
４月 「京町家総論」 末川 協さん

５月 「大工」 谷口 昇さん

６月 「左官」 佐藤ひろゆきさん

７月 「坪庭」 北岡慎也さん

８月 「錺金物」 森本安之助さん

１月 「瓦」 光本大助さん

１０月 「銘木」 吉村栄二さん

９月 「洗い」 今江清造さん

１２月 「京表具」 井上利彦さん

１１月 「畳」 磯垣 昇さん

２月 「町家の暮らし」田中峰子さん

３月 「建具」 本城 均さん

《 ２０１４年度 年間 「テーマ」 と 講師 》

主催： 運営委員会
後援： 公益財団法人京都市景観・まちづくりセンター

一般社団法人関西インテリアプランナー協会

町家をトーク

●●●●おおおお申込申込申込申込・・・・問合問合問合問合せせせせ先先先先 「「「「町家町家町家町家をトークをトークをトークをトーク」」」」事務局事務局事務局事務局
〒〒〒〒600600600600----8875887588758875 京都市京都市京都市京都市下京区西七条石井町下京区西七条石井町下京区西七条石井町下京区西七条石井町52525252

電話電話電話電話 ：：：： 090090090090----6550655065506550----2468246824682468 ／／／／ FAXFAXFAXFAX ：：：： 075075075075----315315315315----2394239423942394
担当担当担当担当：：：：（（（（町家町家町家町家をトークをトークをトークをトーク 代表代表代表代表））））岡田岡田岡田岡田 優優優優
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ひと・まち交流館ひと・まち交流館ひと・まち交流館ひと・まち交流館 京都京都京都京都

TEL 075-354-8711
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●●●●開催開催開催開催日時日時日時日時 毎月毎月毎月毎月＜＜＜＜第第第第２２２２火曜日火曜日火曜日火曜日＞＞＞＞
１９１９１９１９：：：：００００００００～～～～２１２１２１２１：：：：００００００００

●●●●開催開催開催開催場所場所場所場所 河原町通河原町通河原町通河原町通五条下五条下五条下五条下るるるる東側東側東側東側 「「「「ひとひとひとひと・・・・まちまちまちまち交流館交流館交流館交流館 京都京都京都京都」」」」ＢＢＢＢ１１１１
京都市景観京都市景観京都市景観京都市景観・・・・まちづくりセンターまちづくりセンターまちづくりセンターまちづくりセンター ワークショップワークショップワークショップワークショップ・・・・ルームルームルームルーム

●●●●会費会費会費会費 ・・・・ 通年通年通年通年会費会費会費会費：：：：１２１２１２１２，，，，００００００００００００円円円円／／／／１２１２１２１２回回回回
（（（（過去通年参加者過去通年参加者過去通年参加者過去通年参加者はははは９９９９，，，，６００６００６００６００円円円円））））

・・・・ 単回会費単回会費単回会費単回会費：：：：１１１１，，，，５００５００５００５００円円円円／／／／１１１１回回回回
((((過去通年参加者過去通年参加者過去通年参加者過去通年参加者、、、、又又又又はははは学生学生学生学生さんはさんはさんはさんは１１１１，，，，００００００００００００円円円円））））

２０００２０００２０００２０００年年年年にににに現在現在現在現在のののの四条京町家四条京町家四条京町家四条京町家でででで始始始始まったまったまったまった「「「「 」」」」がががが、、、、今年今年今年今年１５１５１５１５周年周年周年周年をををを迎迎迎迎ええええ
はははは４４４４月月月月８８８８日日日日のののの「「「「京町家総論京町家総論京町家総論京町家総論」」」」からからからから開講開講開講開講しますしますしますします。。。。

毎月“ 第２火曜日 ”を開講日とし、年間１２回に亘って、京町家に関る職人さん等が各職種
ごとに交替で、京町家の魅力や積み重ねた技、知見をお話し頂く、市民の楽しい勉強会です。
映像なども駆使し、時には道具や材料のサンプルなどもお持ち頂き、体験的に勉強します。
一流の職人さんの仕事に触れ、観聴きできる絶好の機会です。皆様、奮ってご参加ください！

又、１５周年にちなみ、後援を頂いている公益財団法人京都市景観・まちづくりセンターと
共催で、京町家再生セミナー「春秋 町家見学会」を、春と秋に計画しています。
そのほかにも３ヶ月に１度程度、街へ出て見学や体験をするオプショナル行事も計画中です。
詳しくは下記事務局へお問い合わせください。

町家町家町家町家ををををトークトークトークトーク2014201420142014

町家町家町家町家でででで町家町家町家町家をトークをトークをトークをトーク

詳細は次頁（裏面）にあります



回 ／ 月・日 テテテテ ーーーー ママママ 講講講講 師師師師 内 容

《《《《京町家京町家京町家京町家総論総論総論総論》》》》
京町家棟梁塾京町家棟梁塾京町家棟梁塾京町家棟梁塾 塾頭塾頭塾頭塾頭 末川末川末川末川 協さん協さん協さん協さん

《《《《洗洗洗洗いいいい》》》》
（有（有（有（有）イマエ）イマエ）イマエ）イマエ 会長会長会長会長 今江清造さん今江清造さん今江清造さん今江清造さん

《《《《 瓦瓦瓦瓦 》》》》
光本瓦店（有）光本瓦店（有）光本瓦店（有）光本瓦店（有） 代表代表代表代表 光本大助さん光本大助さん光本大助さん光本大助さん

《《《《左官左官左官左官》》》》
佐藤佐藤佐藤佐藤左官工業所左官工業所左官工業所左官工業所 代表代表代表代表 佐藤ひろゆきさん佐藤ひろゆきさん佐藤ひろゆきさん佐藤ひろゆきさん

《《《《京表具京表具京表具京表具》》》》
井上光薫堂井上光薫堂井上光薫堂井上光薫堂 代表代表代表代表 井上利彦さん井上利彦さん井上利彦さん井上利彦さん

＊講師の方の本業都合その他事情等により、講師、講演内容などの一部を入れ替えさせて頂く事がありますので予め御了承下さい。

・京町家とは、その魅力～現状

・京町家の構造・構成

・工事の工程とポイント

・左官仕事の種類 昔今

・土壁の魅力

・土壁の補修 現代の施工

・町家の庭の特色

・坪庭の材料と再生

・埋もれた宝物を探そう

・和瓦・京瓦の魅力

・和瓦葺きの工程、点検補修

・性能について

・京町家の格子の種類と姿

・建具・障子の組み方（工程と仕口)

・今後の展望

・京表具とは

・サンプルで知る

・例えば軸装の手配と手順

・洗いとは

・洗いの材料と道具

・洗いのBefore-After

２０１４年

２０１５年

《《《《銘木銘木銘木銘木》》》》
（有）松文商店（有）松文商店（有）松文商店（有）松文商店 代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役 吉村英二さん吉村英二さん吉村英二さん吉村英二さん

・京町家と銘木 ～構造材としての木材と銘木～

・室内の室礼 真・行・草

・適材適所

※皆様の個人情報は会の運営以外には利用いたしません

申込票申込票申込票申込票

町家をトーク事務局宛 FAXFAXFAXFAX ０７５０７５０７５０７５----３１５３１５３１５３１５----２３９４２３９４２３９４２３９４

町家をトーク２０１４

町家町家町家町家をトークをトークをトークをトーク２０１４２０１４２０１４２０１４ 通年参加を申込みます通年参加を申込みます通年参加を申込みます通年参加を申込みます

共、いずれかにチェックを入れてください。

過去通年参加者（通年会費9,600円）初めての通年参加（通年会費12,000円） /

お名前お名前お名前お名前 勤務先（学生は専攻）など勤務先（学生は専攻）など勤務先（学生は専攻）など勤務先（学生は専攻）など

TELTELTELTEL：：：： ／／／／ FAXFAXFAXFAX：：：：

ご住所ご住所ご住所ご住所 〒〒〒〒 EEEE----mailmailmailmail::::

20140219町家をトーク運営委員会

４月 ８日（火）

５月１３日（火）

６月１０日（火）

７月８日（火）

８月１２日（火）

９月９日（火）

１０月１４日（火）

１１月１１日（火）

１２月９日（火）

１月１３日（火）

２月１０日（火）

３月１０日（火）

第１回／

第２回／

第３回／

第４回／

第５回／

第６回／

第７回／

第８回／

第９回／

第１０回／

第１１回／

第１２回／

2014年度年度年度年度 年間年間年間年間オリエンテーションオリエンテーションオリエンテーションオリエンテーション 開講挨拶 及び 年間計画説明

《《《《坪庭坪庭坪庭坪庭》》》》
（株）環境事業計画研究所（株）環境事業計画研究所（株）環境事業計画研究所（株）環境事業計画研究所 北岡慎也さん北岡慎也さん北岡慎也さん北岡慎也さん

《《《《錺金物錺金物錺金物錺金物》》》》
（株）森本錺金具製作所（株）森本錺金具製作所（株）森本錺金具製作所（株）森本錺金具製作所 代表代表代表代表 森本安之助さん森本安之助さん森本安之助さん森本安之助さん

《《《《 畳畳畳畳 》》》》
磯垣タタミ磯垣タタミ磯垣タタミ磯垣タタミ 代表代表代表代表 磯垣昇さん磯垣昇さん磯垣昇さん磯垣昇さん

《《《《 年年年年 間間間間 ププププ ロロロロ ググググ ララララ ムムムム 》》》》町家町家町家町家 ーーーー 4444

一般（参加費1,500円） / 学生（参加費1,000円） / 過去通年参加者（参加費1,000円）

第第第第 回回回回 月月月月例会「例会「例会「例会「 」に参加します」に参加します」に参加します」に参加します （参加費は当日会場受付でお支払い下さい）

《《《《建具建具建具建具》》》》
本城建具店本城建具店本城建具店本城建具店 代表代表代表代表 本城本城本城本城 均さん均さん均さん均さん

《《《《大工大工大工大工》》》》
（有）日昇工業（有）日昇工業（有）日昇工業（有）日昇工業 代表代表代表代表 谷口昇さん谷口昇さん谷口昇さん谷口昇さん

《《《《町家町家町家町家のののの暮暮暮暮らしらしらしらし》》》》
冨田屋冨田屋冨田屋冨田屋 当主当主当主当主 田中峰子さん田中峰子さん田中峰子さん田中峰子さん

・畳の基本 構成、敷き方

・バリエーション、トピックス

・今後の展望

・季節の行事と京町家の暮らし

・京町家を快適に住まう

・京町家のお手入れ

・京町家の和金物と錺金物と…

・錺金物あれこれ（種類・バリエーション）

・錺金物の神髄

・大工工事あれこれ、工程

・最近の工事例

・道具の数々 触れてみよう


