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≪目 的≫ 

【幹事県】新人発掘・企画等への参加・体験をする意味から、交流会の企画全般を若手・

新人建築志（士）達に任せ、若手ならではの発想で楽しみ・協力しながら企画

を実現、開催県の若者層の発展・活性化を目指す。（若手建築士が中心となっ

て企画運営を行う） 

【参加県】若手・新人建築志（士）が交流会に参加することで、楽しい建築士会を体感し

自県の若者層の発掘・発展・活性化・刺激に繋げる。 

≪開 催 日≫ 平成 29年 9月 23 日（土）～24日（日） 

≪開催場所≫ 徳島県海部郡牟岐町出羽島 

       集合場所：牟岐町 海の総合文化センター駐車場 

≪内  容≫ 出羽島の伝統的な町並みや歴史にふれ、島独特の雰囲気を体感する。懇親

会では海産物を使ったＢＢＱや地酒を用意し、情報交換や親睦を深める。 

≪日  程≫ ※荒天の場合は別途荒天スケジュール参照 

9 月 23 日（土） 

【グループＡ】12：30～ 受付 

13：10～ 開会挨拶 

13：20～ 牟岐港（連絡船乗り場）へ移動（徒歩：5分） 

13：30～ 牟岐港 → 出羽島（出羽島連絡船通常便：20分） 

14：00～ 座学（出羽島漁村センター２階） 

『出羽島の歴史と民家』 

15：00～ 島歩き（60分）改修事例見学（30 分） 

16：35～ 出羽島 → 牟岐港（出羽島連絡船通常便：20分） 

17：00～ 牟岐少年自然の家へ移動（車：10 分） 

17：10～ 各自宿泊チェックイン 

 【グループＢ】13：30～ 受付 

14：30～ 開会挨拶 

14：30～ 牟岐港（連絡船乗り場）へ移動（徒歩：5分） 

14：40～ 牟岐港 → 出羽島（出羽島連絡船臨時便：20分） 

15：00～ 座学（出羽島漁村センター２階） 

16：00～ 島歩き（60分）改修事例見学（30 分） 

17：40～ 出羽島 → 牟岐港（出羽島連絡船臨時便：20分） 

18：00～ 牟岐少年自然の家へ移動（約 10分） 

18：10～ 各自宿泊チェックイン 

【グループ共通】18：00～ 海産物を使ったＢＢＱで懇親会 

・ＢＢＱが終了後、入浴・着替え 

20：30～ 二次会（牟岐少年自然の家：第２研修室） 

・入浴、着替えを終えたものから随時参加形式 

24：00  消灯 

 



9 月 24 日（日） 

【グループ共通】 7：10～ 朝食（牟岐少年自然の家：食堂） 

         8：30～ 閉会式 

         9：00～ オプショナルツアー（牟岐町内） 

・各コース共終了次第、現地解散 

≪参 加 費≫ ￥10,000円（小学生以下￥7,000円） 

       ・宿泊費、渡船費、懇親会費、二次会費を含みます。 

       ・両日とも昼食は各自でお願いします。 

       ・近隣には食事のできる所が少ないため、希望者にはお弁当をご用意しま

す。必要な方は別途様式にて申し込みください。（飲み物は各自ご用意く

ださい）食事は当日の受付開始までに済ませられるようお越し下さい。 

       ・オプショナルツアー参加費￥3,000円は別途です。 

≪申込方法≫ 別紙様式により E-mailにてお申込みください。 

       申込みは、各県単位にて取りまとめて下さいますようお願いします。 

≪申 込 先≫ 徳島県建築士会 青年委員会 実行委員長 松尾 晶子 

       E-mail：akiarchidesign@yahoo.co.jp TEL：090-7572-3008 

       ※質疑がございましたら、上記アドレスまでご連絡下さい。 

≪申込期限≫ 平成 29年 8月 16 日 ※先着順につき、定員(100名)になり次第終了。 

≪参加費納入先≫ 銀行振込 

          阿波銀行 二軒屋支店 普通 １２２９８４９ 

          マツオ アキコ 宛 

          ※振込手数料は各県ご負担ください。 

≪参加費納入期限≫ 平成 29年 8月 31 日 

※原則として納入後の返金はいたしません。 

≪参加にあたっての注意事項≫ 

 ・9 月中旬の開催にあたり、台風等の気象条件の悪化が懸念されます。雨天・荒天の場合

は別途雨天・荒天スケジュールをご確認いただき、台風等による中止が危ぶまれる場

合は 9月 22 日までに開催の可否を決定し、皆様にお知らせします。 

 ・駐車場に限りがありますので、各県なるべく乗り合わせでご参加ください。 

 ・島へは船で渡ります。船酔いしやすい方は、酔い止めをご持参願います。 

 ・日焼け対策（日焼け止め、帽子、サングラス等）は各自でお願いします。 

・座学を行う出羽島漁村センターにはエアコンがありません。扇風機はご用意しますが

熱中症対策（お茶・スポーツドリンク、うちわ、タオル等）は各自でお願いします。 

・島には小さな商店が２件あり飲料も販売していますが、大勢が一度に購入してしまう

と島民の方へ行渡らなくなります。軽食、飲料については島に渡る前にご購入してお

くことをおすすめします。 

 ・徒歩での移動がほとんどですので、歩きやすい靴で参加されることをおすすめします。 

 ・途中で体調が悪くなった方は、速やかにお近くのスタッフまでお申し出ください。 

 ・雨天対策（傘・カッパ等）は各自でご持参願います。 



≪集合場所≫ 牟岐町 海の総合文化センター駐車場 

〒775-0000 牟岐町大字川長字新光寺 82 番地 TEL：0884-72-0107 

        

≪宿 泊 地≫ 徳島県立牟岐少年自然の家 

       〒775-0005 牟岐町大字灘字東谷 116-35 TEL：0884-72-2811 

        

≪宿泊施設利用の注意事項≫ 

 ・原則として飲酒禁止となっておりますが、今回は特別にキャンプ場と第２研修室のみ

飲酒許可を頂いております。各自持ち込まれた酒類の空き缶、空き瓶は施設内で処分

せず、お持ち帰り頂くかスタッフへ渡すようお願いします。 

 ・大浴場の利用時間は 21：50 までとなっております。シャワー室は 24 時間使用可能で

す。コインランドリーもございます。 

 ・原則として館内施錠を 22：00 に行います。22：00 以降の外出は禁止します。 

・野外動物がキャンプ場に出没する事例が報告されています。夜間の外出は危険ですの

で控えて頂くようお願いします。万が一遭遇した場合は慌てずにスタッフへ申し出て

ください。施設管理者へ報告します。 

・朝食時間は施設取り決めにより 7：10～8：00 厳守でお願いします。 



≪牟岐少年自然の家 施設配置図≫ 

        

 

≪座 学≫ 『出羽島の歴史と民家』  

講師：阿波のまちなみ研究会 喜多 順三氏 

・出羽島の歴史や、民家の変成について紹介して頂きます。 

          



≪島 歩 き≫ 出羽島（西波止、本町、新町、洲鼻） 

・文化財マイスターに登録している若手建築士とボランティアガイド

の会、阿波のまちなみ研究会とともにご案内します。 

・江戸中期から昭和初期までの家屋が残り、建物の特徴である伝統的

な「ミセ造り」が見られます。 

         ・時代を追って、建物の形状も変化しているのも見所です。 

          

≪島歩きの注意事項≫ 

  ・島内の建物（空き家も含む）は許可無く、立ち入ることのないようお願いします。 

・今回見学を行う範囲のみとし、島民のご迷惑にならないよう、ご注意ください。 

       



≪改修事例見学≫ 『波止の家』  

案内：木匠会 

・重伝建に登録される前に改修が完了している建物ですが、 

保存地区の修理の基準に基づき改修が行われました。 

・制約がある中で工夫を凝らしながら工事が完了しました。 

          

        

≪懇 親 会≫ 牟岐少年自然の家 キャンプ場 

・懇親会では地元で獲れた海産物を使ったＢＢＱと徳島各地の地酒を用意。

キャンプファイヤーも予定しており、火を囲んでみんなで歌いましょう。

もちろん楽器持ち込んでもＯＫ。 

 子供に帰ったような気持ちで楽しく過ごしましょう！！ 

   

※写真はイメージです。 

≪二 次 会≫ 牟岐少年自然の家 第２研修室 

       ・畳敷きの広間になっており、島歩きで疲れた体もリラックスできます。 

        普段はなかなか出来ないオフレコ話や、各県参加者との情報交換の場と

して皆と親睦を深めましょう。 

≪二次会の注意事項≫ 

・立地上、最寄りに飲食店がないため、施設内で行います。ビール、おつまみ等の費

用は参加費に含まれております。 

・館内施錠後 22 時以降は声のトーンを抑えて楽しんで下さい。 

  ・消灯は 24 時ですが、23時頃より各自部屋へ戻るようにしてください。 



≪オプショナルツアー案内≫ 詳細は参加希望者へ後日配信します。 
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場所：牟岐川 

・カヌー・SUP（スタンドアップパドル） 

生き物探し（テナガエビや鮎など川魚

が泳いでします）など、時間の中自由

に川遊びを楽しんでいただきます。 

 準備物 

・水着・ウエア・パンツ・運動靴 

・着替えの衣類・タオル・日焼け止め 

・帽子・飲み物・保険証 
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場所：むぎ青空プロジェクト古民家 

・県南の野生動物の動きと山の漁師の暮

らし、罠のことをレクチャー、獣道探

しをしながらちょっとした猟の体験を

します。その後、鹿角を使って、オリ

ジナルストラップを作成します。

 

＊

＊＊

＊コースＣ

コースＣコースＣ

コースＣ＊

＊＊
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 牟岐伝統あんどん作り体験

牟岐伝統あんどん作り体験牟岐伝統あんどん作り体験

牟岐伝統あんどん作り体験 

  

 

場所：海の総合文化センター１階集会場 

・牟岐伝統のあんどん作り体験。牟岐町

のあんどん保存会「娃佳哩」のメンバ

ーによるレクチャーと、オリジナルの

あんどん作り体験。和紙作り～枠の組

み立てまで、一から作ります。 



≪当日緊急連絡先≫ 

後藤：090-8696-4925 松尾：090-7572-3008 

 ※渋滞で遅れる、道に迷った等、至急連絡が必要な場合、上記へお問い合わせください。 

≪各種ご案内≫ 

 ◇集合場所 

  牟岐町 海の総合文化センター駐車場 

〒775-0000 牟岐町大字川長字新光寺 82 番地 TEL：0884-72-0107 

 ◇宿泊先 

徳島県立牟岐少年自然の家 

  〒775-0005 牟岐町大字灘字東谷 116-35 TEL：0884-72-2811 

 ◇懇親会会場 

牟岐少年自然の家 屋外キャンプ場 

◇二次会会場 

牟岐少年自然の家 第２研修室 

≪最寄の施設案内≫ 

 ◇救急 

徳島県立海部病院 

〒775-0006 牟岐町大字中村字杉谷 266 番地 

TEL: 0884-72-1166 時間外受付：0884-72-1167 

 ◇消防 

  海部消防組合 〒775-0004 牟岐町大字川長字新光寺 98-1 TEL：0884-72-0600 

 ◇警察 

  牟岐警察署  〒775-0006 牟岐町大字中村字山田 2-1 TEL：0884-72-0110 

 



≪牟岐町までのルート≫ 

◇徳島市内から車で（国道５５号）  約１時間３０分 

◇ＪＲ徳島駅（特急）から牟岐駅まで 約１時間１０分 

◇牟岐港から出羽島まで連絡船で   約２０分 

 

 

≪出羽島へお越しの際のお問い合わせ先≫ 

 ◇牟岐町役場 

  〒775-8570 徳島県海部郡牟岐町大字中村字本村 7-4 TEL：0884-72-1111(代表) 

 ◇牟岐町観光協会 

  TEL/FAX：0884-72-0065 

  『おいでってば』で検索 ＨＰ：http://tebajima.jp 

≪出羽島連絡船のご案内≫ 

  


