10月31日㈰
会場：和歌山市勤労者総合センター

関連年表
古代 神話に熊野が登場する
BC33 熊野本宮大社創建
128 熊野三所大神、神倉山から
現在の新宮へ遷られる
317 熊野那智大社創建
816 高野山の地主神を勧請し
山王院を創建、金剛峰寺創建
慈尊院、丹生官省符神社を創建
907 宇多法皇の熊野御幸
熊野三神が合祀され
「熊野三山」へ
1193 源頼朝が石段を寄進
神倉神社と那智御瀧道の石段
1211 北条政子が
禅定院:金剛山昧院創建
1585 和歌山城築城
1590 豊臣秀吉が
那智山如意輪堂建立
1619 紀伊国藩主徳川頼宣が
一里塚を整備する
1623 頼宜公が王子跡を
石碑で整備される
1723 第６代紀州藩主宗直が
王子跡を石碑で整備
1779 蛇型地蔵建立
1816 お銀地蔵建立
1852 旧中筋家住宅が建築
1854 小判地蔵建立
1868 明治維新、神仏分離令
1872 修験道廃止令
1877 郭家住宅が建築される
1889 熊野川の大洪水で大斉原の
熊野本宮大社の7/8が大破
1891 熊野本宮大社社殿三棟1/8
を祓戸王子の山に移築
1896 和歌山県会議事堂竣工
1897 古社寺保存法制定
1906 神社合祀政策開始
1914 西村伊作邸完成
1919 史蹟名勝天然記念物保存法
1923 橋本警察署高野幹部交番完成
1926 チャプマン邸完成
1929 国宝保存法制定
1931 国立公園法制定
1938 和歌山県庁本館完成
1941 旧和歌山県議会議事堂移築
1950 文化財保護法制定
1957 自然公園法定
1958 和歌山城再建
1961 和歌山大学の松下会館完成
1962 旧和歌山県議会議事堂
第2回目の移築2
1965 南方熊楠記念館完成
1972 世界遺産条約採択される
1974 トルコ記念館開館
旧中筋家住宅が
国の重要文化財指定
1978 アドベンチャーワールド 開園
1988 アドベンチャーワールドに
パンダ来園
1992 日本国が世界遺産条約を批准
1994 和歌山県立博物館開館
和歌山県立近代美術館開館
1996 文化財保護法改正により
「登録有形文化財」の指定開始
文化庁が「歴史の道百選」に
『熊野参詣道（伊勢路・中辺路
・紀伊路）』と『高野参詣道－
町石道』選定
2004 「紀伊山地の霊場と参詣道」
が世界文化遺産に登録される
旧和歌山県議会議事堂が
登録有形文化財に登録
2009 和歌山県世界遺産センター完成

2013「和歌山県庁本館」が
国の登録有形文化財に指定
2015 高野山中門172年ぶりに再建
2016 「紀伊山地の霊場と参詣道」
に追加登録がされる
2017 「南方熊楠記念館」新館完成
「旧和歌山県会議事堂」が
国の重要文化財に指定
2019 「南方熊楠記念館本館」が
国の登録有形文化財に指定
2020 「旧チャプマン邸」が
国の登録有形文化財に指定

定員：各6０名

10月30日㈯
会場：旧和歌山県会議事堂

13:00～

定員：100名

『和歌山城の木造遺産』
講師：水島 大二 先生

14:00～講演会

和歌山城から移築された木造で残っ
ている建築物についての話を伺います

14:40～

『正忍記について』
講師：福田 光男 先生
日本三大忍術伝書の一つ、紀州で
編纂された「正忍記」についてのお話を
伺います。

11月3日（祝）
会場：和歌山県立近代美術館
定員：各会120名

13:30～
『増田八郎の仕事』
講師：藤 隆宏 先生
和歌山県庁本館設計者でもあり、
大正時代以降の日本の国家の近
代化と共に歩まれた増田八郎氏
のお話。

14:40～
『黒川紀章のデザインin和歌山
（仮称）』

講師：吉田 行雄 先生

「日本の国のカタチ（仮称）」
講師：伊勢﨑 賢治 先生
平和を希求する武装解除と
紛争予防の世界的な専門家
で東京外国語大学教授の伊
勢崎先生からお話を伺います。

16:30～見学会
旧和歌山県会議事堂の建
物の内部を見学しながら一級
建築士・ヘリテージマネージャー
の中西重裕先生からお話を伺
います。

18:00～ジャズライブ
奏者は、トランペッターとしても
活躍する伊勢崎賢治先生、
タレント・俳優・ミジンコ研究家
としても知られているサックス奏
者の坂田明氏、ピアノは作曲
家としても日本のジャズ界を牽
引する田中利佳氏です。

故黒川紀章氏が設計した和歌
山県内にある建築物についてのお
話を伺います。

11月21日㈰
コース：三谷坂
約7.5km
集合：9:30
JR妙寺駅
定員：３０名
案内人：小野田真弓
和歌山県世界遺産マスター

ヘリテージサポーター

世界文化遺産に登
録されている「紀伊山
地の霊場と参詣道」
の追加登録になった
「三谷坂」や世界遺
産の説明を受けなが
ら、地域の文化に触
れ、平和のことを一緒
に考えながら歩く
ウォーキング会です。

11月13日㈯
13:30～
会場：高野町中央公民館
定員：100名
『高野山と近代建築
（仮称）』

11月７日㈰

2017年に170年ぶ
りに高野山壇上伽藍
にある「中門」を再建さ
れた宮大工棟梁で一
級建築士・ヘリテージ
マネージャー、和歌山
県世界遺産マスターの
尾上恵治先生から
「高野山と近代建築
物について」のお話を
伺います。

会場：和歌山県立図書館

定員：各会９０名

13:30～
『SDGs未来都市
和歌山市の取組』
講師：滝本 智史 先生

14:40～

『宇宙輸送の発展と
の活用について』
講師：講師：清水 幸夫 先生
JAXA宇宙教育センターアドバイザー

11月5日㈮～9日㈫
展示時間：11～16時
（最終日は午前中）

会場：和歌山城ホール
写真展
「写真で見る
和歌山の近代建築展」
（協力 南方熊楠記念館）

文化財の登録の有無に関わら
ず県内の近代建築物の写真
を展示します。

11月6日㈯
会場：

南方熊楠記念館本館
別途入館料が必要です

定員：各会３０名

13:30～
『パンダと取り組むSDGs』
講師：中尾 建子 先生
アドベンチャーワールドで取り
組んでいるSDGsのお話を伺
います。
14:40～

『宇宙と熊野と粘菌と』
講師：久保田 弘敏 先生
小型人工衛星に「粘菌」を搭
載し、宇宙に打ち上げられた
お話を伺います。

11月20日㈯
10:00～フィールドワーク
『松田茂樹の仕事』
集合：トルコ記念館 前
別途入館料が必要です

講師：高垣 晴夫 先生
ﾍﾘﾃｰｼﾞﾏﾈｰｼﾞｬｰ
定員：3０名
トルコ記念館周辺を散策しな
がら、和歌山県技師でトルコ
軍艦遭難慰霊碑を設計した
松田茂樹氏が近代建築に果
たした役割についてのお話を
伺います。

13:00～

「体験！ロケットの高さ」
会場：潮岬青少年の家
定員：200名
串本町に建設されるロケット
発射場から打ち上げられるロ
ケットの大きさのバルーンの
展示をします。

11月14日㈰
13:30～
会場：旧チャップマン邸
『大辺路沿に残る近代建
築と西村伊作について』
講師：西山 修司先生
建築史家
定員：７０名
世界文化遺産に登録さ
れている「紀伊山地の霊場
と参詣道」の大辺路沿いに
残る近代建築物と旧チャッ
プマン邸を設計された故西
村伊作氏についてのお話を
伺います。

