住宅遺産トラスト セミナーシリーズ

第1回

写真：安川千秋

住 宅 遺 産 の 継 承 と 活 用 を 考 え る 実 践 講 座 — 「 旧 足 立 正 別 邸 」
第1回

6 月 2 日（土）

【講座１】
「旧足立正別邸

13:30-17:30

葉山

（旧足立正別邸・加地邸）

見学」

お話：林陽二郎（旧足立正別邸

所有者）

【講座２】
「住宅遺産トラストの活動紹介および実践講座の概要説明」
講師：野沢正光（建築家・一般社団法人住宅遺産トラスト

第２回

6 月 9 日（土）

13:30-17:30

品川

（みんなの会議室

代表理事）

品川）+懇親会

【講座１】
「住宅遺産をとりまく法律と制度」
講師：尾谷恒治（弁護士

早稲田リーガルコモンズ法律事務所）

【講座２】
「歴史的資源を活用した観光まちづくり」
講師：金野幸雄（一般社団法人ノオト

第3回

6 月 16 日（土）

13:30-17:30

品川

代表理事）

（みんなの会議室

品川）＋懇親会

【講座１】
「事業性から考える住宅遺産の承継」
講師：田村誠邦（株式会社アークブレイン

代表取締役）

【講座２】
「歴史的建造物の活用におけるファンドレイジングの可能性」
講師：鬼頭武嗣（株式会社クラウドリアルティ

第4回

6 月 30 日（土）

13:30-17:30

代官山

代表取締役）

（代官山ヒルサイドテラス）+懇親会

【前半】

受講生による提案発表

【後半】

講師およびゲストによる講評と旧足立邸の継承と活用に向けた提言

【講師の紹介】

野沢正光 Masamitsu Nozawa

田村誠邦 Masakuni Tamura

建築家・野沢正光建築工房代表
一般社団法人住宅遺産トラスト代表理事

株式会社アークブレイン代表取締役
明治大学特任教授
一般社団法人住宅遺産トラスト理事

１９４４年東京生まれ。１９７０年大高建築設計事務所入所。

東京大学工学部建築学科卒、三井建設、シグマ開発計画研究

１９７４年野沢正光建築工房設立。現在、横浜国立大学理工学

所を経て、株式会社アークブレインを設立。マンション建替

部非常勤講師など。主な作品として、「熊本県和水町立三加和

えや団地再生、共同ビルなど各種建築プロジェクトの事業コ

小中学校」
、
「愛農学園農業高等学校」
、
「立川市庁舎」、
「いわむ

ーディネイトを専門とする。主な実績に、同潤会江戸川アパ

らかずお絵本の丘美術館」など。

ート建替え事業、求道学舎再生事業など。

尾谷恒治
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、2010 年日本建築学会賞（論文）受賞。
本建築学会歴史的大規模木造宿泊施設

ノオトを設立。
「古民家の宿・集落丸
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の安全性能確保特別研究委員会（幹
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ループ、メリルリンチ日本証券投資銀

近著に、『都市・建築・不動産企画開発マニュアル入
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【募
集要項 】
ブレインを設立。マンション建替えや団地再生、共同

ブレインを設立。マンション建替えや団地再生、共同

定ビルなど各種建築プロジェクトの事業コーディネイ
員
20 名（最少遂行人数 10 名）先着順 ビルなど各種建築プロジェクトの事業コーディネイ
トを専門とする。主な実績に、同潤会江戸川アパート
費トを専門とする。主な実績に、同潤会江戸川アパート
用
全 4 回 一般 98,000 円 会員 88,000
円 学生 48,000 円
建替え事業、求道学舎再生事業など。2008 年日本建
5 月 20 日までにメールにてお申込みの方は
建替え事業、求道学舎再生事業など。2008
年日本建
築学会賞（業績）
、2010
一般 78,000 円 会員 68,000
円 学生 28,000
円 年日本建築学会賞（論文）受
築学会賞（業績）
、2010 年日本建築学会賞（論文）受
※お申し込み時に会員へご入会頂いた場合は、会員料金にてお受付致します。
賞。近著に、
『都市・建築・不動産企画開発マニュアル
賞。近著に、
『都市・建築・不動産企画開発マニュアル
※第 2 回、3 回、4 回の懇親会費用は別途料金となります。
入門版 2018-19』エクスナレッジ等。
入門版 2018-19』エクスナレッジ等。
お 申 込 み
jyutakuisan@gmail.com 宛てにお名前、ご所属、ご住所、ご連絡先をお知らせください。
メールでご予約後、5 月 31 日までに弊法人指定口座へのご入金を以って予約完了となります。
お振込み口座

三菱 UFJ 銀行 自由が丘支店 普通預金 ０１４３３８９
一般社団法人住宅遺産トラスト

お問い合わせ
【

会

場

TEL 03-3721-1044

jyutakuisan@gmail.com

】

旧足立正別邸

所在地：神奈川県三浦郡葉山町堀内 2019
交通：

JR 横須賀線、湘南新宿ライン「逗子」駅・京急逗子線「新逗子」駅下車
→京急バス「向原」バス停下車

みんなの会議室 品川

徒歩 1 分 (バス系統：逗 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 16, 71, 72)

所在地：東京都港区高輪 3-24-18 高輪エンパイヤビル B1F Room B
交通：

東海道新幹線・JR 東海道線・JR 山手線・JR 京浜東北線・JR 横須賀線・京浜急行線
「品川」駅より徒歩 4 分

代官山ﾋﾙｻｲﾄﾞﾃﾗｽ

所在地：東京都渋谷区猿楽町 29‐18
交通：

代官山ヒルサイドテラス

東急東横線「代官山」駅徒歩 3 分

主催 一般社団法人住宅遺産トラスト

ヒルサイドテラスアネックス B 棟２F

