
奈良の木大学開講
豪華講師陣による講義や現地見学を通して 参加者

募集
参加者
募集奈良の木の魅力に触れる!!

期間
平成30年

8月7日 10日～

《3泊4日》

火 金

【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ども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。

古谷 誠章 氏
建築家・早稲田大学教授

【講義タイトル】

地域でつくる木の建築

【プロフィール】Ms 建築設計事務所主宰、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・Ms建築設計事務所主宰

【講義タイトル】

住宅部材で体育館をつくる

【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・

林野庁で講師などを歴任。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。「キヅカイノケンチク」を出版し

ている。

杉本 洋文 氏
建築家・東海大学特任教授

【講義タイトル】

火事に負けない木造建築をつくる　

【プロフィール】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。

安井　昇 氏
桜設計集団一級建築士
事務所　代表

【講義タイトル】

つなぐデザイン

【プロフィール】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

日程 内　　容 講義会場 食事

8月7日
（火）

12：30

13：05〜13：15

13：40〜15：10

15：20〜16：50

開場

オリエンテーション

講義①　酒井 温子（奈良県農林部森林技術センター木材利用課　課長）

　　　　「奈良の木と暮らそう 〜「健康」と「快適」に関する8つの実験とアンケート調査〜」

講義②　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」

奈良県文化会館

集会室 A・B（奈良市）

朝：−

昼：−

夕：○

8月8日
（水）

 9：30〜16：30

19：00〜

視察　　信貴山 朝護孫子寺《平群町》（歴史的な木造建築の見学）

　　　　原木・製品市場《桜井市》

　　　　製材所《桜井市》

　　　　吉野杉の家《吉野町》（奈良の木を使用した建築）

交流会（県内林業・木材産業関係者と、受講生の交流会）

− 朝：○

昼：−

夕：○

8月9日
（木）

 9：50〜12：40

13：00〜13：50

14：40〜16：40

視察　　樹齢200年以上の森

視察　　モデルハウス《五條市》

講義③　杉本 洋文 氏　「住宅部材で体育館をつくる」

視察　　五條総合体育館《五條市》

視察　　橿原市今井町《橿原市》（歴史的な街なみを見学）

五條総合体育館 朝：○

昼：−

夕：−

8月10日
（金）

 9：00〜10：50

12：30〜14：00

14：10〜15：40

15：50〜17：20

17：30〜18：30

視察　　薬師寺《奈良市》（歴史的な木造建築の見学）

講義④　三澤 文子 氏「地域でつくる木の建築」

講義⑤　安井 　昇 氏「火事に負けない木造建築をつくる」

講義⑥　若杉 浩一 氏「つなぐデザイン」

修了式

奈良県文化会館

集会室 A・B（奈良市）

朝：○

昼：−

夕：−

※内容については変更となる場合があります。



●この旅行は名鉄観光サービス㈱（以下「当社」といいます）が旅行企画・実施するものであり、

旅行に参加されるお客様は、当社と募集型企画旅行契約（以下「旅行契約」といいます）を締

結することになります。旅行契約の内容・条件はパンフレット、別途お渡しする旅行条件書、

出発前にお渡しする確定書面（最終旅行日程表）及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部

によります。

●旅行のお申し込みは、所定の申込事項をご記入の上、代金を添えてお申し込み下さい。

●旅行契約は申込金をいただいた時に成立したものとします。

●取消料お申し込み後のお客様のご都合によりお取り消しになる場合、旅行代金に対しての下記

の料率で取消料をいただきます。

●旅行代金に含まれるもの

　パンフレットに記載された日程の交通費・宿泊費・食事費、消費税等諸税が含まれています。但し、

コースにより一部食事が含まれてない場合もあります。またコースに含まれてない交通費等の

諸費及び個人的諸費用は含みません。

●最少催行人員（上記表記）に満たないときは旅行の実施を取り止めることがあります。この場

合出発日の 14日前（日帰り旅行については４日前）までにご連絡し、お客様から当社がお預

かりしている旅行代金全額をお返し致します。

●特別補償お客様が旅行中に生命、身体又は手荷物に被った一定の損害について補償金及び見舞

金をお支払い致します。

●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での取引に関する責任者です。こ

の旅行契約に関し、外務員からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく掲載の取扱管理者に

お尋ね下さい。

●記載の旅行条件は平成30年6月18日を基準としています。また、旅行代金は平成30年6月

18日現在の有効な運賃 ･料金・規則を基準として算定しております。

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、お申込み下さい。

 TEL：0742-35-4560　FAX：0742-35-5059
〒630-8115 奈良市大宮町6-1-1  新大宮駅前ビル5F   ●営業時間  月〜金/10：00〜17：00（土・日・祝・年末年始休業）　担当：吉田・山本

■旅行企画・実施
■受託旅行社／
　お申込・お問合せ

総合旅行業務取扱管理者　吉川　豊史

お取消し、ご変更の連絡が休業時間外の場合は翌営業日の扱いとなりますので予めご了承ください。

名鉄観光サービス株式会社　奈良支店
観光庁長官登録旅行業55号　　　旅行業務公正取引協議会会員　　　一般社団法人日本旅行業者協会正会員　　　ボンド保証会員

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を扱う営業所での取引に関する責任者です。この旅行規約に関して担当者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく総合旅行業務取扱管理者におたずね下さい。

参加お申し込み先 講義に関するお問い合わせ先

名鉄観光サービス株式会社　奈良支店
〒 630-8115 奈良市大宮町 6-1-1  新大宮駅前ビル 5F

 　TEL：0742-35-4560　 FAX：0742-35-5059

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

平成30年 8 月 7 日（火）〜 8月10日（金）《3泊4日》

奈良の木大学　参加申込について
申込み期間　平成30年6月18日（月）〜 7月13日（金）

奈良の木大学・旅行代金　10,800円
【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

【宿泊】7日／信貴山 朝護孫子寺  玉蔵院  宿坊《平群町》　8日／芳雲館《吉野町》　9日／スーパーホテルLohasJR奈良駅《奈良市》

【旅行代金】10,800 円　　【添乗員】全行程同行　　【申込み締切】平成 30 年 7 月 13 日（金）

【申込方法】E メールにて受付　【使用バス会社】奈良交通又は愛和交通又は生駒交通

【ご入金】7 月 20 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、行程表に記載した食事、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・行程表に記さない食事

【お申し込み方法】
参加者受付はメールにて行ってます。名鉄観光奈良支店宛に下記の内容を記載の上、お申し込み下さい。

（1）標題「奈良の木大学　参加申込み」

（2）必要事項【①〜⑦　全て必修項目です。】

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、募集定員に達した場合、申込み締切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日目に当たる日までに交付いたします。（ただし旅行開始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。

お申し込み E メール：nara@mwt.co.jp　名鉄観光　奈良支店　「奈良の木大学」受付係 宛

取 消 日
旅行開始後及び

無連絡不参加
旅行開始日の当日 旅行開始日の前日

旅行開始日の

2〜 7日前

取消料率 旅行代金の100％ 旅行代金の50％ 旅行代金の40％ 旅行代金の30％

取 消 日
旅行開始日の8〜 20日前

（日帰り旅行は8〜 10日前）

旅行開始日の21日前

（日帰り旅行は11日前）

取消料率 旅行代金の20％ 無料

承認No関営本18–210


