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
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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
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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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