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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

10

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
- 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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