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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
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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
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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
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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 -
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