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頼山陽史跡資料館

19
16

「日本外史」原点の場所

料金

まちあるきイベント

本通り界隈の建築めぐり

広島藩を脱藩し連れ戻され、邸内の居室に
幽閉された江戸時代後期の漢詩人、頼山陽
がこの時に「日本外史」の草稿をまとめたと
言われる当時の居室は、国の史跡に指定さ
れていましたが、被爆により消失しました。現
在の居室は昭和33年に、広島県によって復
元されたものです。見学会では建物に加え、
敷地内の庭園の解説をツアー形式で実施。

建物見学会
日時

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

11/11（土）15:00〜16:00 定員 30人
無料（内部の展示観覧は有料一般300円、高校・大学生220円、小・中学生130円）

正面玄関（建物入口付近）
申込 フェスタ事務局ホームページからお申込みください
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/tatemonogatari/festa2017.html
問合せ先 広島県営繕課
082-513-2311
集合場所

旧広島陸軍被服支廠倉庫

本通り界隈の建築めぐり
11/11（土）15:30〜16:30 定員 10人 料金 400円
集合場所 旧日本銀行広島支店前
（住所：広島市中区袋町5-21）
申込 下記ＷＥＢページからお申込みください
問合せ先 アーキウォーク広島
http://www.oa-hiroshima.org

日時

+DATA

市営平和アパート

国内最古級のコンクリート建築
軍都広島の面影をとどめる遺構で、軍服をお
さめる倉庫として建てられました。外壁はレン
ガで内部は鉄筋コンクリートという珍しい構
造で、空間の印象も外観・内観で大きく異な
ります。爆風で曲がったという鉄扉など、被爆
時の様相を直接感じさせる建物でもありま
す。被爆後は臨時の救護所となり、多くの被
爆者がここで亡くなりました。見学会では被
爆体験証言等の行事も実施します。

土地の記憶と建築をめぐる

広島の中心部で唯一、戦前期の街角が
残る場所がある？ 旧街道筋や運河の
痕跡をたどりながら、貴重な洋風建築の
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、最近建
てられた本通りの商業建築など、新旧の
建物を解説付きでめぐります。
（※外観見
学中心です）
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建物見学会

11月11日
（土）10：30〜12：30 定員 100人 料金 無料
集合場所 現地受付
（10：00〜）
申込 当日参加
090-6408-1528
問合せ先 旧被服支廠の保全を願う懇談会
（事務局・内藤）

日時

+DATA

竣工：1912〜1913年 設計：不詳 住所：広島市南区出汐2-4-60

歴史あるアパート建築を体験

被爆のわずか４年後に建てられた、広島の
復興初期を代表するアパート建築です。同
種の建物では現存する国内最古級の貴重
なもので、
ダイニングキッチンが出現する前
の、今とは少し違う間取りを体験できます。
見学会では普段入れない建物を詳しい解
説とともに特別に見学します。詩人 峠三吉
が居住した３号棟の内部を公開します。

建物見学会

11/12（日）15:30〜16:30 定員 20人 料金 無料 集合場所 3号棟前
電話またはメールでお申込ください ※10/27（金）までにお名前、住所、電話番号をお知らせください
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

日時

申込

+DATA
竣工：1949年

設計：不詳

住所：広島市中区昭和町

竣工：1995年リニューアル 設計：
（株）
日建設計 住所：広島市中区袋町5-15

14

原爆ドーム〜広島平和記念資料館

17

広島牛田教会〜あやめ幼稚園

建物見学会

11/11（土）13:30〜14:30 定員 30人 料金 500円
集合場所 原爆ドーム前 申込 下記ＷＥＢページからお申込みください
問合せ先 アーキウォーク広島
http://www.oa-hiroshima.org

日時

+DATA
【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
【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

いしうちの森

大木を囲むユニークな形

広島のシンボルを読み解く

当時の先鋭的なデザインで装飾され、川の
街広島を巧みに表現した建築作品である
原爆ドーム、
そして戦後の日本建築の原点
であり広島の戦後を作り上げたともいえる
平和記念資料館。見学ツアーでは公園内
を散策しながら、
これら２つの建物に込めら
れた秘話をディープに解き明かします！
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建物見学会

見たことのない広島の景色

緑豊かな石内エリアにある、農作業を中
心とする福祉施設です。作業スペースや
食堂、事務室などの機能が一つの屋根
の下に収められ、
シンプルなモダンデザイ
ンでまとめられています。見学会では設計
関係者のご案内で特別に見学します。
（※公共交通はありませんのでご注意く
ださい）

原爆ドームの横に建つ、展望台やテラス
が気持ちいいと話題の建築。
ビルを壊さ
ず改修するリノベーションによって全く違
う姿に生まれ変わりました。見学会では、
施設関係者のお話をうかがいながら、展
望台のほか、通常非公開の部分も特別
に見学します。建築ファン必見のツアー
です！

建物見学会

建物見学会

日時

日時

11/11（土）13:30〜14:30 定員 15人 料金 400円
集合場所 いしうちの森建物前 申込 下記ＷＥＢページからお申込みください
http://www.oa-hiroshima.org
問合せ先 アーキウォーク広島

11/11（土）10:30〜11:30 定員 20人 料金 300円
集合場所 広島牛田教会前 申込 下記ＷＥＢページからお申込みください
問合せ先 アーキウォーク広島
http://www.oa-hiroshima.org

+DATA

+DATA

竣工：2007年

竣工：2012年 設計：仲子盛進綜合環境デザイン
（株） 住所：広島市東区牛田中2-7-34

住所：広島市佐伯区五日市町石内3912

日時

おりづるタワー

農作業と調和するモダン

住宅地の中に建つ、幼稚園と礼拝堂が
複合した施設で、
「第14回ひろしま街づく
りデザイン大賞」
を受賞しています。
切らず
に残された楠の大木を囲むように建物が
配置され、
礼拝堂は不整形な平面で壁が
傾斜する複雑な形となっています。見学
会では、設計関係者のご案内で、建物内
外を解説とともに特別に見学します。

※祈りの場にふさわしい服装でお越しください。
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11/12（日）15:30〜17:00

定員

15人

料金

300円（別途入館料1700円）

集合場所 １階西側エントランス
申込

下記ＷＥＢページからお申込みください
アーキウォーク広島
http://www.oa-hiroshima.org

問合せ先

設計：
（有）
宮森洋一郎建築設計室

+DATA
竣工：2016年
（改修） 設計：三分一博志建築設計事務所
（改修）
住所：広島市中区大手町1-2-1

15

広島市江波山気象館

18

県立広島大学広島キャンパス図書館

日時

11/11（土）15:30〜16:30

集合場所 １階エントランス前 申込
問合せ先

アーキウォーク広島

通常公開

時間

15人 料金 300円（別途入館料100円）
下記ＷＥＢページからお申込みください
http://www.oa-hiroshima.org

大人100円、
シニア・高校生50円、中学生以下無料 申込 不要
江波山気象館
082-231-0177 082-234-1013
http://www.ebayama.jp
10月・11月の休館日：月曜日
（10/9は開館）、10/10、11/7、11/24
料金

問合せ先

+DATA
竣工：1934年

7

突如として現れる円筒形の建物は、伝統
楽器の鼓や、鳥かご等、
さまざまな連想を
抱かせます。外観で目に付くブレースは構
造体として機能しており、大きな内部空
間が確保されています。室内は中心部に
吹き抜けがあり、天井から光が降り注ぐ
魅力的な空間を作り出しています。見学
会では建物内部の画廊や特徴的なモ
ニュメントの解説と共に実施。

定員

9:00〜17:00（入館は16：30まで）

設計：広島県建築課

住所：広島市中区江波南1-40-1

広島県情報プラザ

鼓？鳥かご？あなたは何を連想？

幾何学装飾の数々は必見

かつての気象台から博物館に再生された建物
です。
デザインは表現主義をベースに、
アールデ
コ等の影響も。入口の庇や塔屋の階段などが
特徴的です。内装は丁寧な仕上げの床や装
飾、
そして被爆時の痕跡も残っています。見学
会では施設関係者のお話をうかがいながら館
内をめぐります。

建物見学会
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建物見学会

11/11（土）10:30〜11:30 定員 30人 料金 無料
集合場所 広島キャンパス図書館入口前
申込 フェスタ事務局ホームページからお申込みください
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/tatemonogatari/festa2017.html

日時

問合せ先

広島県営繕課

082-513-2311

+DATA
竣工：1997年

設計：石本建築事務所
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世界平和記念聖堂（カトリック幟町教会）

自然光が降り注ぐ広大アトリウム

建物見学会

6階建て高層部と2階建て低層部で構成さ
れ、吹き抜け部分に高層部から低層部へ傾
斜する立体トラスのガラス屋根が印象的。
吹き抜け内部の大空間アトリウムは開放感
に溢れ、
くつろぎの場となっています。平成4
年に、地域社会に貢献し文化性の高い公
共の建物に贈られる公共建築賞の優秀賞
を受賞。見学会では建物の設計意図や使
われ方等の話を施設管理者が解説します。

11/12（日）10:30〜11:30 定員 30人 料金 無料
情報プラザ（エントランス）
申込 フェスタ事務局ホームページからお申込みください
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/tatemonogatari/festa2017.html

日時

集合場所

問合せ先

広島県営繕課

082-513-2311

広島を代表する名作建築

昭和を代表する巨匠、村野藤吾による
傑作建築です。各所にちりばめられた和
風デザイン、細部の鑑賞のコツ、世界各
地からの支援の跡など、見どころと物語
がいっぱいの建物内外を、詳しい解説と
ともにめぐります。
（※改修工事のため見
学範囲が限定される可能性があります）

建物見学会
※祈りの場にふさわしい服装でお越しください。※工事中のため、
見学範囲が限られております。
日時

11/12（日）13:30〜14:30

問合せ先

アーキウォーク広島

20人 料金 500円
下記ＷＥＢページからお申込みください
http://www.oa-hiroshima.org

定員

集合場所 １階エントランス前 申込

+DATA

+DATA
竣工：1988年 設計：佐藤武夫設計事務所 住所：広島市中区千田町3-7-47

竣工：1954年

設計：村野・森建築事務所
（村野藤吾）
＋内藤多仲

住所：広島市中区幟町4-42

住所：広島市南区宇品東1-1-71

◉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。
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