
「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４年度

◎技術実習（左官・建具技術者）◎技術実習（左官・建具技術者）

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】【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（
左官・建具・塗装を記載）、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

06月18日    07月23日06月18日    07月23日土 土2022年2022年
開催日

07月24日     08月27日07月24日     08月27日日 土

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
遺愛学院本館やハリストス正教会の歴史
的建造物を見学　　　　　　　　　　　

【塗装技術者】
塗装等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。
【左官・建具技術者】
昨年度の研修会に参加した技術者のほか、実務経験が５年以上の左官・建具技術
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１５名程度（各職種技術者５名程度）　　　　　　　　　　　　　　　　　

左官技術実習：
漆喰壁・洗出し壁を作る

応募締切
2022 年 6 月 10 日

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
１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

１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

田原 祥司
たはら　しょうじ

㈱サンライズ木工 代表取締役
１級木製建具技能士

１級家具技能士
函館技能士会 会長

（一社）北海道技能士 副会長
函館建具工業協同組合 理事長

北海道知事 感謝状
函館市技能功労賞

西山 智之
にしやま　ともゆき

伊藤塗装 副代表
１級建築塗装技能士
１級鋼橋塗装技能士
登録建設塗装基幹技能者
函館塗装協組合 理事長
北海道塗装組合連合会 副会長
ものづくりマイスター塗装

林 裕馬
はやし　ゆうま

林塗装店 代表
１級建築塗装技能士
１級鋼橋塗装技能士

二級建築士
職業訓練指導員

ものづくりマイスター塗装

左官講師左官講師

建具講師建具講師

塗装講師塗装講師

建具技術実習：
欄間・障子組子を修理する



左官 建具

13:00～13:15 開講式・ガイダンス

13:45～15:00
歴史的建物の修復技術１
重要文化財見学

15:30～16:45
歴史的建物の修復技術２
重要文化財見学

16:45～16:55 ガイダンス

13:05～13:15 ガイダンス

13:30～15:30
技術実習（左官・建具）/
歴史的建造物の見学（塗装）

15:45～16:45
技術実習（左官・建具）/
町並み保全と修理技術（塗装）

16:45～16:55 ガイダンス

13:05～13:15 ガイダンス

13:30～15:00
技術実習（左官・建具）/
先輩職人の話（塗装）

15:15～16:45
技術実習（左官・建具）/
修繕計画の意見交換（塗装）

16:45～16:50 ガイダンス

13:05～13:15 ガイダンス

13:30～14:20
技術実習（左官・建具）/
ワークショップ１（塗装）

14:30～15:20
技術実習（左官・建具）/
ワークショップ２（塗装）

15:30～16:15
技術実習（左官・建具）/
まとめ講義（塗装）

16:30～16:45 修了式

研修内容
科 目時 間月 日

塗装

次回の案内
進行：街プロ　　場所：ハリストス正教会

６月１８日（土）

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）

７月２３日（土）

13:30～16:45
壁下地を作る１

　
講師：木村弘志　遠藤直樹
場所：第１実習室（１階）

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）

遺愛学院本館
講師：文化財建造物保存技術協会　内海勝博

場所：遺愛学院本館

13:30～16:45
筬(おさ)欄間の修理

　
講師：木下和幸　田原祥司
場所：第２実習室（１階）

　函館市西部地区歴史的建造物見学
　　講師：函館市まちづくり景観課　街プロ

場所：函館市西部地区
　函館の歴史的建物の塗装

　講師：山本真也
場所：会議室(１階)

ハリストス正教会
講師：文化財建造物保存技術協会　内海勝博

場所：ハリストス正教会

８月２７日（土）

挨拶・連絡事項
進行：街プロ　　場所：講堂（２階）

修了式・認定証書(左官･建具)、修了証書(塗装)授与
進行：街プロ　　場所：講堂（２階）

13:30～16:15
洗出し壁を仕上げる

　
講師：木村弘志　遠藤直樹

場所：第1実習室（1階）

後片付け
移動

13:30～16:15
修繕部の仕上げと補修

講師：木下和幸　田原祥司
場所：第2実習室(1階）

後片付け
移動

修繕計画発表
講師：西山智之　林裕馬　街プロ　　場所：会議室（１階）

修繕計画を考える１
歴史的建造物の修理技術と新しい技術

講師：西山智之　林裕馬
場所：会議室（１階）

修繕計画を考える２
歴史的建造物と街並み景観の維持と修理・修繕

講師：西山智之　林裕馬
場所：会議室（１階）

７月２４日（日）

挨拶・連絡事項
進行：街プロ　　場所：講堂（２階）

13:30～16:45
漆喰壁を仕上げる

講師：木村弘志　遠藤直樹
場所：第1実習室（1階）

13:30～16:45
障子の組子部を修理

講師：木下和幸　田原祥司
場所：第2実習室（1階）

修繕の課題と修繕計画の意見交換
講師：西山智之　林裕馬

場所：会議室（１階）

次回の案内
進行：街プロ　　　　場所：講堂（２階）

塗料・塗装・塗装道具の歴史あれこれ
講師：樋本勝彦

場所：会議室（１階）

◆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１２：３０から行います。

見学講座

見学講座

樋本 勝彦 ひもと かつひこ
(有)樋本塗装所 取締役会長

1958年に樋本塗装所を興し、
代表取締役を経て現在は取締役
会長。2008年、他の模範とな
る技術や事績を有する者に贈ら
れる黄綬褒章を授与される。

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

山形県酒田市生まれ。(公財)文
化財建造物保存技術協会に入社
し、現在は文化財建造物保存修
理主任技術者。数多くの重要文
化財、国宝などの保存修理に携
わる。

見学講座

山本 真也 やまもと しんや
一級建築士、元町倶楽部会員、
函館の歴史的風土を守る会副会長

名寄市生まれ。北海道大学工学
部建築工学科を卒業後、2011年
まで函館市職員として勤務。西
部地区の歴史的景観保全を中心
とする景観行政を10年間担当。
2017年まで函館市教育委員会
教育長を務める。

特別講演

特別講演


