
資料１ 

平成 28 年度 第 26 回全国女性建築士連絡協議会(奈良) プログラム 
未来へつなぐ居住環境づくり 

“日本の暮らし 豊かな生活文化の再発見” 

 
平成28年7月22日（金）            総合司会：小野 全子 
[全国女性委員長(部会長)会議]   10:30～12:30     会場：奈良女子大学構内 佐保会館２階ホール 
[開会式]             13:00～13:20     会場：奈良女子大学 講堂 
・主催挨拶                            日本建築士会連合会 会長 三井所 清典 
・ご来賓挨拶                           奈良女子大学 副学長 井上 容子 
・近畿建築士会協議会代表挨拶          近畿建築士会協議会 代表会長 岡本 森廣 
・開催地挨拶                   奈良県建築士会 会長 渕上 徳光 
・委員長挨拶、運営説明                      日本建築士会連合会 女性委員長 永井 香織 
[基調講演]   日本の暮らし 豊かな生活文化の再発見 

          13:20～14:20  講師 渡辺 光雄 （岐阜大学名誉教授）  
[パネルディスカッション]  日本の暮らし 豊かな生活文化の再発見    14:25～15:55 
コーディネータ ・永井香織（建築士会連合会女性委員長） 
パネラー    ・渡辺 光雄（岐阜大学名誉教授）・湯川 直紀（ライフケア総合研究所代表取締役） 

・奈良女子大学生 （未定）   ・岡田 伸子  岡田建築設計事務所（奈良県建築士会） 
    …… 休 憩 ……   15:55～16:05 
[被災地の現状報告]  
・熊本県            16:05～16:25 
・岩手県            16:25～16:40 
・宮城県            16:40～16:55 
・福島県            16:55～17:10 
・茨城県            17:10～17:25   
    …… 交流会 ……   18:30～20:00     会場：ホテル日航奈良 飛天・桔梗の間 
平成28年7月23日（土）            総合司会：小野 全子 
 [分科会]              9:00～11;20    会場：奈良春日野国際フォーラム甍 会議室1～8 
・Ａ分科会「防災への取組み」       司会：島田 マリ子（福島） 

コメンテーター：浦 絵美（神奈川）、東 二郎（神奈川） 

・Ｂ分科会「エネルギーと暮らし」     司会 筒井 裕子（愛知） 

                     コメンテーター：西田 教子（京都）、豊田 保之（京都） 

・Ｃ分科会「歴史的建造物と建物再生」   司会：本保 万貴子（奈良） 

                     コメンテーター：米村 博昭（奈良） 

・Ｄ分科会「環境共生住宅～住み継ぐ～」  司会：磯中 幸江（山口） 

                     コメンテーター：渡辺 陸（岡山） 

・Ｅ分科会「景観まちづくり」       司会：荒木 由美（長崎） 

                     コメンテーター：市川 一絵（石川） 

・Ｆ分科会「子どもと住環境」       司会：熊谷 友子（岩手） 

                 コメンテーター：松本あい子（群馬）永井美代子（群馬）三條秀子（群馬） 

・Ｇ分科会「高齢社会と福祉住宅」     司会 東 道尾（北海道） 

コメンテーター：内藤 惠子（愛知）、大前 高志（和歌山） 

・Ｈ分科会「二地域居住の提案」      司会 鵜沢 香織（千葉） 
                     コメンテーター：北村 洋子（長野） 
        …… 全体会会場へ移動 ……  11:20～11:45 
 [全体会]               11:45～12:20      会場：奈良春日国際フォーラム甍 能楽ホール 
・分科会報告（3分×8分科会）              各分科会司会者 
・全体総評（3 分）                  日本建築士会連合会女性副委員長   本間 恵美 
・平成28年度全国女性建築士連絡協議会アピール（3分）日本建築士会連合会女性委員長    永井 香織 
・全国大会大分大会参加のご案内（3分）         大分県建築士会 
・閉会の辞                       日本建築士会連合会女性副委員長  小野 全子 
    …… 大人の修学旅行 ……  13:00～17:00  10コース（昼食付） 



参加費用 

 
全建女参加費（資料代含む） 

建築士会会員   1,000 円 
会員外   2,000 円 

  学 生   無 料 
エキスカーション「大人の修学旅行」参加費 資料 5 をご参照ください 
交流会参加費   6,000 円 
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平成２８年度 第２６回全国女性建築士連絡協議会分科会概要一覧 
分科会名称 ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ 概要 

A 分科会 
防災への取り組み 
 

浦 絵美（神奈川県建築士会） 
東 二郎（神奈川県建築士会） 
 

箱根などの温泉地、神奈川の屋根と言われる丹沢の山々、湘南エリアの海

岸線…と自然環境に恵まれた当県は、その地により災害に対する注目点が異

なります。そこで、2013 年より防災委員会と共に、建築士だからできるソ

フト面でのフォロー及び防災・減災について考えることの大切さを伝えるこ

とを目指し、避難所シミュレーションゲーム：HUG のワークショップを県

下各地で開催しています。「つどう・つくる・つながる・ひろがる」をモッ

トーに活動すること４年、継続しているからこそ、想像以上に広がりました。 
その活動をご紹介致します。 
この分科会でのご報告を機に、さらにバージョンアップし広がることを楽し

みにおります。 
B 分科会 
エネルギーと暮らし 
 

西田 教子（京都府建築士会） 
豊田 保之（京都府建築士会） 

京都市では、「木の文化を大切にするまち・京都」を推進しており、伝統

的な京町家の知恵と現代の環境技術を融合した京都型の環境配慮住宅「平成

の京町家」を普及・促進しています。西田氏には、「平成の京町家」を普及

させようという目的で設立されたコンソ－シアムで、子供向けの啓発事業と

して開催されている小学生親子向け体験講座の活動をご紹介いただき、豊田

氏には「平成の京町家第２号認定住宅」で、機械に頼らず自然の恵みを最大

限に活用することに重点をおき、次世代省エネルギ－基準をクリアした土壁

外断熱の家を技術的な面でご紹介いただきます。全国で画一的な長期優良住

宅が増える中、京都の気候、風土、文化に根ざした京町家の知恵を加えた環

境配慮住宅を知り、これからのエネルギ－と暮らしのあり方について、参加

者の皆様と意見交換したいと思います。 
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C 分科会 
歴史的建造物と建物

再生 
 
 

米村 博昭（奈良県建築士会）  奈良県橿原市の今井町伝統的建造物群保存地区内の伝統的建造物である

住まいを改修するにあたって、どのように町屋の良さを生かし弱点を克服し

たか、「歴史的町並みをつなぐ」ために町屋の所有者が進んで町屋を残そう

とする意識を持つには何が必要かについて、改修の体験談を発表していただ

き、伝統的建造物である町屋の再生について、参加者の皆様と意見交換した

いと思います。 
D 分科会 
「環境共生住宅 

 ～住み継ぐ～」 
 

渡辺 睦（岡山県建築士会） 『家は「建てること」で終わるのではなく「住み続けること」「住み継ぐ

こと」の大切さを伝える』取り組みをご報告いただきます。 
「中古住宅に対する意識調査（10 年継続アンケート・３回目）」は、調査

目的だけでなく回答者が回答する際に「家・住まいについて」再考できる手

段と考え、また手作り「情報リーフレット」では、家のサイクル（住宅の循

環）や様々な建築情報を女性建築士ならではの視点から提供されています。

リーフレット配布によってつながった地域での活動報告と共に、参加者の皆

様の取組みも聞かせて頂きながら、情報・意見交換の場としたいと思います。 
E 分科会 
景観とまちづくり 

市川 一絵（石川県建築士会） それぞれの地域で市民をはじめ建築士会などでも町並景観を大切にしよ

うという様々な取り組みや活動が広まっています。古い町並が特徴的な石川

県七尾市で「まちづくり委員会」において市内の小学校を対象に、子ども達

が生活している町を知り、歴史や魅力を再発見することを目的として、「町

並を巡る」という企画事業を実施して５年になるという活動をご紹介してい

ただきます。子ども達との関わりや地域との連携などについて、また活動が

もたらす地域とのつながりなどについてお聞きしたいと思います。そして直

面する課題やこれからの取り組み、また参加の皆様の活動などについても意

見交換しながら共に考えたいと思います。 
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F 分科会 
子どもと住環境 

松本 あい子（群馬建築士会） 
永井 美代子（群馬建築士会） 
三條 秀子 （群馬建築士会） 
 
 
 
 
 

 いつ、どこで起こるかわからない地震に対して、子供達から一般の方々に

耐震のことを知ってもらおうと群馬建築士会では、ペーパークラフト「紙ぶ

るる」（名古屋大学福和研究室の振動実験教材）を作成し、実験してもらう

という体験会を開催しています。県内の３支部がそれぞれの会場で「紙ぶる

るをつくろう」を共通テーマに「筋違の役割」「家具の固定法」や「逃げる

ための家具配置」等の説明もしながら、耐震の重要性を考えてもらおうとい

う活動です。３支部それぞれのお話しをお聞きしながら参加者の皆様と住環

境や住教育について意見交換を行いたいと思います。 
 
 

G 分科会 
高齢社会と福祉住宅 
 
 

内藤 惠子（愛知建築士会） 
大前 高志（和歌山県建築士会） 

高齢化率が年を追うごとに増加するなかで、認知症高齢者が占める割合も

同様に増えています。平成１８年に介護保険制度の大幅な改定が予定されて

います。特に要支援や要介護の軽度者には、厳しい状況となり、今後のサー

ビス利用範囲や費用負担について、不安要因がたくさんあります。認知症へ

の理解は、本人や家族の精神的な助けとなり、介護負担軽減にもなります。

当事者の状況を理解したうえで、住まいの環境整備をし、福祉サービスやイ

ンフォーマルサービスを利用することで、病気の進行を遅らせたり、本人の

自立支援にもつながると考えます。 
本分科会では、高齢＆認知症のための住宅改修事例について報告していただ

きます。また、参加者の皆様との意見交換や情報交換をとおして、建築士と

して、医療、福祉分野と連携する大切さを学ぶ時間としたいと思います。 



資料２ 

４ 
 

H 分科会 
二地域居住の提案 

北村 洋子（長野県建築士会） 「週末は信州暮らし」を合言葉に、個性豊かな気候風土の中から、自分の

感性に合った住まいを探したい人の為に「住まい・しごと・子育て」につい

て、気軽に問い合わせや情報収集ができる協議会が長野県で発足されまし

た。既に多様な住まい方が確立されておりますが、地域の特色をふまえた地

元建築士の提案力が発揮され、建築士会の活動としては新しい試みであると

思います。銀座で行われた移住希望者を対象にしたセミナーの様子を中心

に、若い建築士の仕事ぶりも見て頂きます。これらの活動について忌憚のな

い意見交換をしたいと考えています。 

 



７月22日（金）

　・全国女性委員長（部会長）会議　　　　　　 　　  　10:30～12：30　　①奈良女子大学　   佐保会館2階ホール

　・平成28年度全国女性建築士連絡協議会（奈良）13：00～17：25　　 　②奈良女子大学　 　講堂

　・交流会　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　  18：30～20：00 　③ホテル日航奈良　 飛天・桔梗の間

7月23日（土）

　・分科会　 　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　9:00～11:20 　④奈良春日野国際フォーラム甍　会議室1～8

　・全体会　       　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　 11：45～12:20 　⑤奈良春日野国際フォーラム甍　能楽ホール

【最寄駅】

奈良女子大学　 　

・ 近鉄奈良駅より　徒歩6分（400ｍ）

・ ＪＲ奈良駅より　徒歩16分（1.3ｋｍ）

・ JR奈良駅より　「市内循環（外回り）」ﾊﾞｽ　　「近鉄奈良駅」下車　徒歩6分

・ 近鉄奈良駅より　徒歩20分（1.6ｋｍ）

・ 近鉄奈良駅より　奈良交通ﾊﾞｽ 1番のりば「春日大社本殿」行き  「奈良春日野国際ﾌｫｰﾗﾑ甍前]下車　

・ JR奈良駅より　奈良交通ﾊﾞｽ 東口2番のりば「春日大社本殿」行き  「奈良春日野国際ﾌｫｰﾗﾑ甍前]下車　

・ 両駅より　「市内循環（外回り）」ﾊﾞｽ　「東大寺大仏殿・春日大社前」下車、大仏殿交差点東へ徒歩3分

平成28年度　第26回全国女性建築士連絡協議会（奈良）　会場案内図平成28年度　第26回全国女性建築士連絡協議会（奈良）　会場案内図平成28年度　第26回全国女性建築士連絡協議会（奈良）　会場案内図平成28年度　第26回全国女性建築士連絡協議会（奈良）　会場案内図

奈良春日野国際フォーラム甍
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①全国女性委員長（部会長）会議 佐保会館

②全国女性建築士連絡協議会（奈良） 講堂

④分科会 会議室

⑤全体会 能楽ﾎｰﾙ

③交流会
奈良春日野国際ﾌｫｰﾗﾑ甍

奈良女子大学

ﾎﾃﾙ

日航奈良
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 佐保会館　2階ﾎｰﾙ

講堂

注意事項　・当日は、正門よりご入場ください。

・駐車場が狭いので、公共交通機関をお使いください。お車でお越しの際は、

　周辺の有料駐車場にお止めください。

・講堂では飲食提供禁止です。水筒、ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ等をご持参ください。

　

建物紹介

＊佐保会館　昭和3（1928）年竣工

　 奈良県吉野出身の建築家、岩崎平太郎氏の設計で、

　　「和室と洋室を備え、内部は巧みな平面計画と、

　　落ち着いた意匠でまとめられており、外観を和風

　　とする昭和初期の木造近代建築として重要である。」

　　と評価され、国の登録有形文化財に登録された。

＊記念館（旧本館）　明治42（1909）年竣工

　　文部省 山本治兵衛氏の設計で、「明治時代に建設

　　された官立の高等師範学校の施設であり、日本に
　　おける学校建築の歴史を知る上で重要である。」
　　と評価され、国の重要文化材に指定された。

会場案内図（奈良女子大学）会場案内図（奈良女子大学）会場案内図（奈良女子大学）会場案内図（奈良女子大学）

　　全国女性委員長（部会長）会議

　　平成28年度全国女性建築士連絡協議会(奈良)

運動場
ﾃﾆｽｺｰﾄ

正門

東門

講堂講堂講堂講堂佐保会館佐保会館佐保会館佐保会館

記念館

や
す
ら
ぎ
の
道

佐保川

大学会館奈良女子大学奈良女子大学奈良女子大学奈良女子大学

至
近
鉄
奈
良
駅

図書館

総合研究棟

総合研究棟

体育館

総合研究棟

総合研究棟
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本館1階 会議室　１

会議室　2

本館2階 会議室　3     

会議室　4

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　別館2階 会議室　5　                                                                                                                                       

　 会議室　6

 会議室　7

別館1階 会議室　8

本館1階 能楽ホール

　 ご持参ください。

  

    

   

  

 

  

 

  

＊施設内は、飲食提供禁止です。水筒、ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ等を

　　　会場案内図 (奈良春日野国際ﾌｫｰﾗﾑ甍）　　　会場案内図 (奈良春日野国際ﾌｫｰﾗﾑ甍）　　　会場案内図 (奈良春日野国際ﾌｫｰﾗﾑ甍）　　　会場案内図 (奈良春日野国際ﾌｫｰﾗﾑ甍）

分科会会場分科会会場分科会会場分科会会場

全体会会場全体会会場全体会会場全体会会場

　　　注意事項　　　注意事項　　　注意事項　　　注意事項

本館本館本館本館

1階

2階

別館別館別館別館

1階

2階

別館2階

本館1階

ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ

受付ｶｳﾝﾀｰ

能楽ﾎｰﾙ会議室1

会議室2

会議室3

会議室4

女子便所

男子便所

便所EVEV

女子便所
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資料４ 

平成 28 年度 第 26 回全国女性建築士連絡協議会（奈良） 
 

～～ 交流会のお知らせ～～ 
 

日時  平成 28 年 7 月 22 日（金）   18：30～20：00 
場所  ホテル日航奈良   飛天・桔梗の間 
会費  お一人  ¥6,000 （立食式 飲み物付き） 

  

  
 
イタリアの巨匠アルド・ロッシのデザインによるホテル日航奈良は、ＪＲ奈

良駅の西側に直結しています。また近鉄奈良駅からは市内循環バスで約 5 分、

徒歩約 12 分のところです。この建物の南西側には、奈良市政 100 年を記念して

同じ頃に建てられた、磯崎新氏設計の「奈良 100 年会館」があります。 
全国から集まった皆様との交流と歓談をお楽しみください。 

 
参加ご希望の方は、全建女参加申込書の交流会欄に○をお付けください。 

参加費は、後日、振込の案内を致します。 
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全国女性建築士連絡協議会(奈良)エキスカーション「大人の修学旅行」のご案内 

 

H28 年 7 月 23 日（土）13：00～17：00 頃（コースにより 17:30）  昼食含め 約 4 時間 
              各コース ２０名限定（最小催行人数 １０人） 
       

 ご 注 意 と お 願 い  

 
奈良には、団体で入れる大きなレストランが少ないため、皆様に美味しい昼食を、と女性会員一同が検

討を重ねた結果、少ない催行人数で多数のコースを設定することといたしました。真夏の 4 時間程です

ので限られた見学となりますが、奈良の一部を楽しんでいただいて、改めてお越しいただけたらと思い

ます。 

 
＊それぞれの出発は 奈良春日野国際フォーラム甍 正面玄関からです 
＊参加ご希望の方は、全建女参加申込書の「大人の修学旅行」欄にコース番号を記載してください。 
＊参加費は、コースが決まり次第、振込の案内を致します。 
 
＊参加コースは第 3 希望まで申し込めます。 
＊参加コースは、2～3 頁をご覧の上お選びください。介助が必要な方、幼児同伴の方は、コース

によっては参加が難しいものもありますので、申込書備考欄に記載された内容を判断して、後日

ご相談させていただく場合があります。 
＊各コースの募集人数は２０名と少ないため、希望コースが偏った場合、ご希望外のコースをこちらで

振り分けさせていただくこともあります。ご了承ください。 
 
＊7･8･9 コース解散駅のアクセス 
・JR 王寺駅……JR 大阪天王寺駅まで約１５分 JR 奈良駅まで約１５分 
・JR 天理駅……JR 奈良駅まで約１５分 
・近鉄天理駅……近鉄京都駅まで約６０分 

大和西大寺駅経由で大阪難波駅まで約５５分 
 
＊徒歩コースにご参加の方は、必ず歩きやすい服装・靴をお願いします。また帽子等の暑さ日差し

対策もよろしくお願いします。 
＊徒歩コースに限らず神社・寺院は砂利道・階段のあるところが多いので、歩きやすい服装・靴で

お願いします。 
＊徒歩コースの方にお願いです。会場の春日野国際フォーラム甍近辺には、クロークがありません。お

荷物は事前にホテルか駅のコインロッカーなどをご利用ください。 
 
＊２、３、４、６、８、９、10 コースは、靴を脱いで寺院、和室などの拝観を行います。素足での

拝観はできればご遠慮いただき、靴下の御用意をお願いします。 
 
＊道路混雑により帰着駅への到着が遅れる場合があります。ご了承ください。 
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          凡例 →→バス･タクシー    ＝＝徒歩 

担当者より：奈良のパワースポットで元気をもらおう！！ 
  
２コース 

奈良公園散策（徒歩にて 約３ｷﾛ）（昼食 茶亭ゆうすい 茶飯セット） 

参加費 ５,０００円 （昼食・拝観料含む） 

甍 ＝＝ 昼食場所 ＝＝ 春日大社参拝（正面にて参拝・奥には入りません） ＝＝ささやきの小径

＝＝ 志賀直哉旧居（暗夜行路の完成地） ＝＝ 奈良市写真美術館（奈良生まれの写真家入江泰吉氏の

記念館）（黒川紀章設計） ＝＝ 頭塔（奈良のﾋﾟﾗﾐｯﾄﾞ）→→ 路線バスで近鉄奈良駅・JR 奈良駅 
担当者より：ささやきの小径・・？ちょっとしたハイキングコースかも？ 頭塔って何何？？これは、一見の価値あり！！ 
 

担当者より：元興寺極楽坊のハクリョク半端じゃないね！！ 
 

担当者より：日本画の原点ここにあり。佐伯邸もぜひ見てね。 
 
５コース 

古代を偲んで（バス＋徒歩にて ２㌔）（昼食 奈良かんぽの宿 夏の膳） 

参加費 ７,０００円 （昼食・拝観料含む） 

甍 →→ 昼食場所 ＝＝ 平城旧跡 朱雀門 ＝＝ 第一次大極殿 ＝＝ 奈良文化財研究所

資料館 →→ 若草山ドライヴウエー（山上で奈良盆地展望）→→ 近鉄奈良駅 →→ JR 奈良駅 

担当者より：奈良市内にこれだけの広大な敷地、風に誘われて古代に思いを馳せる・・・。 

１コース 
旧平城山街道散策（バスにて）（昼食 天平倶楽部 いも粥膳） 

参加費 ８,０００円 （昼食・拝観料含む） 

甍 →→ 昼食場所 →→ 奈良少年刑務所（山下敬次郎氏の設計）（車窓） →→ 奈良豆比古(なら

づひこ)神社（能発祥の神社・奈良のﾊﾟﾜｰｽﾎﾟｯﾄ 樹齢 1200 年天然記念物の楠） →→ 般若寺（国宝楼門） 

→→ 若草山ドライヴウエー（山上で奈良盆地展望） →→ 近鉄奈良駅 →→ JR 奈良駅  

３コース 
奈良町散策（ﾀｸｼｰ＋徒歩にて 約３ｷﾛ）（昼食 サンルートホテル おばなランチ） 

 参加費 ７,０００円 （昼食・拝観料含む） 

甍 →→ 昼食場所 ＝＝ 元興寺極楽坊（国宝）＝＝ 今西家書院（重文）＝＝ 十輪院（国宝

本堂）＝＝ 奈良基督教会（重文）＝＝ 近鉄奈良駅 

４コース 
美術館への旅（バスにて）（昼食 パークホテル 萬佳なごみ膳） 

 参加費 ９,０００円 （昼食・拝観料含む） 

甍 →→ 昼食場所 →→ 大和文華館（近鉄所有の美術館）（吉田五十八設計）→→ 松柏美術

館（上村松園・松篁・淳之画伯の美術館）・旧佐伯邸（村野藤吾設計）→→ 近鉄学園前駅 →→ JR
奈良駅 →→ 近鉄奈良駅（17:30 帰着予定） 
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６コース 

庭園めぐり（徒歩にて 約 2.5 ｷﾛ）（昼食 夢風ひろば ゐざさ 風御膳） 

参加費 ５,０００円 （昼食・拝観料含む） 

甍 ＝＝ 昼食場所 ＝＝ 奈良公園散策（東大寺参道・南大門） ＝＝ 入江泰吉旧居（大和路

の写真家の旧居） ＝＝ 依水園（池泉回遊式庭園） ＝＝ 吉城園（依水園の隣） ＝＝ 興福寺

国宝館（阿修羅像など） ＝＝ 近鉄奈良駅  
担当者より：奈良の写真家と言えば入江泰吉。そして阿修羅様に会いたい方はこちらへ・・。 
 
７コース 

宗教都市とランドスケープ（バスにて）（昼食 三輪茶屋 倭） 

参加費 ９,０００円 （昼食・拝観料含む） 

甍 →→ 昼食場所 ＝＝ 大神神社（三輪山が御神体） ＝＝ 狭井神社（薬の神様） →→  

天理参考館（天理大学付属天理ミュージアム） →→ 石上神宮（日本最古の神宮） →→    

JR・近鉄天理駅 
担当者より：三輪そうめんに舌鼓を打ち、山そのものが御神体の大神神社へＧＯ！ 

 
８コース 

文明開化と戦国時代を偲んで（バスにて）（昼食 パークホテルなごみ膳） 

参加費 ９,０００円 （昼食・拝観料含む）  

甍 →→ 昼食場所 →→ 生駒宝山寺獅子閣（明治の洋館建て迎賓館 重文） →→ 生駒山上

スカイライン（大阪平野、奈良盆地を展望） →→ 信貴山（松永弾正久秀の信貴山城があったとこ

ろ）朝護孫子寺（寅が守り神） →→ JR・近鉄王寺駅 

担当者より：文明開化の風に吹かれてみる？張子のトラにびっくり！かの有名な信貴山縁起もこちら。 
 
９コース 

斑鳩の里めぐり（バスにて）（昼食 布穀薗まほろばランチ） 

参加費 ９,０００円 （昼食・拝観料含む） 

甍 →→ 昼食場所 →→法起寺・法輪寺（車窓） →→  中宮寺（弥勒菩薩が国宝 吉田五十

八設計） →→ 法隆寺（国宝 西院伽藍・大宝蔵院） →→ JR・近鉄王寺駅 
担当者より：奈良といえば法隆寺。中宮寺の菩薩様にも会いたい方はこちら。 

 
10 コース 

片桐石州と天平の甍（バスにて）（昼食 たまゆら 茶麺セット） 

参加費 ９,０００円 （昼食・拝観料含む） 

甍 →→ 昼食場所 →→ 慈光院（武家茶の祖 片桐石州の茶室 重文 お抹茶付き）→→  

唐招提寺（国宝 鑑真和上のお寺） →→ 近鉄大和西大寺駅 →→ JR 奈良駅（17:30 帰着予定） 

担当者より：憧れの片桐石州・・・。慈光院でお抹茶もいいね！ホッ・・。 



支部名

ＣＰＤ番号

氏名

年齢

送付先住所

〒
住所

勤務先名称・部署

連絡先ＴＥＬ

連絡先ＦＡＸ

メールアドレス

分科会第1希望

分科会第2希望

交流会参加（○か×）

修学旅行第1希望

修学旅行第2希望

修学旅行第3希望

備考

＊分科会の定員の関係で、ご希望の分科会に添えない可能性がありますので、必ず第二希望までお書き下さい。

＊「大人の修学旅行」は定員の関係で、ご希望に添えない場合があります。第３希望までコース番号をお書きください。

＊介助の必要な方・就学前児童同伴で託児希望の方は、備考欄にその旨ご記入下さい。

＊保険加入のため、年令を必ずお書き下さい。

■参加申込書送付先　(公社）兵庫県建築士会事務局　担当：桂
メール：m-katsura@hyogo-aba.or.jp　　ＦＡＸ：078-327-0887

＊携帯電話をお持ちの方は、必ず番号をお書き下さい。

　（個人情報保護について） 参加申込書に記載していただきました事項は、(公社）兵庫県建築士会，
（公社）日本建築士会連合会で責任をもって管理し、全国女性建築士連絡協議会および関連事業の目
的のみに使わせていただくものです

平成28年度　第26回全国女性建築士連絡協議会(奈良)　参加申込書
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