
奈良の木の魅力や 

木の建築などの講義に加え、 

奈良でしか体験できない 

山林や歴史的木造建築を 

巡る視察も！ 

日程 内容 講義会場    食事 

8/2 （火） 
 

12:30                   開場 
13:00～13:25  オリエンテーション 
13:30～18:20  講義 ○酒井温子（奈良県奈良の木ブランド課） 「古（いにしえ）の人々と奈良の木」 

               ○古谷誠章氏 「吉野材の魅力を活かすデザイン ―道具・家具・建築」 

               ○三澤文子氏 「山と町をつなぐ木造住宅デザイン～木の住まいとくらし」 

奈良県経済倶楽部 
経済会館５階 
大会議室 

朝：－ 
昼：－ 
夕：－ 

8/3 （水）  10:00～17:00 視察  橿原市今井町 （歴史的な街なみ）  
                                         吉野銘木製造販売株式会社 （製材所と木材製品の展示場） 《下市町》 
              樽丸工場 （酒樽の材料”樽丸”の製造現場） 《川上村》 
              樹齢200年以上の大径木の山林 《川上村》 
18:30～     交流会 

― 朝：○ 
昼：－  
夕：〇  

8/4 （木）   8:50～17:20  視察 金峯山寺 蔵王堂 （歴史的木造建築） 《吉野町》 
                                株式会社徳田銘木 （天然木・自然木製品の工場、山林） 《黒滝村》 
             株式会社 櫻井 （集成材工場）・トリスミ集成材株式会社 （集成材工場） 《五條市》 
              （仮称）五條総合体育館 （公共建築物の建築現場） 《五條市》 
               ○ 現地講義 杉本洋文氏 「（仮称）五條総合体育館～県産杉中断面集成材大スパンの利用～」 

― 朝：○ 
昼：－  
夕：－ 

8/5 （金）    9:00～12:10 講義 ○若杉浩一氏 「つなぐ、デザイン」  ○ 安井昇氏 「木造建築の防耐火設計」 

13:00～16:30 視察 社会福祉法人ぷろぼの （CLT建築） 《奈良市》 
                                        ○現地講義 浅田耕一氏 「市街地に創る木造施設 ～ＣＬＴを用いた1時間耐火木造建築～」 

                                        唐招提寺 （歴史的木造建築） 《奈良市》 
17:30～18:00   修了式 

奈良県経済倶楽部 
経済会館５階 
大会議室 

朝：○ 
昼：－ 
夕：－  

 ※内容については変更となる場合があります。  

奈良の木大学  
参加者募集！ 

 期間：平成２８年８月２日（火）～８月５日（金） 《３泊４日》 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1994年にNASCAを設立。2007

年「茅野市民館」で日本建築
学会賞作品賞、2011年日本

芸術院賞等、受賞多数。「山
鹿市立鹿北小学校」をはじめ、
木造木質建築を多数研究・設
計。2012年よりC.W.ニコル氏

と共に森林を子供達の育成
環境と捉え学びの場を提案。
2010年より奈良県と連携して

吉野材の魅力を活かしたプロ
ダクト、建築等様々な提案を
している。 

豪華講師陣による講義を通して奈良の木の魅力に触れる!! 

東京理科大学、積水ハ

ウスを経て1999年桜設

計集団設立。2004年早

稲田大学にて博士号取

得。木造建築の設計、木

造防耐火技術・研究開

発、普及啓蒙に日々つと

める。 

古谷 誠章 氏 
 
建築家・早稲田大学教授 

安井 昇 氏 
 
桜設計集団一級建築士 
事務所 代表 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1984年株式会社内田洋行入社。

デザイン、製品企画、知的生産
性研究所テクニカルデザインセ
ンターを経て内田洋行のデザイ
ン会社 パワープレイス株式会社

にてリレーションデザインセン
ター設立。企業の枠やジャンル
の枠にこだわらない活動を行う。
日本全国スギダラケクラブを南
雲勝志氏と設立。ドイツIF賞、
DESIGNPLUS特別賞受賞。全国
都市再生まちづくり会議2007に
て2007年度まちづくり大賞をスギ
ダラケ倶楽部にて受賞。 

若杉 浩一 氏 
 
パワープレイス株式会社 
シニアディレクタ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2004年より東海大学教授、
これまで平城遷都1300年祭

会場プロデューサー等を務
め、国土交通省の木材利用
促進法に関係する委員会委
員、国土交通大学校・林野
庁研修所で講師などを歴任。
全国で多数の木造建築を設
計、木材利用に関する講演、
著書、受賞（グッドデザイン
賞、木材活用コンクール）な
ど多数。 

杉本 洋文 氏 
 
建築家・東海大学教授 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

東京理科大学理工学部建
築学科卒業。デベロッパー
建築設計部、設計事務所を
経て1997年浅田設計室を

創設。店舗・住宅から施設
まで手掛ける。木の良さを
見直し、木を活用できない
か、木造で建築できないか 
を心掛け、「意匠」と「構造」
のバランスを重視し、素直
に気持ちいいと思える建築
に取り組む。  
 

浅田 耕一 氏 
 
浅田設計室 代表 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MSD主宰、岐阜県立森林

文化アカデミー客員教授。
地域木材を使用する木
造住宅の設計と木造建
築病理学を踏まえた改修
設計を実践する。2007年

日本建築学会賞教育賞
受賞、2013年日本建築士

会連合会賞優秀賞（北沢
建築工場） 三澤 文子 氏 

 
建築家・MSD主宰 



平成２８年８月２日（火）～８月５日（金）《３泊４日》 

【お申し込み方法】 
受付専用サイトにてお申込みお願いいたします。 

 https://v3.apollon.nta.co.jp/naranoki2016/ 
 
メールまたはFAXでの受付も可能です。日本旅行 
奈良支店宛に下記内容を記載の上、お申込みください。 

 （１） 標題 「奈良の木大学 参加申込み」 

 （２） 必要事項 【①～⑦ 全て必須項目です。】 
   ①氏名     ②住所  ③電話番号 
   ④メールアドレス ⑤生年月日  ⑥性別 
   ⑦大学名、大学院名、学部名、学科名、研究室名 
 
※先着順ですので、申込定員に達した場合、 
  申込締切日前であっても受付を終了します。 
※お申込み受付後、ご案内・請求書を送付いたします。 

奈良の木大学 参加申込みについて 
申込み期間  平成２８年６月１日（水）～７月８日（金） 

 

日本旅行 奈良支店  担当：神林 

  Eメール：kanbayashi_yuta@nta.co.jp 
  FAX：０７４２－２７－３２７４ 
  TEL：０７４２－２６－７２２５ 
〒630-8236 奈良市下三条町10－1末廣ビル４階 

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う支店・営業所での取引に関する責任者です。この旅行の契約に際し、ご不明な点がありましたら、ご遠慮なく上記の取扱管理者にご質問ください。 

当パンフレットは旅行業法第12条の４に定める取引条件の説明書類及び同法第
12条の５に定める契約書面の一部となります。当旅行は㈱日本旅行奈良支店
(以下当社という)が企画・実施する旅行であり当旅行に参加されるお客様は当
社と募集型企画旅行契約を締結する事になります。 
●お申込方法と契約の成立:①当社所定の申込書に必要事項をご記入の上お一
人様につき10,800円の申込金を添えてお申込み下さい。お申込金は旅行代金・
取消料・違約料の一部又は全部に組入れます。②契約は当社が旅行締結を承
認し申込金を受理した時に成立します。③団体・グループ(家族)の代表者を契
約責任者として契約の締結及び解除に関する取引を行います。④旅行代金は
旅行出発日前日から起算して15日目に当たる日よりも前にお支払い頂きます。 
●旅行中止の場合:ご参加のお客様が当パンフレットに明示した最少催行人員
に満たない場合、当社は旅行催行を中止する場合があります。この場合、旅行
開始日前日から起算して13日目に当たる日より前にご連絡し、お預かりしている
旅行代金全額をお返し致します。 
●旅行代金に含まれるもの含まれないもの:パンフレットに記載された日程に明
示した交通費、宿泊費、食事代、入場料、消費税、添乗員同行費用が含まれま
す。旅行日程に記載のない交通費等の諸費用及び個人的性質諸費用は含まれ
ません。 

●取消料:お客様は次の取消料をお支払い頂く事により旅行契約を解除すること
ができます。なお取消日とは当社の営業日・営業時間内に解除する旨をお申出
頂いた日とします。旅行開始日前日からさかのぼって 
①21日目前まで－－－－－－－－－－－－－－無料 
②20日目前から８日前まで－－－－－－－－－旅行代金の20％ 
③７日目前から２日前まで－－－－－－－－－旅行代金の30％ 
④旅行開始日前日－－－－－－－－－－－－－旅行代金の40％ 
⑤旅行開始日当日－－－－－－－－－－－－－旅行代金の50％ 
⑥無連絡不参加・⑦旅行開始後－－－－－－－旅行代金の全額 
●免責事項:お客様が以下の事由により損害を受けられた場合は当社は賠償の
責任を負いません。①天災地変・気象条件・暴動又はこれらのために生ずる旅
行日程変更若しくは旅行中止。②運送・宿泊機関の事故若しくは火災又はこれら
のために生ずる旅行日程の変更若しくは旅行の中止。③官公署の命令、又は伝
染病による隔離自由行動中の事故、食中毒、盗難、運送機関の遅延・不通又は
これらによって生ずる旅行日程の変更若しくは目的地変更・滞在時間の短縮。 
●特別補償:お客様が主催旅行参加中に生命・身体又は手荷物に被られた一定
の損害について当社の故意・過失の有無に関らず特別補償規定に定めるところ
により補償金又は見舞金をお支払いします。 

●旅程補償:当社は当パンフレットに記載した契約内容のうち当社旅行業約款
(募集型企画旅行契約の部第29条別表二欄)に掲げる重要な変更が生じた場合
は同条に定めるところにより変更補償金をお支払いします。 
●個人旅行の取扱い:①当社は旅行申込みの際にご提供頂いた個人情報につ
いてお客様との連絡や運送、宿泊機関等の手配及びそれらのサービスの受領
のために必要な範囲内で利用させて頂きます。②当社、当社グループ会社及び
販売店では、⑴取扱う商品、サービス等のご案内、⑵ご意見、ご感想の提供・ア
ンケートのお願い、⑶統計資料の作成、にお客様の個人情報を利用させて頂く
事があります。③この他当社の個人情報の取扱いに関する方針等については
ホームページ(http:www.nta.co.jp)でご確認下さい。 
●当パンフレットに記載されている旅行日程の旅行代金は2015年4月17日現在
を基準としています。 
●旅行保険:当社は安心してご旅行して頂く為お客様ご自身で旅行保険に加入
されることをお勧めしています。 

ご旅行条件（要約）必ずお読みください。 ✽詳しい旅行条件を説明した書面をお渡ししますので事前にご確認の上、お申込みください。 

旅行企画・実施 観光庁長官登録旅行業第2号 

奈良支店 

西日本16-087 【お問合せ・お申込み】 

担当：神林（ｶﾝﾊﾞﾔｼ） 
電話： 0742-26-7225  
FAX ： 0742-27-3274  

〒630-8236 奈良県奈良市下三条町10－1 末廣ビル４階 
総合旅行業務取扱管理者／水津 敏彦 

【営業日・営業時間】 
月～金／10：00～18：00 
土・日・祝／定休日 

 
奈良県農林部奈良の木ブランド課  
 木材利用促進係 
  Eメール：naranoki@office.pref.nara.lg.jp 
  FAX：０７４２－２７－１０７０  
  TEL：０７４２－２７－７４７０ 
  〒630-8501 奈良市登大路町３０番地 

 講義会場（アクセス） 

【８月２日・５日】 奈良県経済倶楽部 経済会館５階 大会議室  

近鉄奈良駅③出口徒歩すぐ 

参加お申込み先 お問い合わせ先 

【対       象】 建築を学ぶ大学生、大学院生  【募集人員】 ３０名（事前申込制・先着順） 最少催行人員１０名 
【宿     舎】 ８月２日・４日：奈良市内 サンホテル奈良（シングル利用）    ８月３日：川上村内 ホテル杉の湯 
【旅行代金】 １０，８００円 ※昼食・夕食の費用、自宅～講義会場間の往復の交通費は別途必要です。 

【添  乗  員】 全行程同行    【申込締切日】 平成２８年７月８日（金） 
【申込方法】 受付専用サイトからお申し込み下さい。  
【ご  入  金】  ７月１２日（火）までにお振込下さい。 
【講義会場】 ８月２日・５日 奈良県経済倶楽部 経済会館５階 大会議室 （奈良市東向中町６番地） 
           ※ ８月３日・４日の終日と５日の午後は現地視察。 


