一般社団法人 日本民俗建築学会
平成 30 年度シンポジウム・秋の見学会ご案内
この度の豪雨災害では、愛媛県におきましては、多くの家屋が水に浸かり土砂に埋まるなどの大きな被害が
出ました。現在、ライフラインの復旧などが急いで行われていますが、公共施設の復旧や農林水産業の復興に
ついては、まだまだ時間を要するものと考えております。このような中で、皆様をお迎えすることになり残念
ですが、ぜひ、愛媛を元気づけるために足を運んでいただけることを、実行委員一同、願っています。
今回は、学校建築がテーマです。学制が発布された明治始めは、誰もが新時代を生き抜くために、教育に希
望を託し学校が建築された時代です。これは、現在、自然災害や少子高齢化など様々な課題を抱えている地域
社会に対して、学校や住民がどう関わっていくべきかのヒントになるのではないかと考えます。
シンポジウムでは、4 名の研究者とパネリストをお招きし、地域を支えてきた学校が保存活用されている歴
史的背景を住民意識の視点から考え、学校建築の意義と未来への活用・保存について討論したいと考えていま
す。見学会では、愛媛県にある四国で現存最古の小学校である開明学校(明治 15 年築)、や旧宇和町小学校（現
在、宇和米博物館）など歴史的建造物として価値の高い学校建築や内子、豊島家住宅の見学を行います。
【１ シンポジウム】
１．日時：平成 30(2018)年 10 月 27 日（土）
、13：00～16：00
２．会場：愛媛大学城北キャンパス 南加記念ホール
愛媛県松山市文京町 3 番
３．シンポジウムテーマと内容：地域を支える学校建築の意義と活用
◆基調講演
「学校建築の保存と再生 -使い続けることの意味-」
まがた

曲田清維（愛媛大学名誉教授／愛媛大学社会連携推進機構客員教授）
◆報告
（１）
「開明学校と地域のかかわり」
堀内八重（宇和先哲記念館・開明学校館長）
ひづち

（２）
「日土小学校と私」
さな だ

い

眞田井良子（眞田井良子 建築・まち育て研究所 主宰／NPO 法人八幡浜元気プロジェクト副代表理事）
（３）
「尾道の建物再生の経験と課題 -空き家の活用と 2 つの小学校-」
渡邉義孝（ＮＰＯ尾道空き家再生プロジェクト理事／一級建築士）
◆パネルディスカッション
パネリスト：曲田清維／堀内八重／眞田井良子／渡邉義孝
コーディネーター：竹下浩子（愛媛大学）
４．27 日（土）のスケジュール：
12:30～受付
12:40～13:00 民家展（スライドショー）
13:00～16:00 シンポジウム
16:30 宿泊・懇親会参加者（愛媛大学正門前）送迎バス出発
18:30 宿泊・懇親会会場「ＪＲホテルクレメント宇和島」到着
19:00～21:00 懇親会
５．交通アクセス
ＪＲ：JR 松山駅から伊予鉄道市内電車環状線（1 号線）
「赤十字病院前」下車 北へ徒歩 2 分
航空機：松山空港から道後温泉駅前行きリムジンバス JR 松山駅下車（上と同じ）
高速バス：JR 松山駅下車 伊予鉄道市内電車環状線（1 号線）「赤十字病院前」下車 北へ徒歩 2 分
おおかいどう

または、大街道下車 伊予鉄道市内電車環状線（2 号線）
「赤十字病院前」下車
６．10 月 26 日（金）シンポジウムの前泊について
10 月 28 日（日）に【瀬戸内しまなみ海道・国際サイクリング大会】が開催されます。
（尾道・今治方面が
主会場）今治には宿泊施設が少ないため松山での宿泊予約がとれない可能性があります。学会では下記のホ
テルのシングル室（すべて禁煙室）を確保していますので、ご利用の方は実行委員会にお申込み下さい。
10/26（金）宿泊：松山東急ＲＥＩホテル 愛媛県松山市一番町 3-3-1 電話 089-941-0109 大街道下車

【2 民家展】
スライドショー 12 時 40 分～13 時
「伊予の民家と町並み（歴史的建造物・文化的景観）
」 シンポジウム実行委員会
【3 10 月 27 日（土）の宿泊・懇親会】
宿泊・懇親会（19:00～21:00）、
「ＪＲホテルクレメント宇和島」
宿泊は全て洋室（シングルまたはツイン）
、愛媛県宇和島市錦町 10 番 1 号 電話:0895-23-6111
【4 見学会】
日時：平成 30(2018)年 10 月 28 日（日） 定員 50 名（申込み先着順、会員優先）
テーマ：伊予の学び舎と民家・町並みを巡る -歴史の継承と使い続ける建築スケジュール：
8：20 集合場所 JR 宇和島駅前（ホテルクレメント宇和島 前） 出発
8：50 ①旧宇和小学校校舎（現・宇和米博物館）見学
9：30 ②卯之町 重伝建地区見学
・開明学校（明治の学校授業体験 15 分）
、申義堂、民具館
・旧末光家住宅
12：15 ③内子の重伝建地区の町並み 見学
・12：30～ 昼食（下芳我邸）
・旭館、上芳我家住宅 他
15：10 ④豊島家住宅（重文）見学
16：30 頃 ＪＲ松山駅 到着 → ※松山観光港へは、ここからリムジンバスを利用。
17：10 頃 松山空港 到着
<帰路>
JR 松山駅から
（東京方面）特急しおかぜ JR 松山駅 17:37 発→JR 岡山駅 20:12 着・20:36 発→JR 東京駅 23:45 着
松山空港から
羽田空港行 19:10 発（JAL）
、19:25 発（ANA） 成田空港行 18:55 発（Jetstar）
中部空港行 20:35 発（ANA）
、伊丹空港行 19:15 発（JAL）
、19:30 発（ANA）
、福岡空港行 20:10 発（JAL）
【5 費用】
①シンポジウム・見学会運営費 3,500 円（学生無料、1 日のみの参加も必要）
②10 月 27 日宿泊（朝食付）・懇親会代金 16,500 円、懇親会のみ 7,500 円、宿泊朝食付のみ 9,000 円
③見学会費 8,500 円、非会員 10,500 円
④前泊 10 月 26 日宿泊費・朝食付 10,800 円、素泊まり 9,800 円
【6 参加申込み控え、費用振込先】
申込み：同封のハガキに必要項目を記入のうえ、9 月 20 日必着で郵送してください。追って参加費
の振込先をご連絡いたします。
控え： ①シンポジウム 参加する／しない
②10 月 27 日 バス（松山→宇和島）乗車する／しない
③10 月 27 日の「JR ホテルクレメント宇和島」の宿泊 希望する／しない
④10 月 27 日の懇親会 参加する／しない
⑤10 月 28 日の見学会 参加する／しない
⑥10 月 28 日の昼食について 蕎麦アレルギーの有無（アレルギーあり／アレルギーなし）
⑦10 月 26 日シンポジウムの前泊：松山東急ＲＥＩホテル（宿泊する／宿泊しない）
前泊の場合 ・朝食付き 10,800 円 ・素泊り 9,800 円
【7 実行委員】
問合せ先：シンポジウム見学会実行委員会
愛媛大学教育学部 竹下浩子 TEL 089-927-9504 Ｅ-mail：takeshita.hiroko.we@ehime-u.ac.jp
実行委員：竹下浩子（委員長）
、河村明植、大西直子
事務局担当：岸本章、山崎祐子

