〇 「たてものがたりフェスタ2016」ガイドブック 配布先一覧

※ ガイドブックの配布先は以下のとおりですが，どこに配架するかは各団体によりますので，ご了承ください。

広島市

呉市
三原市
尾道市
福山市
府中市
庄原市
東広島市
廿日市市
江田島市
海田町
呉市
竹原市
三原市
尾道市
福山市
府中市
三次市
庄原市
大竹市
東広島市
廿日市市
安芸高田市
江田島市
府中町
海田町
熊野町
坂町
安芸太田町
北広島町
大崎上島町
世羅町
神石高原町
株式会社グランドアメニティ 管理事業本部
ぎゃらりぃ宮郷
其阿弥美術館
尾道市立美術館
府中市上下歴史文化資料館
カトリック広島司教館
ひろしま美術館
奥田元宋・小由女美術館
浄土寺
長束修道院
おりづるタワー

① 県内23市町

不動院

② たてものがたり100選建物管理者

国立広島原爆死没者追悼平和祈念館
広島市現代美術館
広島市環境局施設部中工場
広島市江波山気象館
広島市西消防署予防課
新白島駅
広島市平和記念公園レストハウス
広島市郷土資料館
広島県立美術館
株式会社 恋しき
耕三寺博物館
ぐるぐる海友舎プロジェクト実行委員会
ヤマモトロックマシン東城工場
ＮＴＴ都市開発中国支店
株式会社広島アンデルセン
日本郵政株式会社 広島逓信病院 総務課
株式会社福屋 総務部
中国企業(株)不動産事業部 企画管理部
グランドプリンスホテル広島
放射線影響研究所事務局広報出版室
株式会社ノバレーゼ 広報宣伝ディビジョン
コミュニティほっとスペースぽんぽん
学校法人鶴学園 財務部
呉市豊町観光協会
呉市産業部海事歴史科学館学芸課（呉市入船山記念館）
音戸市民センター
（株）ダイクレ 総務課
NPO法人 くれ街復活ビジョン 事務局
環境省 中国四国地方環境事務所 広島事務所
尾道市商工課商政係
向上寺三重塔
白滝山荘
尾道空き家再生プロジェクト
福禅寺
ＵＩＤ一級建築士事務所
東広島市教育委員会生涯学習部文化課 文化財係
嚴島神社文化課
岩惣
海上自衛隊第１術科学校総務課広報係
医療法人 社団 藤原眼科 総務部・品質管理責任者
小野自治振興会 事務局次長
一般社団法人 公共建築協会 中国地区事務局
一般社団法人 広島県建築士事務所協会

③ 関係団体

中国地方整備局 営繕部
公益社団法人 広島県建築士会
ﾋﾛｼﾏﾓﾉｺﾄｽﾄｱ./ｾﾚｸﾄｼｮｯﾌﾟ
ﾍﾟﾝｼﾙ/ｾﾚｸﾄｼｮｯﾌﾟ
nandi(ﾅﾝﾃﾞｨ)/ｶﾚｰ
ANCHORET(ｱﾝｶﾚｯﾄ)/ｱﾝﾃｨｰｸ
８４（ﾊﾁﾖﾝ)/ｾﾚｸﾄｼｮｯﾌﾟ
crre(ｸﾚｴ)/ｾﾚｸﾄｼｮｯﾌﾟ
OBSCURA(ｵﾌﾞｽｷｭﾗ)/ｺｰﾋｰ
cite` (ｼﾃ）/ｾﾚｸﾄｼｮｯﾌﾟ
たばこのなかみち分家（煙草・ｼｶﾞｰ）
Talho（ﾀﾙﾎ)/焼き菓子・かご教室
READAN-DEAT(ﾘｰﾀﾞﾝﾃﾞｨｰﾄ)/古本・ｷﾞｬﾗﾘｰ
SLAP MOBLER （ｽﾗｯﾌﾟﾓﾌﾞﾗｰ)/ｲﾝﾃﾘｱ

④

その他

ﾄﾞﾘｱﾝ(ﾊﾟﾝ)
ﾛｸﾞ
ACTUS(ｱｸﾀｽ)/ｲﾝﾃﾘｱ・雑貨
FLEX GALLERY(ﾌﾚｯｸｽ ｷﾞｬﾗﾘｰ)/雑貨
Woodpro Shop&Café（ｳｯﾄﾞﾌﾟﾛ)/ｲﾝﾃﾘｱ･雑貨
ｸﾗﾌﾄｼﾞｬｰﾅﾙ/ｲﾝﾃﾘｱ･雑貨
CADNA(ｶﾄﾞﾅ)/ﾊﾟﾝ
粉麦(ｺﾅﾑｷﾞ)/焼き菓子
oishii吉山(ｵｲｼｲﾖｼﾔﾏ)/ﾏﾙｼｪ･ﾚｽﾄﾗﾝ
コンビニ（セブン）
コンビニ（ポプラ）
コンビニ（ファミリーマート）
イズミ
福屋

営繕課，市民局文化スポーツ部文化振興課，都市整備局都市機能調整部，緑化推進部緑政課，教育委員会施設課整備係
中区役所（建築課）
東区役所（建築課）
南区役所（建築課）
西区役所（建築課）
安佐南区役所（建築課）
安佐北区役所（建築課）
佐伯区役所（建築課）
安芸区役所（建築課）
営繕課，教育委員会文化振興課，文化スポーツ部スポーツ振興課，上下水道局上下水道総務課，安浦市民センター
建築課
建築課
営繕課
まちづくり課
都市整備課
営繕課
住宅営繕課
都市整備課
建設課
営繕課
都市整備課，市民生活部まちづくり推進課
建築課，教育委員会スポーツ振興課，教育委員会文化課
建築課，因島総合支所しまおこし課
営繕課，教育委員会管理部文化財課
まちづくり課
建築住宅課，都市建築課
都市整備課
都市計画課
営繕課
住宅営繕課
財産管理課
都市整備課
建設課
建設課，教育委員会生涯学習課
開発指導課，総務部商工観光課
産業建設課
建設課
建設課
建設課，地域経営課，教育委員会教育課
建設課
建設課，まちづくり推進課

住
所
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市中区国泰寺町一丁目４番２１号
広島市東区東蟹屋町9番38号
広島市南区皆実町一丁目5番44号
広島市西区福島町二丁目2番1号
広島市安佐南区古市一丁目33番14号
広島市安佐北区可部四丁目13番13号
広島市佐伯区海老園二丁目5番28号
広島市安芸区船越南三丁目4番36号
呉市中央4丁目1番6号
三原市円一町二丁目３番４号
尾道市久保１丁目１５−１
福山市東桜町3番5号
府中市府川町３１５
庄原市中本町１丁目１０−１
東広島市西条栄町８−２９
廿日市市下平良１丁目１１−１
江田島市能美町中町４８５９−９
安芸郡海田町上市１４−１８
呉市中央4丁目1番6号
竹原市中央5-1-35
三原市円一町二丁目３番４号
尾道市久保１丁目１５−１
福山市東桜町3番5号
府中市府川町３１５
三次市十日市中2-8-1
庄原市中本町１丁目１０−１
大竹市小方1-11-1
東広島市西条栄町８−２９
廿日市市下平良１丁目１１−１
安芸高田市吉田町吉田791
江田島市能美町中町４８５９−９
安芸郡府中町大通3-5-1
安芸郡海田町上市１４−１８
安芸郡熊野町中溝1-1-1
安芸郡坂町平成ヶ浜1-1-1
山県郡安芸太田町大字戸河内784-1
山県郡北広島町有田1234
豊田郡大崎上島町東野6625-1
世羅郡世羅町大字西上原123-1
神石郡神石高原町小畠2025
広島市中区上八丁堀4-1 ｱｰﾊﾞﾝﾋﾞｭｰｸﾞﾗﾝﾄﾞﾀﾜｰ 6Ｆ
廿日市市宮島町幸町東表476
東広島市黒瀬町楢原276-7
広島県尾道市西土堂町17-19(千光寺公園内）
府中市上下町上下字1006
広島市中区幟町４－４２ カトリック会館
広島市中区基町3-2（中央公園内）
三次市十日市中二丁目８番１号
尾道市東久保町２０－２８
広島市安佐南区長束西2-1-36
広島市中区大手町一丁目2番1号
広島市東区牛田新町三丁目４－９
広島市中区中島町1-6
広島市南区比治山公園1-1
広島市中区南吉島一丁目５番１号
広島市中区江波南一丁目40-1
広島県広島市西区都町43−10
広島市中区西白島町5-2
広島市中区中島町1-1
広島市南区宇品御幸二丁目6-20
広島市中区上幟町２－２２
府中市府中町178
尾道市瀬戸田町瀬戸田５５３－２
江田島市江田島町中央2-7-10
庄原市東城町川東1161-18
広島市中区基町6-78 基町クレドパセーラ 12Ｆ
広島市中区紙屋町2-2-2
広島市中区東白島町１９－１６
広島市中区胡町6-26
広島市中区小町4番33号
広島市南区元宇品町23-1
広島市南区比治山公園５番２号
東京都中央区銀座1-8-14
広島市安佐南区川内6-28-15
広島市佐伯区三宅2-1-1
呉市豊町御手洗字弁天６５
呉市幸町４番６号
広島県呉市音戸町南隠渡１丁目７番１号
広島県呉市築地町1-24
呉市中通3丁目3番17号 ヤマトギャラリー零内
広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎３号館１階
尾道市久保一丁目15-1
尾道市瀬戸田町瀬戸田５７
尾道市因島重井町１２３３
福山市沼隈町常石659-1
福山市鞆町鞆２番地
福山市木之庄町3-10-20 森×hako 2F
広島県東広島市西条栄町8番29号
廿日市市宮島町１－１
廿日市市宮島町345-1
江田島市江田島町国有無番地
広島県世羅郡世羅町本郷１０２８番地
神石郡神石高原町小野９２０
広島市中区八丁堀5-23 オガワビル2F
広島市中区八丁堀5-23 オガワビル3F
広島市中区上八丁堀6-30広島合同庁舎2号館
広島市中区千田町3-7-47 広島県情報プラザ5F
広島市中区袋町2-5 Mビル袋町1F,2F
広島市中区袋町7-21
広島市中区小町6-20
広島市中区土橋町2-43 光花ビル101-2
広島市中区幟町7-10
広島市中区大手町2-5-11はるぜんグラン・リーブ5F
広島市中区袋町3－28
広島市中区幟町9-1-1F
広島市中区千田町1-12-5 フェニックスハウス１Ｆ
広島市中区西川口町４−１
広島市中区本川町2-6-10 和田ビル203
広島市中区白島九軒町12-22号
広島市中区八丁堀１２－９ 広島SYビル１階奥
広島市中区土橋6-17 2F
広島市南区宇品海岸3-12-17
広島市南区宇品海岸3丁目12-38
広島市西区商工センター2-7-21
広島市西区草津新町2-16-4
広島市安佐南区沼田町吉山3149-1
広島市安佐南区沼田町吉山246-2
広島市安佐南区沼田町吉山942-1
各所

