
トヨテック本社社屋
昭和初期に建設された旧豊川電話中継
所。モダンな外観が逆に新しい。

◯豊川市西豊町2-35
◯JR｢豊川｣駅・名鉄「豊川稲荷」駅
　徒歩15分　※駐車場あり

38

自由見学10：00～16：00

10：00～/13：30～
成田靖司氏 ★　（各回20人）

建物
解説

建物解説の開始時間
終了時間の記載のない場合の
建物解説は20～30分

犬山市

知多地方 三河地方

名古屋市 尾張地方10/30（日） 11/3（木・祝）

11/6（日） 11/13（日）
八丁味噌本社事務所
バシリカ式教会堂のような外観が目を惹く
ユニークな近代建築。

◯岡崎市八帖町字往還通69
◯名鉄「岡崎公園前」駅 徒歩5分

自由見学なし

11：30～/13：00～
浅井博氏 ★　（各回20人）

29

旧小守家住宅
犬山城下町の景観を形成する大型の町家
で、かつてこの前に木戸が在った。

◯犬山市大字犬山字東古券498
◯名鉄「犬山」駅徒歩8分

6

旧石原家住宅
森林浴をするように音楽を浴びる"音浴"に、
多分野で活躍中の清水南文氏を迎えて。

◯岡崎市六供町字杉本70
◯名鉄「東岡崎」駅から名鉄バス乗車
　「籠田公園前」徒歩6分

33

旧岡田医院（雅休邸）
大正モダンを感じさせる和洋折衷の個人
病院。2つの蔵とそれを結ぶ塀も見所。

◯知多市岡田字開戸24番地
◯名鉄「朝倉」駅から知多バス乗車
　「大門前」徒歩2分

25

岡崎信用金庫資料館
旧岡崎銀行。名古屋近代建築の父鈴木禎
次作。煉瓦と御影石の構成が美しい。 

◯岡崎市伝馬通1-58
◯名鉄「東岡崎」駅 徒歩10分

30 旧愛知県第二尋常中学校講堂
明治後期建設の木造の講堂。下見板張り
の外観と広い堂内が特徴。

◯岡崎市針崎町字春咲1-1
◯JR「岡崎」駅 徒歩12分

32半田赤レンガ建物
煉瓦壁が圧巻の旧カブトビール製造工場。
改修され今や愛知屈指の観光名所に。

◯半田市榎下町8
◯名鉄「住吉町」駅徒歩5分

22

三井家住宅（大庄屋）
長尾村の大庄屋の住宅。四つ建ての主屋、
南土蔵、北土蔵、表門など見所満載。

◯武豊町上ゲ2番地
◯JR「武豊」駅徒歩7分
　名鉄「上ゲ」駅徒歩6分

26

建物
解説

自由見学10:00～17:00（入館16:30まで）

10:30～/14:00～
榊原幸広氏 ★　（各回20人）

建物
解説

自由見学なし

10：45～/13：45～/15：15～
山下一枝氏 ●　（各回15人）

建物
解説

自由見学10:30～15:00

11：00～/14：00～
岡崎市職員　（予約不要）

建物
解説

お問合せ/orientalsmiles2010@yahoo.co.jp

自由観覧12:00～16:00（受付15:30まで）《無料》
音浴16:30～18：30（要予約 3,500円）

第1部
第2部

営業10:00～17:00自由見学（土間まで）10：00～15：00

11：00～12：00/13：00～14：00
館長 　（各回20人）

建物
解説

自由見学なし

11：00～/14：30～
伊藤安彦氏 ★　（各回20人）

建物
解説

自由見学なし

11：30～/13：00～
川口亜稀子氏 ★　（各回20人）

建物
解説

建中寺徳興殿
旧名古屋商業会議所本館。
名古屋市街地最大級の木造建築。

◯名古屋市東区筒井一丁目7-57
◯市バス「東区役所」 徒歩5分
※建物解説の集合は三門

13

中定商店
武豊で明治から続く老舗味噌蔵。建設時
の元号と完成年を組み合わせた名がつく。

◯武豊町字小迎51
◯JR「武豊」駅徒歩5分

27

名古屋陶磁器会館
名古屋近代建築の名作。レトロな内装や
巧みな増改築も見事。

◯名古屋市東区徳川一丁目10-3
◯地下鉄｢高岳｣駅 徒歩20分
　市バス「赤塚白壁」 徒歩3分

11

旧国鉄武豊港駅転車台
今は廃線となっている旧国鉄武豊港駅の
転車台の内部を特別に公開。

◯武豊町字道仙田9-8
◯JR[武豊」駅徒歩12分

28

自由見学なし

10：30～/11：30～/14：00～
小谷幸夫氏 ◆　（各回20人）

建物
解説

自由見学9：30～16：00

10：30～11：15/15：00～15：45
望月久恵氏 ★　（各回20人）

建物
解説

自由見学なし

10：00～11：00/14：00～15：00
市川真奈美氏 ★　（各回20人）

建物
解説

自由見学9：00～16：00

町職員が随時対応していただけます建物
解説

日本福音ルーテル復活教会
県内のヴォーリズ建築登録第1号。十字架
のステンドグラスが特徴的。生演奏あり。

◯名古屋市東区徳川町2303
◯ＪＲ、名鉄、地下鉄「大曽根」駅 徒歩12分　　
　市バス「徳川園新出来」 徒歩5分

14日本陶磁器センター
桜通に溶け込むビルと背後に隠れた近代
建築の取り合わせの妙。　

◯名古屋市東区代官町39-18
◯地下鉄｢高岳｣駅 徒歩8分

12

善立寺
500年以上前に建立、後に移築されたと
いう記録が残る歴史ある日蓮宗の寺院。

◯岡崎市祐金町1丁目31
◯名鉄「東岡崎」駅徒歩8分

35

自由見学9：30～15：30

9：30～/11：30～/14：00～
山田美紀子氏 ★◆　（各回20人）

建物
解説

自由見学13：30～17：00

14：00～/16：00～
村瀬良太氏　（各回20人）

建物
解説

自由見学6：00～17：00

10：00～/13：00～/15：00～
川島康治氏 ★　（各回20人）

建物
解説

木曽川資料館
旧木曽川町会議事堂、現存する独立議事
堂は稀。RC造の土蔵も。

◯一宮市木曽川町黒田字宝光寺東18-1
◯名鉄「新木曽川」駅 徒歩3分
　ＪＲ「木曽川」駅 徒歩8分

47愛知大学旧本館（愛知大学記念館）
旧陸軍の司令部庁舎で、下見板の簡素な
姿は往時の兵舎建築の様相をよく示す。

◯豊橋市町畑町1-1
◯豊鉄「愛知大学前」駅徒歩5分

36

自由見学9：30～16：00

10:30～/13:30～
日置浩隆氏 ★　（各回20人）

建物
解説

自由見学10：00～16：00

11：30～/13：00～
奥村由美氏 ★　（各回20人）

建物
解説

豊橋市民俗資料収蔵室
旧多米小学校は豊橋に残る唯一の木造校
舎。西校舎は洋風的意匠がみられる。

◯豊橋市多米町滝ノ谷34-1-1
◯豊鉄「赤岩口」駅徒歩25分

37

自由見学なし

12:45～13:30 （１回のみ）
野口和樹氏 ★◆　（25人）

建物
解説

自由見学9：30～16：00

10：00～/14：30～
山田章氏 ★　（各回20人）

建物
解説

※地下室～2・3F～展望台を無料で案内。

鈴木家住宅
戦前に郊外に建てられた洋間付和風住宅
で、当時の新興住宅地の様相も残す。

◯名古屋市昭和区五軒家町20番地2
◯地下鉄「川名」駅徒歩10分

19

白井家住宅
旧東海道沿いに位置する造り酒屋の主屋。
2005年より修復作業を継続中。

◯豊川市国府町流霞157
◯名鉄「国府」駅徒歩6分

39

自由見学なし

13：00～/14：00～/15：00～
高橋博久氏 　（各回10人）

建物
解説

自由見学10：00～16：00

11：30～/15：00～
小川芳範氏  （各回20人）

建物
解説

尾関家住宅
犬山焼を復興した窯元のお屋敷。

◯犬山市大字犬山字白山平2
◯名鉄「犬山遊園」駅 徒歩12分

7

自由見学9：30～17：00

10：00～/15：00～
尾関立志氏 ●　（各回20人）

建物
解説

寂光院
紅葉が美しい「尾張のもみじでら」。

◯犬山市継鹿尾字杉ノ段12
◯名鉄「犬山遊園」駅 徒歩30分
※駐車場あり、建物解説の集合は本堂前

8

自由見学9：30～17：00（随求堂）

11：30～/13：30～
三輪正和氏 ★　（各回20人）

建物
解説

旧堀部家住宅
武家屋敷風の格調高い雰囲気。

◯犬山市大字犬山字南古券272
◯名鉄「犬山」駅 徒歩10分

1

自由見学（通常）10：00～16：00

10：00～/11：30～/13：00～
菱田幹久氏 ★　（各回15人）

建物
解説

旧本多忠次邸
徳川四天王の末裔が手がけたスパニッ
シュ様式の邸宅を移築保存。

◯岡崎市欠町字足延40-1
◯名鉄「東岡崎」駅から名鉄バス乗車
　「東公園口」 徒歩3分

31

自由見学9：00～17：00

10：00～15：00（随時）
サポーターの会　（予約不要）

建物
解説

大島家住宅茶室
瀟洒なつくりの数寄屋建築。
裏千家「又隠」の写し。

◯犬山市大字犬山字西古券21
◯名鉄「犬山」駅 徒歩11分

3

自由見学なし

10：45～/13：00～/14：30～
港友里恵氏　（各回20人）

建物
解説

トヨテック本社社屋
昭和初期に建設された旧豊川電話中継
所。モダンな外観が逆に新しい。

◯豊川市西豊町2-35
◯JR｢豊川｣駅・名鉄「豊川稲荷」駅
　徒歩15分　※駐車場あり

38

自由見学10：00～16：00

10：00～/13：30～
成田靖司氏 ★　（各回20人）

建物
解説

東海学園大講堂
堂々とした容姿に繊細な意匠。著名人も
排出した歴史ある建物。

◯名古屋市東区筒井一丁目202-4
◯市バス「徳川園新出来」 徒歩4分

15

自由見学10：00～16：00（文化のみち企画）

10：30～/11：30～/13：00～
志賀勝則氏 ◆　（各回25人）

建物
解説

金城学院高等学校榮光館
明るく清楚なスパニッシュ様式の講堂。
堂内の大階段も見所。

◯名古屋市東区白壁4-64
◯市バス「白壁」 徒歩1分
　地下鉄「市役所」駅、同「高岳」駅 各徒歩15分

16

柴田家住宅
美濃路に建つ、「十字梁」でミセ部分を無
柱空間とする「尾張型町家」の典型。

◯清須市西枇杷島町辰新田65
◯名鉄「二ツ杁」駅 徒歩5分

41

自由見学なし

9：30～/11：00～/13：00～/15：00～
柴田正康氏 ●　（各回15人）

建物
解説

小栗家住宅
半田の伝統と歴史を今に伝える。

◯半田市中村町1-40　
◯JR「半田」駅徒歩10分
　保存協力金1,000円（抹茶のおもてなし付き）

21

11：00～12：00/13：00～14：00
小栗宏次氏 ●　（各回20人）

建物
解説

川村家住宅
戦前の商家の姿を伝える。
レトロな看板や小物も保存。

◯犬山市大字犬山字東古券171
◯名鉄「犬山」駅 徒歩8分

5

自由見学10：00～12：00／13：00～15：00

所有者の方が随時
対応していただけます

建物
解説

筧家住宅
古い部分は江戸時代まで遡れる民家。
今も大切に住まわれている。

◯名古屋市中村区下米野町3-29
◯地下鉄｢中村区役所｣駅 徒歩15分
　近鉄「米野」駅 徒歩3分

18

自由見学なし

14：00～/15：00～/16：00～
筧清澄氏 ●◆　（各回20人）

建物
解説

木綿蔵ちた
大正時代の木綿問屋の蔵を再利用。

◯知多市岡田中谷9
◯名鉄「朝倉」駅から知多バス乗車
　「岡田」 徒歩5分

23

自由見学10：00～16：00

10：00～/13：30～
本山幸二氏 ★　（各回20人）

建物
解説

知多岡田簡易郵便局
外観は明治のまま。現役郵便局。

◯知多市岡田中谷8
◯名鉄「朝倉」駅から知多バス乗車
　「岡田」 徒歩5分

24

自由見学なし

（木綿蔵ちたと併せて解説）
本山幸二氏 ★

建物
解説

吉野家住宅
明治期建築の醸造業本宅の姿を伝える。

◯犬山市大字羽黒字成海郷70
◯名鉄「羽黒」駅 徒歩15分　※駐車場あり
※建物解説集合は麦酒館駐車場芝生

10

自由見学なし

11：00～/16：00～
吉野淳夫氏 ●　（各回20人）

建物
解説

旧湊屋
旧街道沿の商家の繁栄を伝える大型町家。
市民団体「湊屋倶楽部」が活用。　

◯一宮市起字堤町33-1
◯名鉄「一宮」駅から名鉄バス乗車
　「新栄町」 徒歩5分

46

茶屋湊屋営業10：00～17：00

11：30～/13：30～
藤田道春氏　（各回20人）

建物
解説

崇覚寺
尾張の名工伊藤平左衛門守富の作品。
美しい庭と共に境内は荘厳な雰囲気が漂う。

◯名古屋市中区橘２丁目６-３７
◯地下鉄「東別院」駅徒歩8分

20

旧愛知県岡崎師範学校武道場
ゼツェッションやアールデコの影響がみら
れる鉄筋コンクリート造の武道場。

◯岡崎市六供町八貫15
◯名鉄「東岡崎」駅から名鉄バス乗車
　「梅園学校前」徒歩3分

34

自由見学9：00～17：00

9：30～/11：00～/13：00～
魚津忠弘氏 ◆　（各回20人）

建物
解説

自由見学10：00～16：00（外観のみ）

大野宿鳳来館・旧料亭菊水
大正ロマンの匂い漂う街のシンボル（旧大
野銀行）と新たに登録された旧料亭。

◯新城市大野上野17-2 
◯JR飯田線「三河大野」駅 徒歩10分

40

自由見学11：00～16：00

11：00～/14：00～
菅沼昭博氏  （各回20人）

建物
解説

11/19（土）

一宮市尾西歴史民俗資料館別館
旧林家住宅。大正期に美濃路沿いに建てら
れた町家だが、幕末の様相を色濃く残す。

◯一宮市起字下町211
◯名鉄「一宮」駅から
　名鉄バス乗車「起」徒歩5分

44

自由見学9：00～16：30

10：30～/14：30～
川島勝久氏 ★　（各回20人）　

建物
解説

国民文化祭まちめぐりとして実施。 （10：00～12：00/13：30～15：30 予約不要）
瀬戸蔵1階集合 ⇒ 瀬戸永泉教会 ⇒ 深川神社 ⇒ 旧山繁商店 ⇒ 無風庵

旧山繁商店
明治に創業した陶磁器卸問屋の離れ、
事務所、土蔵、倉庫など建築群を公開。

◯瀬戸市仲切町23
◯名鉄「尾張瀬戸」駅徒歩8分

43

後藤文俊氏 ★◆　（予約不要）建物
解説

興禅寺
梶原家の菩提寺と伝えられる。

◯犬山市羽黒城屋敷16
◯名鉄「羽黒」駅 徒歩6分

9

自由見学なし

10：00～/15：00～
林良忠氏 ●　（各回20人）

建物
解説

墨会館
愛知県下唯一の、日本を代表する建築家
丹下健三発展期の作品。

◯一宮市小信中島字南九反11-1
◯名鉄「一宮」駅から名鉄バス乗車
　「みづほ興業前」 徒歩10分

45

10：00～12：00／こどもガイド
13：00～17：00／墨会館ボランティア
随時対応、予約不要

建物
解説

小島家住宅「残月の間」
朝鮮伝来の「忍冬酒」を醸造販売。
「残月の間」は表千家「残月亭」の写し。

◯犬山市大字犬山字東古券633
◯名鉄「犬山」駅 徒歩10分
※建物内部の写真撮影禁止　保存協力金300円

2

自由見学なし

10：00～/11：30～/13：45～/15：15～
長谷川良夫氏 ★　（各回18人）

建物
解説

三井家住宅（米清旧宅）
「米清」の屋号を持つ米屋。
黒漆喰なまこ壁の土蔵。

◯犬山市大字犬山字東古券684
◯名鉄「犬山」駅 徒歩11分

4

自由見学なし

13：00～/14：30～/16：00～
吉田勝代氏 ★　（各回15人）

建物
解説

瀬戸永泉教会礼拝堂
瓦屋根の木造洋風教会堂。アーチや六角
形の窓など、素朴な意匠も魅力的。

◯瀬戸市杉塚町５
◯名鉄「尾張瀬戸」駅徒歩12分

42

伊藤京子氏 ★◆　（予約不要）建物
解説

建物一覧の見方

名古屋テレビ塔
塔博士内藤多仲が設計した日本電波塔の
名作。今も名古屋の顔。

17

9：30～10：15/17：15～18：00
若山宏氏 ●　（各回15人）

建物
解説

◯名古屋市中区錦三丁目6-15先
◯地下鉄「栄」駅 徒歩3分
※1階入口集合

自由見学の時間

建物解説者名
★あいちヘリテージマネージャー
◆なごや歴まちびと
●所有者
（　）の人数は各回の定員


