
特定非営利活動法人　伝統木構造の会

第 13 回年次総会・倉吉セミナーのご案内第 13 回年次総会・倉吉セミナーのご案内

特定非営利活動法人　伝統木構造の会

第 13 回年次総会・倉吉セミナー実行委員会

昨年の熊本・大分両県また鳥取県中部地域で発生した地震により被災された皆様に心より

お見舞い申し上げますとともに被災地の一日も早い復旧、復興をお祈り申し上げます。

ここ倉吉において、伝統木構造の会　第 13 回年次大会・倉吉セミナーを開催できる

ということは、大変意義のあることだと感じております。また地震被害を受けた地域で

年次総会・セミナーが 2年連続で開催されますことは、わが会が果たさなければならない

活動を示唆しているものと考えます。

つきましては、下記の日程で開催いたしますので、本来の伝統木構造の良さと保存を世間に

力強くアピールする場となるよう、是非とも多くの方々に参加していただけたらと思います。

日時　　平成 29 年平成 29 年

場所　　◇　総会・セミナー　　　鳥取短期大学　『シグナスホール』

　　　　◇　懇親会・宿泊　　　　ハワイ温泉　　東郷湖観光ホテル『千年亭』

倉吉市打吹玉川伝統的建造物群保存地区

　　　　　　　　　　　　　　　　撮影：倉恒俊一

尾﨑家住宅（国指定　重要文化財）　　　　撮影：倉恒俊一

三仏寺奥院［投入堂］（国指定　国宝）　　撮影：古谷美穂子

◇　オプショナルツアー

①　倉吉市　打吹玉川伝統的建造物群保存地区

②　三朝町　三徳山　三仏寺奥院（投入堂）

③　湯梨浜町　尾﨑家住宅・安楽寺

8月 26 日（土）　　　13：30 ～8 月 26 日（土）　　　13：30 ～

8 月 27 日（日）8月 27 日（日）　　　  　　　  9：00 ～9：00 ～

◇　第13回年次総会・倉吉セミナー実行委員会

委員長　　倉恒　俊一　携帯　090-7132-8840

副委員長　森本　博美　携帯　090-2800-7076

副委員長　池田　勝美　携帯　090-8994-8470

委　　員　湊口　民弥　携帯　090-7373-6257

委　　員　田中　洋之

委　　員　荒井　芳民

事務局　　小林　優貴秀 携帯　080-5237-4557



◆日程表◆日程表

8月 26 日（土）8月 26 日（土）

◇総会

◇セミナー

◇懇親会・宿泊

13：00 ～

13：30 ～ 14：15

14：15 ～ 14：30

14：30 ～ 15：00

15：00 ～ 16：00

16：00 ～ 16：10

16：10 ～ 18：20

18：30 ～ 19：15

19：15 ～ 21：15

会員受付

総会

一般受付

特別講演 講師 公立鳥取環境大学 教授 中治　弘行氏

　　『鳥取県中部地震の報告』

基調講演 講師 金沢工業大学 教授 後藤　正美氏

　　『伝統構法木造建築物の保存（耐震診断と耐震補強）』

休憩

パネルデイスカッション

コーディネーター：向坊 恭介氏　鳥取大学　助教

パネリスト　　　：

　　　鈴木 祥之氏　　立命館大学　教授

　　　後藤 正美氏　　金沢工業大学　教授　

　　　中治 弘行氏　　公立鳥取環境大学　教授　

　　　長谷川 智郁氏　倉吉市教育委員会文化財課　課長　

　　　森田 浩也氏　　鳥取県林業試験場　主任研究員　

　　　池田 勝美氏　　㈲池田住研　社長（棟梁）

ホテルへ移動（送迎バス）、チェックイン

懇親会

ハワイ温泉　東郷湖観光ホテル『千年亭』

東郷湖畔に位置し、露天風呂もあり。温泉はかけ流しです。

※宿泊について

　　・部屋は 5～ 6名の和室相部屋となります。

　　・ご夫婦・家族連れの方は事前に連絡ください。１部屋を貸し切ることができます。

　　・他施設に宿泊される場合は、各自にて手配をお願いします。

　　・近くには温泉旅館・ホテルが数件あります。

8 月 27 日（日）8月 27 日（日）

◇オプショナルツアー　9：00 ～ 12：00　バスにより各ツアー別に送ります。　　　　　

　　①　倉吉市　　打吹玉川伝統的建造物群保存地区　担当　倉恒・田中・荒井

　　②　三朝町　　三徳山　三仏寺（国宝　投入堂）※天候により変更

　　　　　　　　　担当　小林・湊口　　　（靴底にブロックのある履物を準備ください）

　　③　湯梨浜町　尾﨑家住宅（国指定重要文化財）・安楽寺（登録有形文化財）

　　　　　　　　　担当　森本・池田

◇　総会・セミナー　鳥取短期大学　　　『シグナスホール』

　　　　　　　　　　〒682-8555　　鳥取県倉吉市福庭 854　TEL：0858-26-1811

◇　懇親会・宿泊　　東郷湖観光ホテル　『千年亭』

　　　　　　　　　　〒682-0715　　鳥取県東伯郡湯梨浜町はわい温泉 4-62　TEL：0858-35-3731

施設住所施設住所



◆交通アクセス◆交通アクセス

【高速バス】【高速バス】
　　京浜急行バス　TEL：03-3743-0022 

　　キャメル号：　品川（PM9：00）→浜松町（PM9：20）→倉吉駅（AM7：45）→鳥取短期大学　

【自動車】【自動車】
　　駐車場は無料です

【飛行機】　【飛行機】　
①　飛行機 +空港連絡バス

【ＪＲ】【ＪＲ】
①　新幹線乗換　姫路　（スーパーはくと）→倉吉駅 ②　新幹線乗換　岡山　（スーパーいなば）

　　→鳥取（スーパーまつかぜ）→倉吉駅

東京駅 発 　６：５０ 　８：５０

　のぞみ7号 　のぞみ103 号

着 　９：５９ １１：５４

発 １０：２２ １２：２０

　スーパーはくと3号 　スーパーはくと5号

倉吉駅 着 １２：３０ １４：２０

姫路駅

東京駅 発 　６：００

　のぞみ1号

着 　９：０９

発 　９：１４

　スーパーいなば3号

着 １１：０４

発 １１：４０

　スーパーまつかぜ5号

倉吉駅 着 １２：０８

岡山駅

鳥取駅

※倉吉駅→鳥取短期大学

送迎バス又はタクシー（約 2km）

②　飛行機 +レンタカー

羽田空港 発 ６：５５ ９：４０

　　２９３便 　　２９５便

鳥取空港 着 ８：１０ １０：５５

発 ８：１５ １１：０５

　空港連絡バス 　空港連絡バス

倉吉駅 着 ９：００ １１：５０

ＡＮＡ

※倉吉駅→鳥取短期大学

送迎バス又はタクシー（約 2km）

羽田空港 発 ６：５５ ９：３５

　　３８１便 　　３８３便

米子空港 着 ８：１０ １０：５５

レンタカー手続含め米子空港→倉吉　約2時間30分

ＡＮＡ

羽田空港 発 ７：２０ ８：００ １０：１５

　ＡＮＡ６５１便 　ＪＡＬ２３１便 　ＡＮＡ６５３便

岡山空港 着 ８：３５ ９：１５ １１：３０

レンタカー手続含め岡山空港→倉吉　約3時間30分

鳥取短期大学 HP より



◆第 13 回年次大会・倉吉セミナー参加申込書◆第 13 回年次大会・倉吉セミナー参加申込書

◇申込締切　　　：平成 29 年 7 月 23 日（日）

◇申込方法　　　：参加申込書を郵送または、FAX、E-mail にてお申込みください

　　　　　　　　　申込先は実行委員会まで。伝木事務局ではありませんので、ご注意ください。

≪問合せ・参加申込≫　　　

〒682-0021　　鳥取県倉吉市上井 335-30　　TEL　0858-26-8072　  FAX　0858-26-8073

　　　　　　　小林　優貴秀　　　　　　　携帯　080-5237-4557  E-ｍail  yuk ih i de@ap ione t . o r . jp

≪振込先≫　（同封の振替用紙にてお振込みください。振込手数料は、ご負担ください）

◇郵便振替口座　口座名：（トクヒ）伝統木構造の会　　口座番号：00170-7-722838 

◇参加費振込締切　　　：平成 29 年 8 月 18 日（金）

申込方法申込方法

参加費計算表参加費計算表

会　員 同伴者 一　般 学　生

総　会

倉吉セミナー（資料代） ２，０００円 １，５００円 １，５００円 １，０００円

参加費（一名）人数 参加費（一名）人数 参加費（一名）人数 参加費（一名）人数

無料 無料 無料 無料

※人数欄に記入してください

懇親会のみ

懇親会+宿泊（朝食付き）

宿泊のみ（夕・朝食付き）

１０，０００円 １０，０００円 １０，０００円 １０，０００円

１８，０００円

１２，５００円

１８，０００円

１２，５００円

１８，０００円

１２，５００円

１８，０００円

１２，５００円
オ
プ
シ
ョ
ナ
ル
ツ
ア
ー

①倉吉市伝建地区

②三仏寺奥院（投入堂）
※悪天候の場合は
５００円当日返金します

③尾﨑家住宅・安楽寺

２，０００円

２，０００円

２，５００円

２，０００円

２，０００円

２，５００円

２，０００円

２，０００円

２，５００円

２，０００円

２，０００円

２，５００円

小　計

参加費総合計

円 円 円 円

円振込予定日 月　　　日

申込票申込票

氏名

会社名（職業）

住所

連絡先

同伴者

〒

T E L・携帯 E - m a i l

氏名 （□所員、従業員　　□家族　　□その他）性別（男・女）

性別（男・女）（□会員　　□会員外）どちらかに☑

氏名 （□所員、従業員　　□家族　　□その他）性別（男・女）

備考欄

上記のとおり申込みます。　記入日　平成　　　年　　月　　日


