
奈良の木大学開講

期間：平成２９年８月７日（月）～８月１０日（木） 《３泊４日》

豪華講師陣による講義や現地見学を通して奈良の木の魅力に触れる!!

日程 行程表（内容） ※内容については変更となる場合があります。 講義会場 食事

8月7日
（月）

集合・会場 酒井温子氏 正面玄関見学

奈良県経済倶楽部（ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ・講義①「木が腐るということ」）・・・奈良県庁・・・各自ホテル
12:30 13:00～14:05 14:10～15:40 15:50～16:30 16:40

宿舎：サンホテル奈良 （シングル利用・１泊朝食付）

奈良県経
済倶楽部

朝：－
昼：－
夕：－

8月8日
（火）

集合・会場 吉水快聞氏 見学 見学

奈良県経済倶楽部・講義②===原木・製品市場（桜井市）===壷阪寺===
8:40 9:00～10:30 11:30～12:00 13:00～14:00

見学 見学 見学

===吉野林業の山（吉野町）===製材所（吉野町）===樹齢200年以上の森（川上村）===ホテル
14:30～15:50 16:00～16:40 17:10～17:25 17:40

宿舎：ホテル杉の湯 （定員利用・１泊２食付）

奈良県経
済倶楽部

朝：○
昼：－
夕：〇

8月9日
（水）

集合・会場 安藤直人氏 永井壯茂氏 見学 見学 見学

川上村内会議室・講義③・講義④===吉野杉の家（吉野町）===三奇楼===集成材工場（五條市）===
8:40 9:00～10:30 10:40～12:10 13:00～13:40 13:50～14:30 15:00～15:50

見学 杉本洋文氏

===五條総合体育館・講義⑤===ホテル
16:15～17:00 18:30 宿舎：サンホテル奈良（シングル利用・１泊朝食付）

川上村内
会議室

朝：○
昼：－
夕：－

8月10日
（木）

集合・会場 藤井恵介氏 古谷誠章氏 見学 見学 見学 修了式・解散

奈良県経済倶楽部・講義⑥・講義⑦===薬師寺===正倉院===東大寺==奈良県経済倶楽部
8:40 9:00～10:30 10:40～12:10 13:10～14:20 15:00～15:50 16:00～17:30 18:00～19:00

奈良県経
済倶楽部

朝：○
昼：－
夕：－

この計画書は、作成日平成29年6月19日現在のスケジュールです。運輸機関ダイヤ改正、各地の道路状況により、多少行程・時間が変更になる場合があります。 記入例 ： バス === 徒歩･･････
お客様の安全確保の為にバス走行中は常にシートベルトを着用願います。添乗員同行の場合は労働基準法の定めからも勤務中一定の休憩時間を適宜取得させることが必要ですので、お客様各位のご理解とご高配をお願い申し上げます。

安藤 直人 氏

東京大学名誉教授

農学博士

【講義タイトル】

木を知り、木を使い、
木を活かし、森と生きる

プロフィール

東京生まれ。東京大学農学部林産学科卒、同
大学院修士課程修了、東京大学大学院農学生
命科学研究科木質材料学講座助手、助教授、
教授、同大学院木質構造学講座特任教授を経
て、現在、木材・合板博物館館長、日本木材輸
出振興協会長等

永井 壯茂 氏

林野庁 治山担当課長補佐

【講義タイトル】

地域をつなぐ木の文化
の復権に向けた取組

プロフィール
平成12年農林水産省林野庁入庁。森林・林業

関連行政に携わる。東日本大震災直後に、神
奈川県小田原市の多様性に着目した木の文
化の復権・継承に携わった経験を生かし、森
と木を活かした地域ならではの取組を模索中。

藤井 恵介 氏

東京大学大学院教授

【講義タイトル】

木造建築の歴史

プロフィール
2009年より東京大学大学院教授。卒業論文

以来、日本の寺院建築、木造建築の調査、研
究を進めてきた。法隆寺研究から村おこし、
文化財保護、維持、再活用、史跡整備、さら
に大工養成まで、手がけている。1990年日本
建築学会奨励賞、2010年日本建築学会賞。

杉本 洋文 氏

建築家・東海大学教授

【講義タイトル】

五條総合体育館
～県産杉中断面集成材
大スパンの利用～

プロフィール
2004年より東海大学教授、 国土交通省の木材利用

促進法に関係する各種委員、国土交通省・林野庁で
講師などを歴任。全国で多数の木造建築を手がけ、
木材利用に関する講演、著書、受賞多数。 奈良県で
は、2010年平城遷都1300年祭会場プロデューサー
を務め、2016年には五條総合体育館「シダーアリー
ナ」を設計する。「木づかいの建築」を推進している。

吉水 快聞 氏

彫刻家 大正大学客員教授
龍谷大学非常勤講師
正楽寺住職

【講義タイトル】

仏像に用いられた
木とその信仰

プロフィール
2010年東京藝術大学大学院美術研究科文化財保

存学専攻保存修復彫刻において快慶の阿弥陀如来
立像を中心に研究を行い、博士号（文化財）を取得。
長きに渡り大切に守られてきた仏像の調査・修復・模
刻研究を通じて、偉大な先人より「技法」「造形表現」
を学び、日本人の心に刻まれた美意識を自らの造形
表現に生かして制作を行っている。

古谷 誠章 氏

建築家・早稲田大学教授

【講義タイトル】

吉野材の魅力を
活かすデザイン
―道具・家具・建築

プロフィール
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。



平成２９年８月７日（月）～８月１０日（木）《３泊４日》

奈良の木大学 参加申込みについて
申込み期間 平成２９年６月１９日（月）～７月１４日（金）

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2017年6月19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17-102 【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

【対象】建築を学ぶ大学生、大学院生 【募集人員】４０名（事前申込制・先着順） 最少催行人員１０名
【宿舎】７・９日:サンホテル奈良（洋室・ｼﾝｸﾞﾙ利用） ８日:ホテル杉の湯（男女別・混合和室）
【旅行代金】１０，８００円 【添乗員】 全行程同行 【申込締切日】平成２９年７月１４日（金）
【申込方法】Ｅメールにて受付 【使用バス会社】奈良観光バス又は奈良交通又は生駒交通又は寝屋川バス
【ご入金】７月１４日(金）までにお振込下さい。
【講義会場】奈良県内全域（奈良市外への移動は貸切バスにて移動いたします）
含まれるもの 奈良市外視察交通費、宿泊代、行程表に記載の食事、入場料
含まれないもの 自宅～講義会場までの往復の交通費・行程表に記載のない食事

奈良県農林部奈良の木ブランド課木材利用促進係
〒630-8501 奈良市登大路町３０番地

TEL：0742-27-7470 FAX：0742-27-1070

講義に関するお問い合わせ先

日本旅行 奈良支店 担当：神林

〒630-8236奈良市下三条町10－1 末廣ビル４階

TEL ：0742-26-7225 FAX ：0742-27-3274

参加お申込み先

奈良の木大学・旅行代金 １０，８００円

【お申し込み方法】
参加受付はメールにて受付しております。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（ふりがな）
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。
※確定書面（最終日程表）の交付

確定した旅行日程、主要な運送機関の名称が記載された確定書面（最終日程表）は旅行開始の前日から起算してさかのぼって１１日目に
当たる前までに交付いたします。ただし旅行開始日の前日から起算しさかのぼって７日目に当たる日以降に募集型企画旅行契約の申込
みがなされた場合には旅行開始日当日までに交付いたします。また交付期日前であってもお問い合わせ頂ければ当社は手配状況につい
てご説明いたします。

お申込み先Eメール： kanbayashi_yuta@nta.co.jp  日本旅行 神林宛

樹齢２００年以上の森や歴史的木造建築の視察も！


