
「函館市市民協働モデル事業」「函館市市民協働モデル事業」

伝統的建築技術を継承していくために歴史的建造物の維持・保全に必要な知識・技術を集中的に学ぶ 4日間の研修会伝統的建築技術を継承していくために歴史的建造物の維持・保全に必要な知識・技術を集中的に学ぶ 4日間の研修会

Hakodate Traditional building technology workshop
研修会研修会

函館函館
伝統的建築技術伝統的建築技術

参加者募集参加者募集

令和３年度

◎技術実習（大工・板金技術者）◎技術実習（大工・板金技術者）

TEL 0138-55-1488 / FAX 0138-55-8107　E-mail info@h-machi.com
お申込み・お問合せ　NPO 法人 はこだて街なかプロジェクト

http://www.h-machi.com

お申し込み方法お申し込み方法

参加ご希望の方は、Eメールまたは FAX でお申込み下さい

　

[ 主催 ] NPO 法人
はこだて街なかプロジェクト
TEL 0138-55-1488 / FAX 0138-55-8107
E-mail info@h-machi.com

http://www.h-machi.com

【お申込み・お問合せ】【お申込み・お問合せ】

本文に①氏名（フリガナ）、②性別、③生年月日、④申込区分（
大工・板金・左官・建具を記載）、⑤住所、⑥電話番号、⑦勤務先名
を記載し、FAX または Eメールでお申し込みください。Eメールの場
合は、件名を「函館伝統的建築技術研修会」としてください。
◆FAX：0138-55-8107　◆Eメール：info@h-machi.com　

・参加者には、参加日の数日
前までに事前案内を送付いた
します。　　　　　　　　　

・４日間全ての参加が難しい
場合は問合せ先にご連絡くだ
さい。　　　　　　　　　　

留 意 事 項

09月 11日    10月 02日09月 11日    10月 02日土 土2021年2021年
開催日

10月 23日     10月24日10月 23日     10月24日土 日

新型コロナウィルス
感染予防対策にご協力ください
新型コロナウィルス
感染予防対策にご協力ください

◎当日会場にて、検温結果の
ご報告をお願いいたします。

◎受付時の体調報告にご協力
をお願いいたします。

◎研修中はマスク着用が必須
となります。

◎申込みをされてから開催ま
での間に咳や発熱などの体調
不良があった場合は、問合せ
先にご連絡のうえ、参加を見
合わせていただきますようお
願いいたします。　　　　　

◎歴史的建造物の見学◎歴史的建造物の見学
板金技術実習：
箱型あんこうをつくる　

大工技術実習：
古い柱を根継ぐ（金輪継）

遺愛学院本館や函館市西部地区の歴史的
建造物を見学　　　　　　　　　　　　

【左官・建具技術者】
各々の技術に関する実務経験が５年以上で、今後当該業務を１０年以上続ける予
定があり、伝統的建築技術を学ぶ意欲のあるもの。
【大工・板金技術者】
昨年度の研修会に参加した技術者のほか、板金技術者においては実務経験が５年
以上の板金技術者で今後当該業務を１０年以上続ける予定があり、伝統的建築技
術を学ぶ意欲のあるもの。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

対 象 者

場 所 函館市職業訓練センター　住所：函館市東川町 1-2　TEL:0138-23-2769　　　　　

参 加 費 無料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

定 員 技術者２０名（各職種技術者５名程度）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

特 別 講 演

本研修会の参加者以外の方で、９月１１日（土）１３時３０分～の講演「伝統の
左官技術（中嶋正雄氏 /文化庁長官表彰授与者」を聴講したい方は、街プロ事務
局（TEL:0138-55-1488）までご連絡ください。ただし、コロナの状況によって募
集を中止する場合がございます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

応募締切
2021 年 9 月 03 日

石岡 保代
いしおか やすよ

井高 泰栄
いたか やすひで

(有)イシオカ工務店 取締役
函館地区建築技能士会 会長

(有)井高屋根工事
建設マスター

(優秀施工者国土交通大臣顕彰者)
職業訓練指導員
高所作業車免許

ガス溶接

小西 義人
こにし よしひと

(株)小西工務店 社長
一級建築技能士

一級建築士
ものづくりマイスター

渡邉 正博
わたなべ まさひろ

 渡辺板金工業 代表
職業訓練指導員
一級板金技能士

木村 弘志
きむら ひろし

(株)木村工業所 取締役社長
函館地方左官業協働組合 理事長
北海道左官業組合連合会 副会長
日本左官業組合連合会 理事
一級左官技能士

遠藤 直樹
えんどう なおき

(有)丸豊遠藤工業 代表取締役社長
一級左官技能士
職業訓練指導員

木下 和幸
きのした かずゆき

(有)木下建具工芸 会長
全国伝統建具技術保存会 会員
全国建具組合連合会 会員
北見市技能功労者表彰
北海道職業能力開発協会表彰
組子細工職人認定
森の名手名人

白崎 司
しらさき つかさ

(株)白崎建具製作所 代表取締役
札幌建具工業協同組合 常務理事
全国伝統建具技術保存会 会員

一級建築施工管理技士

大工講師大工講師

板金講師板金講師

左官講師左官講師

建具講師建具講師



左官 建具 大工 板金

13:10～13:25 開講式・ガイダンス

13:30～14:45 歴史的建物の修復技術

15:00～16:30
歴史的建造物の見学（左官・建具）/
技術実習（大工・板金）

古い柱を根継ぐ１
講師：石岡保代、小西義人
場所：第１実習室（１階）

※実習後は後片付けを行います

銅板を折る、
箱型あんこうをつくる１
講師：渡邉正博、井高泰栄
場所：第２実習室（１階）

※実習後は後片付けを行います

16:45～16:55 ガイダンス

13:05～13:15 ガイダンス

13:20～14:10
町並み保全と修理技術（左官・建具）/
技術実習（大工・板金）

14:30～16:00
重要文化財見学（左官・建具）/
技術実習（大工・板金）

16:00～16:20
文化財の技術（左官・建具）/
技術実習（大工・板金）

16:45～16:55 ガイダンス

13:05～13:15
ガイダンス（左官・建具）/
実習現地移動（大工・板金）

13:30～15:00
先輩職人の話（左官・建具）/
実地実習（大工・板金）

左官の歴史
講師：木村弘志

場所：会議室（１階）

伝統的建具技術
講師：白崎司

場所：第１教室（２階）

15:15～16:30
町並み保全と修理技術（左官・建具）/
実地実習（大工・板金）

16:45～16:50 ガイダンス

9:00～ 実地実習集合・移動（大工・板金）

13:05～13:15
ガイダンス（左官・建具）/
実地実習（大工・板金）

13:30～14:20
職人講義１（左官・建具）/
実地実習（大工・板金）

しっくい施工・修繕について１
講師：木村弘志、遠藤直樹

場所：会議室（１階）

古い建具の修繕計画を考える１
［歴史的建造物での修理方法］

講師：白崎司、木下和幸
場所：第１教室（２階）

14:30～15:20
職人講義２（左官・建具）/
実地実習（大工・板金）

しっくい施工・修繕について２
講師：木村弘志、遠藤直樹

場所：会議室（１階）

古い建具の修繕計画を考える２
［歴史的建造物での修理方法］

講師：白崎司、木下和幸
場所：第１教室（２階）

15:30～16:15
まとめ講義（左官・建具）/
実地実習（大工・板金）

16:30～16:45 修了式・証書授与

時 間月 日

函館市西部地区歴史的建造物見学
［修理・修繕方法で感じたことなど］

進行：函館市まちづくり景観課、街プロ　　場所：函館市西部地区
※相乗りでの移動となります

次回の案内
進行：街プロ　　場所：講堂（２階）

09月11日（土）

研 修 内 容
科 目

挨拶・連絡事項
進行：はこだて街なかプロジェクト（街プロ）　場所：講堂（２階）

匠の技「伝統の左官技術」
―失敗を乗り越えて50年―

講師：中嶋正雄　　場所：講堂（２階）

10月02日（土）

13:20～16:30
古い柱を根継ぐ２

講師：石岡保代、小西義人
場所：第１実習室（１階）

※実習後は後片付けを行います

13:20～16:30
箱型あんこうをつくる２
講師：渡邉正博、井高泰栄
場所：第２実習室（１階）

※実習後は後片付けを行います

修理・修繕基準、修繕の課題と修繕計画の意見交換
講師：函館市まちづくり景観課、街プロ　　場所：講堂（２階）

遺愛学院の左官壁と洋風建具技術
講師：内海勝博　　場所：遺愛学院本館　※ヘルメット持参の事

挨拶・連絡事項
進行：街プロ　　場所：講堂（２階）

次回の案内
進行：街プロ　　場所：講堂（２階）

修復技術で基本に考えることああ
講師：内海勝博　　場所：遺愛学院本館　※ヘルメット持参の事

10月24日（日）

修了式・修了証書授与（左官・建具技術者）、認定証書授与（大工・板金技術者）
進行：街プロ　　場所：講堂（２階）

修繕計画発表
講師：左官技術者、建具技術者、街プロ　　場所：講堂（２階）

10月23日（土）

挨拶・連絡事項
進行：街プロ　　場所：講堂（２階）

13:00～16:30
遺愛幼稚園の壁・
窓枠を修繕１

講師：石岡保代、小西義人
場所：遺愛幼稚園

13:00～16:30
遺愛幼稚園の水切り・

屋根を修繕１
講師：渡邉正博、井高泰栄

場所：遺愛幼稚園
修繕の課題と修繕計画の意見交換

講師：左官技術者、建具技術者　　場所：講堂（２階）

次回の案内
進行：街プロ　　場所：講堂（２階）

挨拶・連絡事項
進行：街プロ　　場所：講堂（２階）

なし（受講は午後から）

9:30～16:00
遺愛幼稚園の壁・
窓枠を修繕２

講師：石岡保代、小西義人
場所：遺愛幼稚園

※相乗りでの移動となりますあ
※昼食は各自でご用意ください
※実習後は後片付けを行います

9:30～16:00
遺愛幼稚園の水切り・

屋根を修繕２
講師：渡邉正博、井高泰栄

場所：遺愛幼稚園

※相乗りでの移動となりますあ
※昼食は各自でご用意ください
※実習後は後片付けを行います

◆講 師 紹 介◆講 師 紹 介◆研修カリキュラム◆研修カリキュラム ※講義の合間に約１５分程度の休憩を予定しております。受付は１３：００から行います。

中嶋 正雄 なかしま まさお
中島左官株式会社　会長

内海 勝博 うつみ かつひろ
遺愛学院 本館設計監理事務所 所長

岐阜県郡上郡和良村生まれ。郡上
郡和良村中学校を卒業し、左官千
代吉にて左官職人としての道を歩
み始めた。その後、中島左官株式
会社を設立し、愛知県だけでなく
全国の国宝や重要文化財・社寺仏
閣・古民家など様々な建築遺産の
修復工事（左官）に従事し、技術
の習得、研鑽に努めるとともに文
化財の保存に力を注いでいる。

山形県酒田市生まれ。（公財）文
化財建造物保存技術協会入社し、
現在は文化財建造物保存修理主任
技術者。重文旧香港上海銀行長崎
支店保存修理事業に従事する。以
降、重文三浦家住宅（秋田市）、
国宝歓喜院聖天堂（埼玉県）、重
文旧美歎水源地などの保存修理に
携わる。

函館伝統的建築技術研修会
Hakodate Traditional Building Technology Workshop

見学講座

特別講演

特別講演

見学講座
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