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－その魅力に迫る－

－建築をまちに開く－

stamp rally

stamp rally
symposium

guided tour

stamp rally

symposium

guided tour

京都歴史文化施設クラスター実行委員会
　（平成30年度文化庁地域の美術館・
　　　　　歴史博物館を中核としたクラスター形成事業）

京の三条まちづくり協議会
NPO法人京都景観フォーラム

博学社連携シンポジウム４

三条通には明治から昭和初期に建てられた近代洋

風建築が集積しています。この度、近代建築、および

そのまちづくりへの展開に関する専門家、また近代

建築の所有者・管理者をお招きし、三条通の魅力を

探るシンポジウムを開催することとなりました。歴史

都市京都の一側面としての近代洋風建築の魅力を再

発見するとともに、まちの資源としていかに維持・活

用して行くべきかについて議論を深めます。

パネリスト（上記２氏に加え）

　□ 塚本 喜左衛門氏（ツカキグループ 代表取締役社長）

　□ 若林 広幸氏（（株）若林広幸建築研究所代表）

　□ 村野 正景（京都文化博物館学芸員）

　□ 森本 浩行（京の三条まちづくり協議会会長）

京都 国登録文化財所有者の会 会長／ＮＰＯ三方よし研究所 理事長

話題提供

　□ 笠原 一人 氏 （京都工芸繊維大学助教）
　　『三条通の近代建築　その歴史と魅力』
　□ 嘉名 光市 氏 （大阪市立大学大学院工学研究科教授）
　　『生きた建築の可能性　イケフェス大阪の取り組み』
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●日時     　　　月　 　   日  （土）

●会場

三条通の近代建築ツアー
２月 24日 ( 土 ) 午前開催

※詳しくは裏面をご確認ください。

３３
13:30 受付開始
14:00 開始  17:00 終了

京都文化博物館
　　　　　別館ホール

平成 29 年度地域の核となる
美術館･歴史博物館支援事業
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三条通には明治から昭和初期に建てられた近
代洋風建築が集積しています。この度、『近代建
築WEEK』と名付け、これらの魅力的な建築群を、
学び、楽しむ９日間のイベントを開催します。ど
なたでもご参加いただけますので、歴史都市京
都の一側面としての近代洋風建築の魅力再発
見にお越しください。

※三条通には、西洋の歴史様式を取入れた近代建築が集積しているため、
　『近代洋風建築』と表現しています。今後、モダニズム建築を含めた取組み
　への展開を目指し、全体のイベント名は『近代建築WEEK』としています。

■ 主な企画
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近代建築ＷＥＥＫ2018
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三条通の近代洋風建築群
三条通の近代洋風建築群
三条通の近代洋風建築群
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三条通の近代洋風建築群

スマホで三条スタンプラリー

三条通の近代洋風建築群
　　　　　　　　－建築をまちに開く－

⒈ 三条の近代洋風建築見て歩き
⒉ 近代洋風建築をスマホでカッコよく撮る！

スマホで三条スタンプラリー

❸
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❶

参加方法

三条通の近代洋風建築群
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三条通の近代洋風建築群三条通の近代洋風建築群
近代建築ＷＥＥＫ2018近代建築ＷＥＥＫ2018

主　

催

スマホアプリを使ったスタンプラリーに参加し
て、三条通のものしり博士になろう！ポイント
は全部で 11 か所。アプリの地図に従ってポイン
トエリアに入ると、説明が出てくるよ。
全ポイントクリアで、参加賞を進呈します。さら
にガラガラ抽選で、三条通にあるお店・施設か
ら提供いただいた賞品も当たるよ。

歩きながらの操作は大変危険な上、周囲の方のご迷惑に
もなります。『こことろアプリ』ご利用時には足を止め、周
囲をよく確認してください。ラリー参加中の事故等につ
いては、主催者は一切責任を負いません。

①アプリをダウンロード

②アプリ内でイベントに参加
③地図情報に従い三条通を巡る
④各ポイントでスタンプを集める
⑤受付でスマホを見せてプレゼントをゲット

『歩きスマホ』はやめましょう！

三条通には、道行く方々を始め、お住まいやお商売で、写
真撮影がご迷惑になることがあります。撮影時には、声掛
けやご配慮をお願いします。

写真撮影には心配りを。

　　　　は、一般社団法人 京都位置情報活用協議
会が運営する位置情報活用イベントアプリです。

●開催期間：2018 年 11 月 3日 ( 土 ) ～ 11 日 ( 日 )

●受付場所：京都文化博物館別館前テラス特設テント
                     （開設時間 10：00～ 17：00）
●参加資格：三条通に関心をお持ちでスマートフォン
            をご持参いただける方ならどなたでも

※11/5 は、京都文化博物館が休館日のため、受付を閉
鎖しています。ラリーへの参加は可能ですが、クリア後
の抽選等については 11/6 以降受付へお越しください。

本事業は、それぞれ下記の支援を受け実施しています。
　　●平成 30年度文化庁地域の美術館・歴史博物館を中核とした
　　　クラスター形成事業：事業①②③
　　●平成 30年度中京区民まちづくり支援事業補助金：事業②③
　　●近畿建設協会「地域づくり・街づくり支援事業」事業①

●開催期間     　　　月　 　   日  （土）　　  　　　月   　  　 日  （日）11３ 1111
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案内人：（一社）京都府建築士会
 まちづくり委員会メンバー

□ 定員：午前・午後 各回 20 名（申込み先着順）
□ 参加費：無料
□ お申込方法
　　下記事項を記載の上、Ｅメールでお申込みください。
　　参加の可否を事務局より返信させていただきます。
　　　　　　メールタイトル：【近代建築ツアー申込】
　　　　　　記載事項：  ①午前 or 午後の希望
　　　　　　　　　　　　②お名前
　　　　　　　　　　　　③電話番号

□ 申込先　　京の三条まちづくり協議会事務局
　　　　　　kyo.sanjo.street@gmail.com

月          日 ( 土 )11  3 9:15 受付開始　   9:30 開始　12:00 終了

13:15 受付開始　13:30 開始　15:00 終了

●集合・事前レクチャー：ウイングス京都・ 会議室２　（東洞院通六角下る）

近代建築ＷＥＥＫ2018近代建築ＷＥＥＫ2018 近代建築ＷＥＥＫ2018近代建築ＷＥＥＫ2018
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パネリスト

　□  高岡 伸一 氏（イケフェス事務局長、近畿大学准教授）
　□ 福馬 晶子 氏（アーキウォーク広島メンバー）

　□ 村野 正景（京都文化博物館学芸員）

　□ 西村 祐一（京の三条まちづくり協議会事務局長）

コーディネーター

　□ 笠原 一人 氏 （京都工芸繊維大学助教）

　登壇者
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●日時       　　  月    　   日 （火）

●会場

11 6
17:00 受付開始
17:30 開始  20:00 終了

　　　　本館６F和室

　プログラム概要　
　　●主催者挨拶
　　●話題提供１
　　　『イケフェス大阪を準備した北船場のまちづくりをめぐって』

高岡伸一氏
　　●話題提供２
　　　『広島での建築公開の取り組みについて』

福馬晶子氏
　　●パネルディスカッション

昨今、世界的に『まちの資源』としての
建築の活用が広まっています。建築が
まちに開かれ、市民が自分のものとし
て『まちを楽しむ』、『まちを遊ぶ』とい
う現象が現れています。では、『建築を
まちに開く』とは、一体どういうこと
なのでしょうか？今回のシンポジウ
ムでは、先駆的な取り組みを行ってお
られる大阪と広島の事例を紹介いた
だきます。その上で、三条通の近代洋
風建築がまちに開いていくというこ
とはどういうことなのか、またその可
能性を探ります。

三条通に残る近代洋風建築の見どころ
を、専門家がご案内します。時代背景とデ
ザインの特徴、設計者の人物像、保存方法
の特色、地域まちづくり、まちなみ景観等
についての簡単なレクチャーのあと、実
際に一つ一つの建築を見て回ります。

建築って、なかなかカッコよく写真に
納まらないですよね。このツアーで
は、写真 /建築の専門家からレクチャ
ーを受け、いつも持っているスマート
フォンを使って、三条通の建築を撮影
します。最後には各自お気に入りの 1
枚を共有し合いましょう！

※各自使い慣れたスマートフォンをご持参ください。主催者ではお貸しできません。
※スマートフォンの使い方講座ではありませんので、予めご了承ください。簡単な設定程度はお伝え
できますが、主に撮影する際の構図やアングルについてレクチャーします。

※各自使い慣れたスマートフォンをご持参ください。主催者ではお貸しできません。
※スマートフォンの使い方講座ではありませんので、予めご了承ください。簡単な設定程度はお伝えできますが、主に撮影する際の構図やアン
　グルについてレクチャーします。
※写真撮影時は、建物所有者、店舗、周辺の方々のご迷惑とならないようご配慮ください。

symposium

三条通の近代洋風建築群－建築をまちに開く－
博学社連携シンポジウム４5

❶
guided tour

1  三条の近代洋風建築見て歩き❷

guided tour

2  近代洋風建築をスマホでカッコよく撮る！❷

午前の部

午後の部

講師：内田豊彦氏
（フォトグラファー）

□ 定員：午前・午後 各回 10 名（申込み先着順）
□ 参加費：無料
□ お申込方法
　　下記事項を記載の上、Ｅメールでお申込みください。
　　参加の可否を事務局より返信させていただきます。
　　　　　　メールタイトル：【スマホ撮影ツアー申込】
　　　　　　記載事項：  ①午前 or 午後の希望
　　　　　　　　　　　　②お名前
　　　　　　　　　　　　③電話番号

□ 申込先　　京の三条まちづくり協議会事務局
　　　　　　kyo.sanjo.street@gmail.com

月                日 ( 日 )11  11 9:15 受付開始　   9:30 開始　12:00 終了

13:15 受付開始　13:30 開始　15:00 終了

●集合・事前レクチャー：ウイングス京都・ 会議室 1　（東洞院通六角下る）

建築って、なかなかカッコよく写真に納
まらないですよね。このツアーでは、写真
/建築の専門家からレクチャーを受け、い
つも持っているスマートフォンを使っ
て、三条通の建築を撮影します。最後には
各自お気に入りの 1 枚を共有し合いまし
ょう！

午前の部

午後の部
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