計：不詳

ひろしまたてものがたりコラム

江波山気象館

 082-231-0177

+DATA
竣工：1934 年

設計：広島県建築課

住所：広島市中区江波南 1-40-1

+DATA

【訪れ・知り・想う】シンポジウム

竣工：1913 年

TAT E M O N O GATA R I CO LU M

Web ページまたは、 電話にてお申込みください
主催・問合せ先 広島県営繕課  082-513-2311
 http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/tatemonogatari/festa2016.html

旧陸軍被服支廠倉庫

8

路以外の工場内部の見学は 10
日前までに予約が必要です）

11/12.13

公共建築は、地域の活性化、生活・文化水準の向上、街並み・
景観の形成を図る上で重要な役割を果たしています。広く一般
の方々に公共建築に関心を持っていただくため、11 月 11 日を
公共建築の日、11 月を公共建築月間とし、様々な取り組みを行っ
ています。
公共建築の日の 11月 11日は、建築の柱をイメージしており、
また国会議事堂の完成時期（昭和 11 年 11 月）などにもちなん
でいます。

住所：広島市南区出汐二丁目 4-60

◉各建物には駐車場の用意が無い箇所もございます。また、駐車場がある場合も限りがございますので、各建物へは公共の交通機関等をご利用ください。

- TAT E M O N O G ATA R I F E S TA 2 016 E V E N T G U I D E B O O K -

9

24

27
建築家福島俊を氏のアトリエを特別

キリスト教の修道院（当初は修練院）で

に見学します。 住宅団地に蔵を移
築して改装した個性的な建物で、人

ありながら、畳敷きの聖堂を持つ近代和
風建築という、とてもユニークなデザイン

の手の暖かさを随所に感じます。建

の建物を特別に見学します。ガイドや施

築以外にも多才な福島さんの作品の
数々も必見です！

設関係者の詳しい解説とともに、建物に
込められた物語や思いを読み解きます。

11/13

11/12

イベント
開催!

イベント
開催!

建物見学会
日時

11/13（日）12:20～13:20

建物見学会
定員

10 名（先着順・要申込） 料金 400 円

申込 下記

Web ページからお申込下さい
主催・問合せ先 アーキウォーク広島  http://www.oa-hiroshima.org

※駐車場はありません。バスを利用ください。

11/12（土）10:00～11:00

20 名（先着順・要申込） 料金 500 円

Web ページからお申込ください
主催・問合せ先 アーキウォーク広島  http://www.oa-hiroshima.org

竣工：1938 年
設計：福島俊を建築設計室

定員

申込 下記

+DATA

+DATA
竣工：2007 年

日時

設計：不詳

住所：広島市安佐南区長束西 2-1-36

住所：広島市佐伯区五月が丘 5-25-12

28
25

不動院は広島を代表する古刹の一つで、
特に金堂は広島市内唯一の国宝建築で
郊外の住宅団地に建つ小学校。周
辺の地形と呼応する平面計画や屋

あり、京都や鎌倉の禅宗様建築と肩を並
べる名品です。普段非公開の金堂などを、

上緑化のほか、教室から外に出やす
くする工夫や、ドア・手すり・机を木

専門家による詳しい解説とともに特別に
見学します。

製にするなど、子供への細かな配慮
も魅力的で、見どころいっぱい！ 通
常非公開ですが、たてフェス会期中
に見学会が開催されます。

11/13

イベント
開催!

建物見学会
日時

11/13（日）10:30 ～ 12:00

料金 無料 申込 下記

11/13

イベント
開催!

建物見学会
11/13（日）10:00〜11:00 定員 30 名（先着順・要申込） 料金 600 円
Web ページからお申込ください
主催・問合せ先 アーキウォーク広島  http://www.oa-hiroshima.org

日時
集合場所 正門前 定員

20 名（先着順・要申込）

Web ページまたは、電話にてお申込みください

主催・問合せ先 広島県営繕課  082-513-2311
 http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/tatemonogatari/festa2016.html

※駐車場は 20 台分有り

申込 下記

+DATA
竣工：金堂 1540 年、楼門 1594 年、鐘楼 1433 年

設計：不詳

住所：広島市東区牛田新町 3-4-9

+DATA
竣工：1998 年

設計：
（株）象設計集団（富田玲子） 住所：広島市安芸区矢野南 4-17-1

29
26
宮島の町家通り沿いにある、古い町家
建築を改装したカフェ・ギャラリー。江戸

旧西国街道の宿場町として栄えた

時代は宮島杓子の卸問屋だったという建

海田の歴史をとどめる商家。中で
も座敷棟は江戸時代中期のもの
で、武士の滞在を想定し、数寄
屋風の意匠でまとめられた書院を
備えています。たてフェス会期中
は特別公開あり。江戸時代に街
道を旅した人々に思いをはせてみ
てはいかがでしょう。

三桝正典襖絵展 三宅家所蔵美術展
10/16（日）、27（木）、11/6（日）、10（木）10:00～16:00

場所 旧千葉家住宅

 082-823-9217

※駐車場は 40 台分有り

❹ 曼荼羅原画展−あいだみつよ−
❻ 中田・奈良二人展−陶器・花・和紙−

（木・祝）～8（ 火）❺11/10（ 木）～15（ 火）❻11/17（ 木）～22（ 火）料金 無料

申込 不要

通常公開
時間

10:00～18:30

主催・問合せ先 ぎゃらりぃ宮郷

 0829-44-2608 ※水曜定休日

+DATA
竣工：江戸後期（2003 年改修） 設計：福島俊を建築設計室（改修）

+DATA
竣工：1774 年（座敷棟） 設計：不詳
10

❶キルト作品展−ちくちくの会−

❷ 柿渋染と古裂服展−出本正彦− ❺ミニアチュール展−アトリエ野口−
日時 ❶10/13
（ 木）～18（ 火）❷10/20（ 木）～25（ 火）❸10/27（ 木）～11/1（ 火）❹11/3

（海田町中店 8-31）、 三宅家住宅〔分家棟〕
（海田町稲荷町 7-33） 料金 無料 申込 不要
主催・問合せ先 海田町教育委員会 生涯学習課
 http://www.town.kaita.lg.jp/

ます。

❸ 水墨画展−佐伯勲−

旧千葉家住宅×三宅家住宅美術展

日時

物の記憶をとどめる、各所のディテールを
じっくり鑑賞するのもおすすめ。たてフェ
ス会期中もさまざまな展覧会が開かれてい

住所：安芸郡海田町中店 8-31

◉各建物には駐車場の用意が無い箇所もございます。また、駐車場がある場合も限りがございますので、各建物へは公共の交通機関等をご利用ください。

住所：廿日市市宮島町幸町東表 476
- TAT E M O N O G ATA R I F E S TA 2 016 E V E N T G U I D E B O O K -
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30
呉の海軍司令長官の住宅だった、
和洋が接合された建物が当初の姿
に復原され、記念館として一般公開
されています。 洋館部は木材の柱
や梁が外壁に露出した英国風ハーフ
ティンバーが印象的。玄関の窓や、
復原された美しい壁紙「金唐紙」な
ど、細部もじっくりと見てみましょう。

ミニ企画展
日程

軍港・呉のメインストリート

7/1（金）～12/23（金・祝）

通常公開
時間

9:00～17:00 料金 一般 250 円、 高校生 150 円、 小中学生 100 円
入船山記念館  0823-21-1037

主催・問合せ先

※火曜日休館
+DATA
竣工：1905 年

設計：桜井小太郎

住所：呉市幸町 4-6

32

31

33

明治末期頃の木造洋館。ポーチ上部に小さ
なベランダを持ち、窓は木製の上げ下げ式、
味わいある窓ガラスの多くは戦前期のもの。
ディテール好きにはたまらない建物です。かつ
ては海軍兵学校の教職員向けの福利厚生施
設だった海友舎。現在は毎月第 2 日曜日を
「ぐ
る P 活動日」として建物の手入れなどを行って
います。たてフェス会期中は、
建物の魅力にぐっ
と迫る謎解きイベントを開催！

定員 各回

6 名 料金 1,200 円

申込 下記メールにてお申込下さい

指定されています。たてフェス
会期中は秘仏御本尊の特別開

りのある作家たちの作品が展示され
ます。

帳が行われます。建物ともども
鑑賞しましょう
！

秘仏御本尊 特別開帳
（秘仏内拝と宝物館拝観）
日時 9/18
（日）
～11/20
（日）
9:30～16:00 料金 秘仏内拝
大人1,000 円、大学生・高校生 700 円、小中学生以下 300 円、幼児無料
/ 秘仏特別内拝（秘仏内拝と庭園、方丈・宮殿・庫裏、宝物館拝観）大人 1,500 円、

mt ex 江田島展

通常公開

※参加希望者のお名前、年齢、メールアドレス、参加希望の回（午前・午後）をお知らせ下さい

 http://www.masking-tape.jp/event/mt-ex/

※月曜日休館

+DATA

※会場に駐車場はございません。期間中デコレーションされた海友舎を無料で見
設計：不詳

た。たてフェス会期中も通常通り開
館。楠瓊州をを中心に、尾道にゆか

10/8（土）～11/6（日）
料金 一般 300 円、 高大生 200 円、 中学生以下無料

時間

建設時期：1906 年着工

の明王院とならぶ折衷様の代
表的事例として知られ、国宝に

尾道市立美術館コレクション展 ー没後 60年 楠 瓊 州を中心にー

10/ 7（金）～18（火）料金 無料 申込 不要
主催・問合せ先 カモ井加工紙株式会社
 086-465-5812

主催・問合せ先 ぐるぐる海友舎プロジェクト

に端を発し建設されたもので、建築
家安藤忠雄氏によって改修されまし

日程

ミスとテリーからの招待状Ⅱ
11/5（土）11:00～12:00、14:00～15:00

尾道を代表する寺院。本堂は
密教本堂の形式に則り、福山

くすのきけいしゅう

新感覚たてもの見学会
日時

尾道市街を一望できる千光寺公園
にある美術館。市民の草の根運動

 kaiyousya@gmail.com

住所：江田島市江田島町中央 2-7-10

日時

学できます。詳細はｍｔex 展の Web ページでご確認下さい。

大学生・高校生 1,000 円、小中学生以下 500 円、幼児無料
主催・問合せ先 浄土寺  0848-37-2361

9:00～17:00（入館は16:30まで）
尾道市立美術館  0848-23-2281

主催・問合せ先

申込 不要

+DATA
竣工：1327 年（本堂）
、1329 年（多宝塔） 設計：藤原友国、藤原国定（大工）

+DATA
竣工：2003 年（改修） 設計：安藤忠雄建築研究所（改修）

住所：尾道市東久保町 20-28

住所：尾道市西土堂町 17-19（千光寺公園内）
C I T Y WA L K E V E N T

まちあるきイベント

34

E

瀬戸田の耕三寺の敷地内にある、
県内屈指の木造邸宅。用材や装飾

尾道から福山の５つの建物を一日でギュギュっと巡る、よくばりバスツアー。案内
人は広島の建築を内外に紹介する活動を行う、アーキウォーク広島の高田真さん。
建物愛あふれるトークとともに、丸一日どっぷりと建物の魅力に浸りましょう。
見学建物

解説者 : 高田真（アーキウォーク広島 代表）

❶みはらし亭

▶︎ 昼食：神勝寺うどん

尾道市・1923 年頃建築、設計不詳

❹ 磐台寺観音堂（阿伏兎観音堂）

❷ 旧マルヤマ商店事務所
福山市・1922 年建築、
設計：長谷川建築事務所

❸ 神勝寺秀路軒
福山市・設計：中村昌生氏

福山市・1570 ～ 1573 年建築、設計不詳

❺太田家住宅
福山市・18 世紀中期～ 19 世紀前期建築、
設計不詳

から調度品に至るまで、まさに贅を尽
くした空間となっています。中でも玄
関や居室の天井（絵入りの折上格
天井）は圧巻の逸品。普段から公

▲ みはらし亭

日時

10/29（土）8:30～18:30

40 名（先着順・要申込）
料金 昼食代として 1,000 円（参加申込時に事前振込）

開されていますが、たてフェス会期中
には解説付き見学会も開催！

定員 高校生以上

申込 下記

Web より申込書をダウンロードし、メールまたは FAX

にて必要事項をご記入の上、 お申込ください。
主催・申込先 一般社団法人日本建築学会中国支部
共催 広島県
 aij-chugoku@sirius.ocn.ne.jp  082-244-3840

建物見学会
日時

10/30（日）10:00 ～ 11:00

15 名（先着順・要申込）

主催・問合せ先 広島県営繕課  082-513-2311
 http://hirojin.univnet.jp/

 http://news-sv.aij.or.jp/cyugoku/
問合せ先 広島県 営繕課  082-513-2311

※ 11:00 ～耕三寺・未来心の丘をガイド付き見学
（希望者のみ）

※申込先と問合せ先が異なりますので、ご注意ください

+DATA
竣工：1927 年

12

集合場所 山門前 定員

料金 無料 申込 下記Webページにて詳細を確認の上、
メールでお申込みください

◉各建物には駐車場の用意が無い箇所もございます。また、駐車場がある場合も限りがございますので、各建物へは公共の交通機関等をご利用ください。

設計：不詳

住所：尾道市瀬戸田町瀬戸田 553-2
- TAT E M O N O G ATA R I F E S TA 2 016 E V E N T G U I D E B O O K -
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38
日本画家・奥田元宋と人形作家・奥田小由女
の作品を所蔵・展示する美術館。建物内で思
わず息を飲むのが、美術館の中心にある大き
な池です。天空を映し、画家が描こうとした気
宇の一端の体現が図られており、満月の日に
は開館時間が延長されます。たてフェス会期中
は、美人画の巨匠・上村松園の企画展を開催。

理想の女性像を求めて上村松園展
日程

9/15（木）～11/3（木・祝）

料金 一般

1,000 円、 ペアチケット 1,800 円、 高大生 500 円、 中学生以下無料

通常公開
時間

9:30～17:00（入館は16：30まで）
奥田元宋・小由女美術館

主催・問合せ先

 0824-65-0010

※満月の夜は 21:00 まで

35

36

+DATA
竣工：2006 年 設計：柳澤孝彦＋ TAK 建築・都市計画研究所 住所：三次市東酒屋町 453-6

府中市の中心部に明治～大正時代
に建てられた料亭旅館。 今では再

10/22（土）にグランドオープンす
る道の駅 びんご府中。府中市が設

現できない木造３階建ての主屋や茶
室、大正時代のまま残る回遊式庭

置し、株式会社天満屋ストア（岡山
市）が管理運営する施設です。施

園などで構成され、貸室やテナントと
して飲食店舗、観光案内所などが

設内には、地域振興のため、「産直
市」や「特産品の売店」などが入

入る観光複合施設となっています。
建物見学会では施設管理者が建物

ります。 建物完成見学会では、公
募型プロポーザルにより選定された

内を解説します。

設計者による解説付きで巡るスペ
シャルツアーを開催！

建物見学会

建物完成見学会

10/16（日）10:00 ～ 11:00 定員 10 名（先着順・要申込） 料金 無料
Web ページにて詳細を確認の上、メールでお申込みください
主催・問合せ先 広島県営繕課  082-513-2311
 http://hirojin.univnet.jp/

日時 10/31
（月）14:00 ～ 15:30 料金 無料 申込 下記記載 Web ページま
たは、 電話にてお申込ください
主催・問合せ先 広島県営繕課  082-513-2311
 http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/tatemonogatari/festa2016.html

+DATA

+DATA

日時

申込 下記

竣工：1868-1911 年 /1905 年・1912 年増築

設計：不詳

竣工：2016 年

住所：府中市府中町 178

設計：シーラカンス K＆ H 株式会社

住所：府中市府川町 230-1

39
庄原市東城町にある機械メーカーの施
設。工場建屋は昭和初期の優れた木造
建築で、教会を連想させる凝ったデザイ
ン。屋根裏の木トラスも思わず見とれる美
しさです。隣接する寮施設も見ごたえあり。
普段は非公開ですが、たてフェス会期中
には見学会が開催されます！

まちかどの近代建築写真展＆ギャラリートーク

主催・問合せ先 ヤマモトロックマシン旧自治寮活用プロジェクト

 08477-2-4546

全国の「懐かしの学びやたてものたち」学舎建物ほか
日時 写真展

 08477-2-4544
 yamamoto_project_14@yahoo.co.jp

11/3（木・祝）～6（日）※4（金）は休館/ギャラリートーク11/5（土）13:30
～15:00 定員 40 名 料金 無料 申込 右記メール、または FAX にてお申込ください

+DATA

建物見学会

住所：庄原市東城町川西 424-1

日時

11/3（木・祝）
・5（土）11:00～12:00 定員 各回 30 名
FAX にてお申込ください

料金 冊子購入代

竣工：1932 年～ 1938 年

設計者：不詳・施工：曽田敏郎

200 円

申込 右記メール、または

37
全国的にも貴重な木造の芝居小
屋です。内部には回り舞台や手掘
りの奈落などの仕掛けが残り、２
階の桟敷席は当時のまま。天井
は格式の高い折上格天井です。

40
自然の光と風の入り込む美術館。其

普段は非公開ですが、天領上下
白壁まつりに合わせて１日限定で
公開されます（有料）
。また上下駅

阿弥赫土（ごあみかくど）氏の日本
画を展示するため、4 年の歳月を費
やし設計施工。壁の隅のスリット窓

から翁座までガイドと一緒に巡るス

やガラスを用いた装飾板から差し込む
光は絵画を様々な表情へと変化させ
ます。たてフェス会期中は、スケッチ

ペシャルツアーを開催！

上下まちなみめぐり
日時

10/16（日）14:00～15:00

集合場所

JR上下駅

定員

主催・問合せ先

広島県営繕課  082-513-2311  http://hirojin.univnet.jp/

建物見学会
日時

10/16（日）11:00～16:00

主催・問合せ先

料金 協力金として

府中町上下歴史文化資料館

200 円

申込 不要

 0847-62-3999

14

象的な空間へ立ち寄ってみませんか。

其阿弥先生を囲んで静物スケッチ会（色紙の作成）
●食事会または音楽イベント
●ギャラリートーク 「今から美術館建設はどうあるべきか？」設計士：中薗哲也
●ギャラリートーク 「其阿弥美術館の魅力」其阿弥美術館館長：加藤寛二

●

日時

+DATA
竣工：1927 年

会やギャラリートークなどを開催！ 印

20名（先着順・要申込）

料金 無料 申込 下記Webページにて詳細を確認の上、メールでお申込ください

設計：前藤惣三郎

住所：府中市上下町上下 2077

◉各建物には駐車場の用意が無い箇所もございます。また、駐車場がある場合も限りがございますので、各建物へは公共の交通機関等をご利用ください。

11/6（日）10:00～16:00

定員

200 名（先着順・要申込）

料金 無料（昼食代のみ 1,000 円） 申込 電話またはメールでお申込下さい

主催・問合せ先 其阿弥美術館  0823-82-8241
 katosika@khaki.plala.or.jp

※開館日：月曜～土曜 9:00 ～ 19:00、木曜・土曜は午後閉館
+DATA
竣工 :2010 年

設計：ナフ・アーキテクトアンドデザイン（中薗哲也）

住所：東広島市黒瀬町楢原 276-7

- TAT E M O N O G ATA R I F E S TA 2 016 E V E N T G U I D E B O O K -
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◉各建物には駐車場の用意が無い箇所もございます。また、駐車場がある場合も限りがございますので、各建物へは公共の交通機関等をご利用ください。

