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平成二十一年度総会のご案内

姉
小
路
ま
ち
づ
く
り
通
信

京
の
街
角
姉
小
路
界
隈
ヨ
リ

来る５月１６日の日曜日に「姉小路界隈を考える会」の設立1５年目の定例総会、及び「人間マッ
プシリーズ」として亀末廣店主による講演会を執り行います。ぜひご参加下さい。
第１部： 姉小路界隈を考える会 総会
第２部： 特別講演会「講師 吉田孝洋先生（御菓子司亀末廣七代目店主）」
日
場

程：平成２２年５月１６日（日曜日）１３：００〜１４：３０
所：中京酒販売組合3階会議室（中京区姉小路通柳馬場東入ル）

参加費：会員の方は無料
定 員：２０名（準備の都合上、事前申込にご協力下さい）
連絡先：０７５‐ ２２１‐５８１３（亀末廣）
０９０‐１９６６‐２０１２（事務局）

また同日には、
２００８年１２月よりご協力戴いている
「ＪＵＤＩ
（都市環境デザイン会議）
関西ブロッ
ク」のメンバーによる姉小路界隈における景観スタディの報告会もございます。彼らとは月１回のワ
ークショップを重ね、
景観シミュレーション、
コンピューターによる色彩分析、
学生コンペ
（灯りのデザイ
ン）
などを行ってまいりました。こちらにも是非ご参加いただければ幸いです。
「地域に学ぶ景観まちづくりの作法」
ＪＵＤＩ関西・京都景観スタディの報告
内 容：
「学生コンペと灯りのイベント」 松川 奨
「街なみ環境整備事業の紹介」
谷口親平
清水 仁
（橘工匠）
「街なみ景観シミュレーション」 中村伸之
「姉小路・色彩のまちづくり」
藤本英子
芥川 憲
（ビバコンピュータ）
日 程：平成２２年５月１６日
（日曜日） １５：３０〜１８：００
場 所：さいりん館
（中京区室町通二条上ル、www.sairinkan.com/）
参加費：地元関係者５００円
（一般１０００円、
会員・学生５００円）
定 員：先着４０名
（ホームページからの事前申込にご協力下さい）
申込先：http://www.gakugei-pub.jp/judi/semina/s1005/
maeda＠mbox.kyoto-inet.or.jp
（学芸出版社・前田裕資）
０７５‐３４２‐２６０５
（ＦＡＸ、
学芸出版社・前田裕資）

なお報告会に続いて１８時より懇親会も開催いたしますので、
こちらにも振るってご参加をお願い致します。
先着３０名まで、
会費は２０００円程度を予定しております。
報告会と同様、
事前申し込みにご協力お願い致します。

www.aneyakouji.jp/

京都市中京区

姉小路界隈を考える会
会長：市古和弘

「姉小路界隈を考える会」
は平成七年十月の発足以来、
今年で十六年目を迎えま
す。この間、
住みごこちのよい界隈づくりを目指して様々な活動を行い、
発信して
参りました。本当に数多くの取組にチャレンジし、
そして今も界隈の皆様のご協
力のもとに継続させて戴いております。
この度
「姉小路まちづくり通信」
と題した活動報告も月一回程度行っていくこと
と致しました。これからも界隈の皆様にはいろいろとご協力戴くことになると思
いますが、どうか宜しくお願い致します。
（事務局長：谷口親平）
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