第４２回全国町並みゼミ川越大会
参加募集要項

【川越大会 ２日目】 ２月１日(土)
・会場：ウェスタ川越（川越市新宿町 1-1-17）

●日程・場所
【川越大会 １日目】 １月３１日(金)
※分科会ごとに受付場所・まち歩きのコース・分科
会の会場が異なります。
※特に、第１分科会・第２分科会・第５分科会は受
付場所と分科会会場が異なります。大きな荷物は
事前に宿泊先に預けてください。
(1)12:30～13:00 分科会受付
・第①分科会：喜多町会館（喜多町 4-4）
・第②分科会：蓮馨寺講堂（連雀町 7-1）
ちゃとうえん
・第③分科会：川越大蔵 茶陶苑（仲町 2-6）
・第④分科会：小島家住宅（連雀町 13-4）
・第⑤分科会：喜多町会館（喜多町 4-4）
・第⑥分科会：Chabudai ちゃぶだい（三久保町 1-14）
※本資料３頁に最寄バス停をお知らせしています。
れ ん け い じ

(2)13:00～14:30 まち歩き
※分科会ごとにコースが異なります。
(3)14:45～17:45 分科会
・第①分科会：川越大蔵 茶陶苑（仲町 2-6）
・第②分科会：喜多町会館（喜多町 4-4）
・第③分科会：蓮馨寺講堂 ２階（連雀町 7-1）
・第④分科会：小島家住宅（連雀町 13-4）
・第⑤分科会：蓮馨寺講堂 １階（連雀町 7-1）
・第⑥分科会：Chabudai ちゃぶだい（三久保町 1-14）
※まち歩きに掛かる時間によって開始時間が前後す
る場合があります。
※各分科会のテーマ・概要等はチラシをご参照くだ
さい。
(4)18:30～20:30 懇親交流会
・会場：ラ･ボア･ラクテ（川越駅西口：脇田本町 22-5）

(1)09:00～10:00 ブロック会議
※全国町並み保存連盟は７つのブロックで活動して
います。会員の方以外でも参加できます。会場は
別途お知らせします。
(2)10:15～10:45 全体会 開会式
・会場：多目的ホール(１階)(以降同じ)
(3)10:45～12:00 基調講演
(4)12:00～12:15 休憩、お弁当受け渡し
(5)12:15～13:30 各地からの報告
（※お弁当を食べながら。）
(6)13:30～14:30 分科会報告
(7)14:30～15:30 峯山冨美賞贈呈式・閉会式

【３日目】 ２月２日(日)：オプショナルツアー
(a)「和装文化の足元を支え続ける足袋蔵のまち行田
まち歩き」
10:10～12:00 集合場所＝足袋蔵まちづくりミュ
ージアム(行田市行田 5-15)
(b)「和紙のふるさと小川町探訪」
10:00～12:00 集合場所＝小川町駅前(東武東上
線･JR 八高線)
※川越大会の申込みの際に同時にお申込みください。
※当日の集合場所までの移動はご自身で手配してく
ださい。なお、(a)の最寄駅 秩父鉄道｢行田市駅｣
までは川越駅から大宮駅・熊谷駅を経由した場合
で１時間半程度、(b)の最寄駅｢小川町駅｣までは川
越駅からで 40 分程度の所要時間が掛かります。

【前日】 １月３０日(木)：プレイベント in 谷中
15:00～19:30 東京文化財研究所 セミナー室（台
東区上野公園 13-43 地下１階）
※このプレイベントのお申込み先は『(NPO)全国町並
み保存連盟』へ。川越大会事務局ではありません
のでご注意ください。
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●お申込み方法・流れ
(1)お申込み
お申込み方法は次の３つですが、極力、(a)または
(b)の方法でお申込みください。FAX での受付けは
おこないませんのでご注意ください。
a)大会のホームページの中にある申込フォームで
直接入力。
b)ホームページからダウンロードし入力した申込
書の Excel ファイルまたは手書きで書き込んで
スキャンした PDF ファイルを、メールに添付し
て送信。
c)ホームページからダウンロードした申込書の
Excel または PDF に手書きした紙を郵送。
申込先
・Ｅメール machizemi@kuranokai.org
・郵送先
〒350-0062 埼玉県川越市元町 1-12-2
全国町並みゼミ川越大会事務局 宛

※申込期日：2019 年１２月２７日(金)まで
(2)事務局側からの返信
・申込書を受領後、合計金額・振込先・決定した分
科会等について、当事務局から返信します。
(3)振込
・事務局からの返信内容をご確認後、原則 12 月 27
日(金)までにお振込みください。
・申込者と振込者が異なる場合は、振込用紙の通信
欄等に「申込者の氏名」を必ずお書きください。
・振込手数料は参加者負担となります。
※一度納入いただいた参加費等の費用は原則返金し
ません。

●振込先
(a)ゆうちょ銀行から現金で払込む場合
-郵便局にある青い振替用紙をお使いください
・口座記号番号：００１５０-１-６７４０２２
・口座名称：第４２回全国町並みゼミ川越大会実行委員会
（ﾀﾞｲﾖﾝｼﾞｭｳﾆｶｲｾﾞﾝｺｸﾏﾁﾅﾐｾﾞﾐｶﾜｺﾞｴﾀｲｶｲｼﾞｯｺｳｲｲﾝｶｲ）
・ご依頼人欄には申込者の名前をご記載ください。

(b)お手持ちのゆうちょ銀行の通帳から電信振替、ま
たは他の金融機関からの振込をおこなう場合
・銀行名：ゆうちょ銀行
・店名：〇三八（読み=ぜろさんはち）
・店番：０３８
・預金種目：普通預金
・口座番号：８８３１８７６
・送金先：ﾀﾞｲﾖﾝｼﾞｭｳﾆｶｲｾﾞﾝｺｸﾏﾁﾅﾐｾﾞﾐｶﾜｺﾞｴﾀｲｶｲｼﾞｯｺｳ
ｲｲﾝｶｲ（第４２回全国町並みゼミ川越大会実行委員会）
・送金者には申込者の氏名を記載してください。

●大会参加費の区分
・「会員」とは、(NPO)全国町並み保存連盟の会員、
および当川越大会実行委員会の構成団体に所属し
ている方が該当します。参加費は 4,000 円。
・
「学生」とは、現在大学・専門学校等に在籍してい
る方が該当します。参加費は 3,000 円。ただし、
スタッフとしてご協力いただく方を除きます。
・
「川越市民かつ二日目のみ参加」とは、川越市内に
．．．
在住・在勤している方で、当大会の二
日目(2/1)
．．
のみの参加の方が該当します。参加費は無料にな
りますが、当日プログラムはお渡しせず、大会後
作成予定の報告書もお送り致しません。
・
「二日目のみ参加」とは、川越市内に在住・在勤し
．．．
．．．
．．
ていない方で、当大会の二日目(2/1)のみの参加の
方が該当します。この区分で事前申込みいただい
た方には当日プログラムをお渡しするほか、報告
書も後日郵送させていただきます。参加費は
2,000 円です。
・
「一般」とは、上記以外の方になります。参加費は
5,000 円です。

●分科会への参加申込
・分科会は、いずれの会場も収容人員に限りがあり
ます。参加申込の際に第３希望まで記載ください。
・分科会は先着受付順とさせていただき、ご希望に
沿えない場合がある旨ご了承ください。
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1-10-6） https://www.facebook.com/cocowa.guest/

●オプショナルツアーへの参加申込
・オプショナルツアーは定員制です。先着受付順と
させていただき、ご希望に沿えない場合がある旨
ご了承ください。

●宿泊・交通について
※ご宿泊はご自身で手配くださいますようお願い
します。当川越大会事務局ではご宿泊の受付はお
こないませんのでご注意ください。
【川越市内の主な宿泊施設】
（名称 所在地 電話番号 客室数）
・松村屋（元町 1-1-11）049-222-0107 14 室
・星野旅館（小仙波町 1-17）049-222-0264 8 室
・川越ビジネスホテル（富士見町 12-2）049-224-6811
27 室
・カプセルイン川越（脇田町 18-3）049-223-3211
90 室 ＊男性のみ
・川越東武ホテル（脇田町 29-1）049-225-0111
103 室
・川越第一ホテル（菅原町 7-34）049-226-3711
154 室
・川越プリンスホテル（新富町 1-22）049-227-1111
110 室
・ホテル三光（新富町 1-9-1）049-226-2641 64 室
・デイリ-ホテル小江戸川越店（連雀町 22-5）
049-222-1100 120 室
・セントラルホテル川越（中原町 2-21-6）
049-222-0010 36 室
・UTILITY HOTEL cooju クージュ（脇田町 17-4）
049-299-5645 25 室
・ス-パ-ホテル埼玉・川越（新富町 2-31-5）
049-290-9000 104 室
（上記は川越市役所ＨＰ「宿泊施設」から作成）
http://www.city.kawagoe.saitama.jp/smph/welcom
e/kotsu_shukuhakujoho/shukuhakushisetsu.html
◎その他、以下のゲストハウスなどがあります。
・Chabudai ちゃぶだい（三久保町 1-14）
049-214-1617 男女混合ﾄﾞﾐﾄﾘｰ(8 名)･女性専用
ﾄﾞﾐﾄﾘｰ(4 名)･個室(1～3 名) ＊古民家を再生
・ここ和 小さなゲストハウス＆カフェ（中原町

◎周辺都市にもビジネスホテルがあります。

【交通について】
◎川越は、鉄道が３路線乗り入れています。
・ＪＲ川越線（大宮から 22 分）の川越駅
・東武東上線（池袋から最速 32 分）の川越駅・川越
市駅
・西武新宿線（新宿から特急で 45 分）の本川越駅
◎高速リムジンバス（羽田空港～川越駅西口・本川
越駅）が１日８便約２時間（交通事情によって異
なりますので、ＨＰ等ご確認ください）。
◎一番街～本川越駅～川越駅東口の移動は路線バス
があります。
各受付場所・分科会会場について、駅からの距離
と最寄りのバス停は以下。
・【喜多町会館（喜多町 4-4）】第１分科会受付、第
５分科会受付、第２分科会会場：川越駅から約
2.3km。東武バスの系統番号が｢川越 01｣｢川越 02｣
｢川越 03｣｢川越 04｣のいずれかに乗り『喜多町』バ
ス停で下車。
（第１・第５分科会の方は受付場所へ
集合の際、駅から距離がありますのでバスのご利
用をお勧めします。）
・【Chabudai ちゃぶだい（三久保町 1-14）】第６分科
会受付・会場：川越駅から約 1.8km。東武バスの
系統番号が｢川越 06｣｢川越 08｣のいずれかに乗り
『松江町二丁目』バス停で下車。
・【川越大蔵 茶陶苑（仲町 2-6）】第３分科会受付、
第１分科会会場：川越駅から約 1.6km。東武バス
の系統番号が｢川越 01｣｢川越 02｣｢川越 03｣｢川越
04｣のいずれかに乗り『仲町』バス停で下車。
・
【小島家住宅（連雀町 13-4）】第４分科会受付・会
場：川越駅から約 1.5km。東武バスの系統番号が
｢川越 01｣｢川越 02｣｢川越 03｣｢川越 04｣のいずれか
に乗り『蓮馨寺』バス停で下車。
・【蓮馨寺講堂（連雀町 7-1）】第２分科会受付、１
階＝第５分科会会場、２階＝第３分科会会場：川
越駅から約 1.5km。東武バスの系統番号が｢川越
01｣｢川越 02｣｢川越 03｣｢川越 04｣のいずれかに乗り
『蓮馨寺』バス停で下車。
（川越市役所ＨＰ「川越市バスマップ(市内中心部)」
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もご参照ください。
https://www.city.kawagoe.saitama.jp/kurashi/kotsudor
okasen/train_bus/busmap3rd.files/03_sakuin_3.pdf）
◎２日目の会場のウェスタ川越は、川越駅西口から
徒歩５分です。

●その他
※大会中、記録用として撮影される写真やビデオに
貴方が写る可能性がありますのでご了承ください。
※大会後に作成予定の報告書に参加者皆さまのお名
前を掲載させていただく場合がありますのでご了
承ください。

●お問合せ先
(1)川越大会についてのお問合せ先
【第 42 回全国町並みゼミ川越大会事務局（(NPO)
川越蔵の会）
】
・住所：〒350-0062 埼玉県川越市元町 1-12-2
・Ｅメール：machizemi@kuranokai.org
・TEL・FAX：049-222-2330
・ホームページ：www.kuranokai.org
※事務局はスタッフが常駐していないため、極力、
Ｅメールでお問合せください。電話は事務局開設
日のみお受けできますので、ホームページの「ス
ケジュール」で開設日をご確認の上、ご連絡くだ
さい。
(2)全国町並みゼミ・プレイベントやオプショナルツ
アーについてのお問合せ先
【全国町並み保存連盟事務局】
・TEL：03-6240-0321（平日 13 時～17 時、不在時は
留守番電話にいれてください。折り返します）
・Ｅメール：matinami@pop02.odn.ne.jp
(3)２日目「川越都市景観シンポジウム」についての
お問合せ先
【川越市役所都市景観課 都市景観担当】
・TEL：049-224-5961（直通）
（ver.191214r）
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