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Aコース 
「お茶の京都」日帰りコース 
宇治をプチ贅沢に 
満喫していただきます！ 
参加者…21名

京都駅で集合、JR奈良線で宇治駅まで。好
天に恵まれて順調なスタートです。重要文化
的景観の構成要素を説明しながら平等院へ
向かい、鳳凰堂をバッグに記念撮影、青空が
映えます。昼食は南門前「竹林」で季節の京
料理弁当に舌鼓し、わずかな時間、参道のお
茶屋さんでお土産タイム。
　宇治川に浮かぶ橘島を通り抜け川東へ。
宇治上神社を見学し、朝日焼でお茶碗つくり
体験を楽しみました。京都府茶業会館では
玉露のいれ方教室が好評でした。コンパクト
で盛りだくさんな1日。後日届くお茶碗で思い
出が蘇ったことでしょう。
 （桂浩子／京都府建築士会宇治支部）

Bコース 
「海の京都」丹後の魅力を 
満喫する二日間 
天橋立・ちりめん街道・舟屋とカニ三昧 
参加者…29名

海の京都と称して丹後の史跡・文化財等を

見学し、新鮮な食材を堪能していただくコー
スでした。宮津市教育委員会の解説で国重
要文化的景観および日本三景と宮津市内を
見学。登録文化財「清輝楼」での昼食。与謝
野町教育委員会の解説で加悦重要伝統的
建造物群保存地区を、伊根町教育委員会の
解説で伊根浦重要伝統建造物群保存地区
の見学を行いました。
　プライベートでは見ることのできない場所、
ディープな解説、建築士会と行政との連携に
ついて評価を得ました。悪天候により中止に
なった遊覧船による伊根浦湾巡りが非常に
残念でした。

（岩田信一／京都府建築士会丹後支部、 

大村利和／京都府建築士会宮津支部）

Cコース 
千の利休が愛した北山杉と 
お寺で癒し体験 
小説『古都』ゆかりの地散策 
参加者…39名

一日のはじまりは法話から。日蓮宗総本山塔
頭具足山教法院のお上人の法話に引き込ま
れたっぷり笑った後、六波羅蜜を思い浮かべ
写仏を体験。同じ仏様を描いていてもそれぞ
れの味があります。続いて、御室派五智山蓮
華寺へ。一昨年新築された本堂で聴く地域

の子供太鼓隊による和太鼓演奏は、心に響く
音の迫力で胸がいっぱいに。
　世界遺産仁和寺を自由見学した後に和弁
当を食し、『古都』の舞台へ。先人の知恵と工
夫により産業となった美しい北山丸太の歴史
をまち歩きを通して体感、体験いただき、ここ
だけの景観に感嘆の声が聞こえました。
 （小澤えみ／京都府建築士会）

Dコース 
日本の原風景・美山と 
名勝・嵐山の旅 
美山かやぶきの里、 
トロッコで秋の嵯峨嵐山散策
参加者…46名

当日美山地域では初雪でうっすら雪化粧し
た茅葺きの里を見ることができ、参加者のみ
ならずスタッフも感激しました。雪のため到着
が少し遅れ、ゆっくりと見学できなかったよう
に思いますが、ガイドをお願いしていた方 の々

楽しいご案内に参加者の皆様は大変喜んで
いただけました。河鹿荘での昼食はお料理も
お酒も大好評。その後トロッコ列車にも遅れ
ることなく乗車。
　残す嵐山観光では群れなす観光客の中、
竹林の道から渡月橋は自由行動のため、もう
参加者の皆様はどこへ……と心配しておりま

地域交流見学会（エクスカーション）

Aコース 世界遺産宇治上神社境内

Aコース 世界遺産平等院 Bコース 日本三景天橋立傘松公園にて Cコース 世界遺産仁和寺にて集合写真

Bコース 伊根浦伝建地区向井酒造 Cコース 教法院にて写仏体験
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宅の秦さんにお話しいただいた「暮らしと共に
あるまち」の重要性を実感しました。
　あじわい館での調理実習は、皆さん和気あ
いあいと取り組まれ、男性陣はさすが建築士、
ゆり根を正確な正方形に切られていたのには
感心しました。蕪蒸しも山椒ちりめんも無事
でき上がり、美味しくいただきました。島原の
角屋では、保存会理事長直 の々ご案内で、そ
の栄華を極めた時代にタイムスリップしたか
のような充実した見学となりました。
 （西田教子／京都府建築士会）

Hコース 
宇治と大山崎 
自然に抱かれた個性的な建築 
そして、日本のウィスキーのふるさとへ 
参加者…42名

Hコースは見学場所も多く、行程がタイトで
欲張りなコース。松殿山荘は個性的な見どこ
ろが満載。昼食会場の「錦水亭」では池の景
色と長岡京の魅力を語りながら、京料理に舌
鼓。メインの聴竹居の見学では、説明員の建
築目線な説明で大変良かったとの感想をい
ただきました。
　大山崎山荘美術館ではテラスでカフェ＆
景色も楽しみ、最後のサントリーウィスキー蒸
留所では80分の工場見学。最後に解説付き
の試飲もあり、建物の見学もしかり、このよう
な楽しみもあるコースは大当たりだ！ と大満

したが、無事京都駅までお送りすることができ
ました。 （中西健志／京都府建築士会南丹支部）

Eコース 
歩いて感じる西陣～上七軒 
上京の暮らしを堪能する一日 
参加者…20名

応仁の乱で西陣と東陣に分かれた境目から
まち歩きは始まりました。洛中洛外図や講師
お手製の模型でのレクチャーのあと、西陣か
ら上七軒・北野天満宮へ。生活の場である
西陣を西へと移動し、京都最古の花街「上七
軒」へ。元お茶屋の古い町家を利用した空間
では、昼食をとりながらも独特の趣を感じます。
　午後は北野天満宮の広間をお借りし花街
のお話を聞き、その後、天満宮境内や今も残
るお土居を十分に探索しました。すべて徒歩
移動のためかなりの距離でしたが、参加いた
だいた皆さんの健脚なこと！ 皆さまのおかげ
で楽しいまち歩きとなりました。
 （遠島和恵／京都府建築士会）

Fコース 
呉服の商家と京料理 
温故知新～先人の暮らしにまなぶ 
参加者…20名

無名舎は京商家の典型ともいうべき表屋造
で、当主より京町家での生活や文化について
話を伺った後、建物の見学をしました。釜座
町町家は町全体で所有している一軒の町家
で、改修設計者から京町家の保存・再生に
ついてのレクチャーがあり、参加者からも多く
の質疑がありました。
　ちおん舎は大塀造形式の町家で、オー
ナーに建物を案内していただいた後、「木乃
婦」のお弁当をいただきました。千總ギャラ
リーでは伝統的な京友禅の展示を見学して
制作工程について学びました。最後の和光
舎では法衣や袈裟の伝統的な刺繍の修理も
見学できました。
 （江坂幸典／京都府建築士会）

Gコース 
歴史と文化のまち下京と 
おばんざい体験 
京のまちなかを味わいつくす 
参加者…40名

Gコースのテーマは、「生活文化の食と色」で
す。辻子めぐりで、町家の美しい家並みを分
断するホテルや増加する民泊を見て、秦家住

Dコース 嵐山散策（竹林の道）

Dコース 雪景色の美山かやぶきの里

Eコース 上七軒まち歩き Fコース 釜座町町家にて町家保存について伺う

Eコース 町家でのレクチャー Fコース 無名舎にて京町家での生活の知恵を伺う



2018.4 Kenchikushi 27

Japan Federation of Architects &Building Engineers Associations
KYOTO Convention 2017

足されて皆様お帰りになられたのが印象的で
した。 （瀧口 静／京都府建築士会）

Iコース 
水の都 歴史と賑わい・ 
酒づくりのまち伏見 
歴史の舞台「伏見」を巡る 
参加者…36名

まず聖母女学院の近代建築を見学。伏見稲
荷大社境内は観光客で大混雑のため千本
鳥居はゆっくりご覧いただけませんでしたが、
旧宮司官舎であった松の下屋で貴重なお庭
をご案内することができました。
　御香宮神社、月桂冠大倉記念館もそれぞ
れ丁寧にご案内いただき、最後に酒処コース
と寺田屋、「伏見城研究会」の若林正博先生
ご案内の中書島コースに分かれていただきま
した。盛りだくさん過ぎて慌ただしかったので
すが、若林先生のお話のとおり、魅力いっぱ
いの伏見を何度もリピートしていただければ
幸いです。ご協力ありがとうございました。
 （上原智子／京都府建築士会）

Jコース 
清水寺・六原界隈のいま 
清水寺の保存修理工事現場見学と 
空き家対策の先進事例 
参加者…42名

約半世紀ぶりとなる清水寺本堂の屋根葺き

替え工事現場の見学と、地域の伝統産業で
ある清水焼の土ひねり体験、そして六原学区
で展開されている地域自走型空き家対策の
取り組みを紹介する座学をセットにしたコー
スを開催しました。
　ツアコン経験のない建築士が全国からい
らっしゃる方 を々ホスティングするということで

当初は大変緊張しましたが、参加者の皆様
がとても協力的に、そして時には救いの手を
差し伸べつつ一日を過ごしてくださり、素晴ら
しい体験となりました。清水寺と六原界隈の

職住環境の昔と今を楽しんでいただけたので
はないでしょうか。（寺川 徹／京都府建築士会）

Kコース 
京都鉄道博物館と 
嵐電の貸切列車で行く嵐山 
京都と共生する鉄道文化に出会う 
参加者…25名

開館と同時に京都鉄道博物館に入場、わくわ
く感一杯のスタートとなりました。新館と展示
物の見学は自由時間とし、展望台、梅小路蒸
気機関車庫、旧二条駅舎、SLスチーム号と
本物に絞って案内させていただきました。
　午後は嵐電の貸切電車で大宮から嵐山ま
での往復。講師には景観まちづくりの専門家
の森川宏剛氏を迎え、晩秋とはいえ観光客で
にぎわい出店も引きを切らないリアル嵐山の
話を聞かせていただきながら散策しました。さ
すが鉄道ファン！ 時間厳守かつ公共マナー
正しいみなさんで、楽しい一日にしていただ
いたことに感謝します。
 （冨山育子／京都府建築士会）

Lコース 
京都の都心部三条通をめぐる 
京都の進取の精神を感じ取る旅 
参加者…16名

三条通の歴史、京の三条まちづくり協議会の
活動についてご説明した後、三条通を西から
東へ。京都の道路の起点である京都市道路Gコース かつての栄華がしのばれる島原大門の前にて Hコース 紅葉の残る大山崎の聴竹居

Iコース 聖母女学院

Gコース あじわい館での京のおばんざい調理実習 Hコース 松殿山荘にて集合写真

Iコース 伏見稲荷大社 Jコース 清水寺屋根葺き替え工事現場の見学

Jコース 清水寺学芸員による説明
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見学しました。湯川邸では、夫人との合作書
画や大切にされた扁額等ゆかりの品々や秀
樹氏が愛した庭から、晩年の暮らしぶりを知
ることができました。
　1929年に建築の花山天文台では、台長自
らの熱弁で施設や歴史、観測について学び、
さらには第一線を退いた施設の将来構想に
ついても伺うことができた充実の3時間でし
た。それぞれの所有者の想いを通して「学び
の街：京都」の魅力を感じていただけたと思
います。 （熊田 孝／京都府建築士会）

Pコース 
街なかまち歩き 
まちに息づく建物に宿る文化力 
参加者…18名

Pコースの見学先は、かざりや鐐（竹影堂）、大
江能楽堂、町家の岩崎家、有斐斎 弘道館の
4カ所。昼食は老舗の「尾張屋」、みちゆきに
京都府庁旧本館等へ立寄るなどをし、全コー
スを徒歩で巡りました。
　各見学先では、所有者ご自身からお話を頂
戴し、建物の成り立ちやそこでの暮らしや仕事
のこと、歴史あるものを残していく気概や知恵
を学びました。特に好評を得たのは、しばし茶
の世界にふれた弘道館での時間でした。徒歩
での距離が長く、参加者のご負担が些か心配
でしたが、皆さんを笑顔でお見送りできたのは
幸いでした。 （竹山ナオユキ／京都府建築士会）

元標では、東海道で東京につながる起点で
あったと思いをはせ、京都文化博物館で京の
まちの変遷の概要、西村吉象堂では現在の
まちづくり活動についてご理解いただきました。
　さまざまな様式の近代洋風建築と町家、現
代建築が混在する三条通を堪能し、1928ビ
ルで「ギア」の観劇へ。言葉を使わない新しい
パフォーマンスの完成度の高さ、新しさに皆
さん感激です。京都の違った一面を見ていた
だけたのではないでしょうか。
 （篁 正康／京都府建築士会）

Mコース 
実感！ 山紫水明の地・京都 
近世・近代の名建築を巡る旅 
参加者…20名

最初の見学は一般非公開の清風荘。庭屋一
如の世界に皆さん感嘆のため息をつかれて
いました。次はヴォーリズ設計の駒井家住宅
を見学。住み心地の良さが伝わって皆さん自
然と笑顔に。
　昼食後は頼山陽の書斎、山紫水明処へ。
珍しい「降り井」に興味津々の様子。その後、
春日学区地域住民活動によりお寺所有空き
家を地域交流の場へ改修した事例を見学。
さらに町家改修活用の先駆けである大龍堂
書店へ。寺町通りを散策し京都市役所前で
解散しました。髙田先生、矢ヶ崎先生の終日
ご同行で、行く先々で専門的な説明を聞かせ
ていただきました。（藤本佳美／京都府建築士会）

Nコース 
旧海軍ゆかりの 
赤煉瓦倉庫群と 
引き揚げの町・舞鶴 
近代史へのタイムトラベル 
参加者…33名

一番朝早い出発の北部舞鶴コース。前日の
雪も舞鶴に着く頃には晴れ、バスの中で支部
の男性ガイドによる90分の楽しい講義を受
けました。軍艦はいつもよりたくさん停泊して
いました。赤れんが博物館では、赤れんが一
つひとつを間近に見ながらの説明を受け、午
後は引揚記念館へ。
　館長から引き揚げの歴史のお話を伺いまし
た。皆さん、熱心に聞き入っておられ、最後の
立ち寄り先で買いものをして京都へ戻りました。
盛り沢山で時間に追われた厳しいスケジュー
ルでしたが、皆さんのご協力のおかげで予定
通りの行程を無事終えることができました。
 （吉田比呂子／京都府建築士会福知山支部）

Oコース 
学びの街 
花山天文台の将来を考える 
参加者…19名

Oコースでは、下鴨の旧三井家別邸から糺
ただす

の

森を経て湯川秀樹氏の旧宅を訪問、京都大
学時計台で昼食後、京都大学花山天文台を

Kコース 京都鉄道博物館でSLに乗る！

Lコース 西村吉象堂にてまちづくりのお話を Mコース 春日学区の住民活動による空き家改修事例

Lコース 1928ビルにて記念写真 Mコース 一般非公開の清風荘にて

Kコース 嵐電貸切電車で京弁当とレクチャー
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Qコース 
伏見街道 
伏見街道でつながる歴史と暮らし 
参加者…12名

京都市の東南部、深草から伏見街道を北上
しながら、途中、鴨川運河にも立ち寄りました。
戦中戦後を通して賑わった宝湯、元は陸軍
第16師団司令部の庁舎だった聖母女学院
本館、元呉服商の町家を活用したキャンパ
ス。所有者自らがサロンとして開放する松井
家、郊外型住宅の接客棟を店舗にした「そば
茶寮澤正」。伏見人形の窯元「丹嘉」。時代の
影響を形として残す建物たちが、今の暮らし
に息づきます。
　人から人へ記憶や思いをつなぎ、活かさ
れる建物たち。建物を通して見えてきたのは、
私たちがつないできた暮らしそのものかもしれ
ません。
（吉岡真弓／古材文化の会 伝統建築保存・活

用マネージャー会）

Rコース 
桂界隈 
知る人ぞ知る、京都桂界隈の 
歴史的建造物を巡る 
参加者…23名

Rコースは、京都市西京区内に残る歴史的建
造物を見学しました。マイクロバス一杯の人

数で巡った先は、カトリック桂教会、玉村家
住宅（本陣跡）、葉室山淨住寺、山口家住宅
（苔香居）、最後に中村軒でお茶とお菓子をい
ただきました。
　御協力いただいた所有者様には、丁寧な
説明と心からのおもてなしをいただきました。
案内に慣れていない私たちスタッフでしたが、
参加者の皆さまにはこの場をお借りして心よ
りお礼申し上げます。
（風月匠幹廣／古材文化の会 伝統建築保存・

活用マネージャー会）

Pコース 弘道館

Qコース 松井家 Rコース 中村軒

Pコース 大江能楽堂

Qコース 宝湯

Nコース 赤れんが博物館前で集合写真 Oコース 京都大学花山天文台

Nコース 赤れんが博物館内の説明 Oコース 湯川邸

Rコース 玉村家
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