
第 16 回 aaca 建物視察会 2022-長野・松本・茅野地区 
 

藤森照信さんのご案内による藤森建築と 
建築家・宮崎浩さんと松本透館長と訪ねる長野県立美術館 

 
日程；2022 年 10 月 28 日（金）～10 月 29 日（土） 

 
2020 年 3 月から新型コロナウィルス感染症の世界的な拡大で日常生活に大きな影響が続いています。しか

し、昨年の第 15 回建物視察会・京都地区は三密を避けながら徒歩と公共交通機関を使い実施しました。 

今年は 2021 年にオープンし、第 31 回 AACA 賞と JIA 日本建築大賞、さらに日本建築学会賞・作品賞に輝

き、大きな話題となっている「長野県立美術館」を設計者である建築家の宮崎 浩氏と松本 透館長に、ご案内して

いただきます。さらに、２日目の午後は、藤森 照信さんと共に郷里の藤森照信建築を全て訪ね歩きます。 

初秋の長野県を二日間じっくり巡ります。新旧の建物を皆さまと一緒に体感し、感染症対策を講じた上で語り合

えればと思います。例年同様、多くの方々の参加をお待ち申し上げます。宜しくお願いいたします。 

 
【 視察会 1 日目 】10 月 28 日（金）★宿泊；ホテル飯田屋ほか 

 

＊北陸新幹線「長野駅」8：55 集合 北陸新幹線（東京駅 7：20 発⇒長野駅 8：42 着）集合後、バス移動 

 

◆① 長野県立美術館      ★AACA 賞受賞作品、JIA 日本建築大賞、日本建築学会賞・作品賞 

【本館】2021 年 設計；プランツアソシエイツ / 宮崎 浩 

【東山魁夷館】1990 年・2019 年リニューアル 設計；谷口 吉生 

https://nagano.art.museum/?_sm_au_=iVV25Z46FSDTtJwfjCptWK7c0B0JC 

 

◆善光寺（外観のみを見学） 

  
◆② 安曇野ちひろ美術館     設計；内藤 廣  1997 年竣工 

                https://azumino-artline.net/museum/chihiro 

 
◆③ 碌山美術館         設計；今井 兼次 1958 年竣工 国登録有形文化財  

                     今井兼次の代表作のひとつで尖塔に不死鳥が飛翔し、外壁に焼きレンガを積み上げた西欧教会風の 
建物。日本近代彫刻の先駆者・荻原守衛（碌山）の作品を公開・展示。       

http://rokuzan.jp/%E7%A2%8C%E5%B1%B1%E7%BE%8E%E8%A1%93%E9%A4

%A8%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/ 

◆④ 松本城（車中より見学）   16 世紀に築造 https://www.matsumoto-castle.jp/ 

 
【 視察会２日目 】10 月 29 日（土）★移動・バス移動 

 
◆⑤ 松本市美術館        設計；宮本 忠長 2002 年竣工、2022 年リニューアル竣工 

第 44 回 BCS 賞受賞(2003 年) https://matsumoto-artmuse.jp/ 
 
◆⑥ 下諏訪町立諏訪湖博物館・赤彦記念館 設計；伊東 豊雄 (車中より見学) 1993 年竣工 

               http://www.town.shimosuwa.lg.jp/www/contents/1001000000783/index.html 

◆⑦ 片倉館           設計；森山 松之助 1928 年竣工 国指定重要文化財 

地域住民に厚生と社交の場。天然温泉を豊富にたたえる大理石造りの浴場「千人風呂」が秀逸。 
       http://www.katakurakan.or.jp/about_us/ 

 
◆藤森建築⑧～⑬ ご実家のある茅野市の建物と４つの「茶室」を網羅的に建築家・藤森 照信さんが案内 

https://www.mtlabs.co.jp/shinshu/museum/fujimori.htm 

◆⑧ 神長官守矢史料館 1991 年、◆⑨ 高部公民館 2021 年、◆⑩ 高過庵 2004 年、 

◆⑪ 低過庵 2017 年、◆⑫ 空飛ぶ泥舟 2010 年、◆⑬ 五庵 2020 年再制作 

 
＊17：30 ＪＲ中央本線「茅野駅」解散 茅野駅 17：52 発⇒あずさ 50 号⇒新宿駅 20：10 着    

 

一般社団法人 日本建築美術工芸協会                          

 会員交流委員会 

 

シニアディレクター  松隈  章 

小見山信巳 
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① 長野県立美術館

② 安曇野ちひろ美術館

第16回 aaca 建物視察会 2022 長野・松本・茅野地区 視察先

＊写真はそれぞれのＨＰの写真より

③ 碌山美術館 ④ 松本城

⑤ 松本市美術館 ⑥下諏訪町立諏訪湖博物館・赤彦記念館 ⑦ 片倉館

⑧ 神長官守矢資料館 ⑨ 高部公民館

⑫ 空飛ぶ泥舟⑪ 低過庵 ⑩ 高過庵 ⑬ 五庵



                                
2022 年 8 月吉日 

一般社団法人 日本建築美術工芸協会 

会    長 東條 隆朗 

会員交流委員会 青木 崇 

 
第１６回 aaca 長野・松本・茅野地区建物視察会２０２２のご案内 

－藤森照信さんのご案内による藤森建築と 
建築家宮崎浩さんと松本透館長と訪ねる長野県立美術館－ 

 

拝啓 貴下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

平素は当会の活動に対し、何かとご支援を賜り感謝申し上げます。 

さて、会員交流委員会では、例年通り長野・松本・茅野地区の各種業界から評価を得た建物を中心に視察会を

計画しました。是非ご参加くださるようお願い申し上げます。 

敬具 
ツアースケジュール                       ─：バス ∞∞：徒歩 

日程 全体スケジュール 

1０/28 

(金) 

長野駅08：55集合―長野県立美術館─昼食（車中）―安曇野ちひろ美術館―碌山美術館―（松本城：車中よ
り）―ホテル 

10/29 

(土) 

ホテルー松本市美術館―（下諏訪町立諏訪湖博物館・赤彦記念館：車中より）―片倉館―昼食―※１『ご実家

のある茅野市の建物「茶室」』４つ他を網羅的に建築家・藤森照信さんが案内【神長官守矢史料館∞∞高部公民館∞

∞高過庵∞∞低過庵∞∞空飛ぶ泥船∞∞五庵】─茅野駅 17:１５頃 解散      
※１ 班分けにて見学（時間指定） 

JR 参考：（往路）長野新幹線 東京発 7：30→長野着 08:42  

 （復路）特急あずさ 50 号 茅野駅 17：52→新宿駅 20：10 

宿泊先：ホテル飯田屋  

所在地：長野県松本市中央 1－2－3  電話：0263－32－0027 

見学先 設計 施工 備考 

長野県立美術館 ㈱プランツアソシエイッ 

宮崎浩 

清水・新津建設

共同企業体 

第 31 回 aaca 賞及び日本建築学会賞受賞 

安曇野ちひろ美術館 ㈱内藤廣建築設計事務所 

内藤廣 

前田建設工業 絵本画家いわさき ちひろ氏と世界の絵本画家

の作品収蔵・展示 

碌山美術館 早稲田大学工学部建築主任教授 

今井兼次 

清水建設 尖塔に不死鳥が飛翔し、外壁に焼きレンガを積

み上げた西欧教会風の建物 

松本市美術館 ㈱宮本忠長建築設計事務所 

宮本忠長 

㈱間組・アスピ

ア・ノグチ 

第 44 回（財）建築業協会賞 

BCS 賞受賞（２００３年） 

片倉館 東京帝國大学（現東京大学） 

造形活学科卒業 森山松之助 

不詳 国指定重要文化財 

神長官守矢史料館 

 

建築家 

藤森照信・内田祥士 

不詳 鎌倉時代より守矢家で伝えてきた守矢文書を

保管・公開する史料館 

高部公民館 地元の高部山から切り出した四本のヒノキが屋

根を貫く独創的なデザインが特徴 

高過庵、低過庵 

空飛ぶ泥船、五庵 

ご実家のある茅野市建物『茶室』４つ他を網羅

的に建築家・藤森照信さんが案内 

募集人員： ３５名 (先着順にて定員に達し次第締め切ります。) 

参加条件：『ワクチン接種完了（3 回以上）』もしくは『PCR 検査の陰性証明（最長 72 時間前）実施』された方 

費  用： (会 員)36,000 円 ・集合：長野駅   解散：茅野駅  

(非会員)39,000 円 ・長野駅から交通費、1 泊（朝食） ＋ 2 昼食、入場料、保険代含 

申込先：(一社)日本建築美術工芸協会 事務局宛       企画：会員交流委員会 

TEL：03-3457-7998                      実施：西鉄旅行株式会社 

※大変お手数ですが申し込みは原則、別紙『申し込み用紙』に記入しメール（E-mail：simpo@aacajp.com ）に

て 2022 年 9 月 16 日（金）までにお申し込みをお願致します。 

※ご参加頂けることが確定しました後に、集合場所と費用の銀行振込案内を送付させて頂きます。 

mailto:simpo@aacajp.com
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