資料２
長野市歴史まちづくりシンポジウム（案）
～

ながの歴史まちめぐり 善光寺と真田氏 ～

１

開催の目的
長野市歴史的風致維持向上計画を多くの市民の方に知っていただき、市民の方との協働により、
これまで以上に歴史まちづくりが推進していくきっかけになることを願い、シンポジウムを開催
します。

２

シンポジウムの概要
(1) 主 催
長野市歴史的風致維持向上協議会（事務局：長野市、長野市教育委員会）
(2) 開催日
平成 27 年 10 月 20 日（火）
(3) 会 場
長野市生涯学習センター（トイーゴウエスト）
４階 大学習室１（100 名程度 見込み）
(4) プログラム（案）
・13:00
開場
（司会 まちづくり推進課 歴史的まちなみ整備室 関室長）
・13:30
・13:35

・13:45

・14:35
・14:45

・15:40
・15:50

・16:30

３ その他
(1) 参加者
(2) 広 報
(3) 写真展

開会 あいさつ 長野市歴史的風致維持向上協議会 北村会長
長野市歴史的風致維持向上計画の概要説明
まちづくり推進課 橋本課長
第１部 基調講演
「（仮）善光寺と真田氏」
講師：宮下 健司氏（元長野県立歴史館総合情報課長）
休憩 10 分
第２部 公開討論会（パネルディスカッション）
（仮）「歴史的風致維持向上計画」に関する地域の取組みについて
コーディネーター：梅干野 成央氏（信州大学工学部准教授）
パネリスト：
若麻績 千冬氏（善光寺周辺地域まちづくり協議会会長）
香山 篤美氏（松代地区住民自治協議会副会長）
中村 公夫氏（鬼無里地区歴史風致維持向上協議会委員）
極意 憲雄氏（戸隠中社・宝光社地区まちづくり協議会事務局長）
北村 正博氏（長野市歴史的風致維持向上協議会会長）
休憩 10 分
第３部 絵解き口演
さんちんじゅ
「善光寺三鎮守と善光寺参りの絵解き」
講師：小林 玲子氏（絵解き口演家／長野郷土史研究会副会長）
閉会 都市整備部 轟部長

制限なし、入場無料、申し込み不要
チラシ作成 1,000 部、投げ込み、HP、広報ながの
長野市の昔の街なみや生活風景の写真を展示

長野市（都市整備部）プレスリリース（案）
平成 27 年

月

日

長野市歴史まちづくりシンポジウムの開催について

長野市では、「長野市歴史まちづくりシンポジウム」の開催を予定しています。
つきましては、大勢の方にご参加をいただくため、広く市民の皆様にご周知ください
ますようお願いいたします。

詳細
1

趣

旨

長野市では、門前町として栄えた善光寺周辺、真田十万石の城下町
として発展した松代、山岳信仰集落を成す戸隠、山間地交通の要路
鬼無里、旧北国街道の宿場町など、特色ある地域に残る歴史的建造物
や伝統文化を保存・活用したまちづくり（歴史まちづくり）を推進す
るため、平成 25 年４月に「長野市歴史的風致維持向上計画」を策定
しました。この計画を多くの市民の方に知っていただき、市民の方と
の協働により、これまで以上に歴史まちづくりが推進していくきっか
けになることを願い、シンポジウムを開催します。

2 概 要
(1) 主 催
(2) 日 時
(3) 会 場
(4) 内 容

長野市歴史的風致維持向上協議会（事務局：長野市、長野市教育委員会）
平成 27 年 10 月 20 日（火） 13:30～16:30（開場 13:00）
長野市生涯学習センター（トイーゴウエスト） ４階 大学習室１
第１部 基調講演 「（仮）善光寺と真田氏」
講師 宮下 健司氏（元長野県立歴史館総合情報課長）
第２部 公開討論会（パネルディスカッション）
（仮）
「歴史的風致維持向上計画」に関する地域の取組み
について
さんちんじゅ
第３部 絵解き口演 「善光寺三鎮守と善光寺参りの絵解き」
講師 小林 玲子氏（絵解き口演家／長野郷土史研究会副会長）
3 その他
どなたでもご参加いただけます。事前の申し込みは必要ありません。
※ 詳細については、別紙リーフレットをご参照ください。

都市整備部
（課長） 橋本

まちづくり推進課

和巳

電話：直通 026-224 -8779

（担当） 宮澤 幸信
FAX：026-224-7297

E－mail：machi@city.nagano.lg.jp

平成27年度 ⻑野市 歴史まちづくりシンポジウム

〜ながの歴史まちめぐり

善光寺と真⽥⽒

松代城跡
松代城跡

善光寺本堂
善光寺本堂

⽩髯神社祭礼（⻤無⾥）
⽩髯神社祭礼（⻤無⾥）

〜

⼾隠神社
⼾隠神社柱松神事
柱松神事

川⽥宿ガイドの会
川⽥宿ガイドの会
〈背景写真 駒返り橋通り〉

⽇時 平成27年10⽉20⽇（⽕）
13：30〜16：30（開場 13：00）

会場 ⻑野市⽣涯学習センター（トイーゴウエスト）４階⼤学習室１
プログラム
【第１部 基調講演】 宮下 健司⽒（元⻑野県⽴歴史館 総合情報課⻑）
「（仮）善光寺と真⽥⽒」
【第２部 公開討論会（パネルディスカッション）】

⼊場無料
※事前のお申込みは必要ありません。
定員

100名程度

「（仮）『⻑野市歴史的⾵致維持向上計画』に関する地域の取組みについて」
【第３部 絵解き⼝演】 ⼩林 玲⼦⽒（絵解き⼝演家／⻑野郷⼟史研究会副会⻑）
さんちんじゅ

「善光寺三鎮守と善光寺参りの絵解き」
※会場内には、⻑野市の昔の街なみや⽣活⾵景の写真パネルを展⽰します。
併せてご覧ください。

〔主催〕
⻑野市歴史的⾵致維持向上協議会
（事務局：⻑野市、⻑野市教育委員会）

⻑野市では、⾨前町として栄えた善光寺周辺、真⽥⼗万⽯の城下町として発展した松代、⼭岳信仰集落を成す⼾隠、⼭
間地交通の要路⻤無⾥、旧北国街道の宿場町など、特⾊ある地域に残る歴史的建造物や伝統⽂化を保存・活⽤したまちづ
くり（歴史まちづくり）を推進するため、平成25年４⽉に「⻑野市歴史的⾵致維持向上計画」を策定しました。
この計画を多くの市⺠の⽅に知っていただき、市⺠の⽅との協働により、これまで以上に歴史まちづくりが推進してい
くきっかけになることを願い、シンポジウムを開催します。ぜひお出かけください。

講師プロフィール等
【第１部 基調講演】 宮下

健司（みやした けんじ）

安茂⾥公⺠館館⻑／元⻑野県⽴歴史館
元⻑野県⽴歴史館
総合情報課⻑
総合情報課⻑

プロフィール
【第２部 公開討論会（パネルディスカッション）】
パネルディスカッション】
コーディネーター 梅⼲野 成央（ほやの しげお） 信州⼤学⼯学部准教授
パネリスト

若⿇績 千冬（わかおみ ちふゆ） 善光寺周辺地域まちづくり協議会会⻑
善光寺周辺地区まちづくり協議会会⻑
⾹⼭ 篤美（かやま あつみ） 松代地区住⺠⾃治協議会副会⻑
中村 公夫（なかむら きみお） ⻤無⾥地区歴史⾵致維持向上協議会委員
⻤無⾥地区歴史的⾵致維持向上協議会委員
極意 憲夫（ごくい のりお） ⼾隠中社・宝光社地区まちづくり協議会事務局⻑
北村 正博（きたむら まさひろ） ⻑野市歴史的⾵致維持向上協議会会⻑

【第３部 絵解き⼝演】 ⼩林 玲⼦（こばやし れいこ）
絵解き⼝演家／⻑野郷⼟史研究会副会⻑

プロフィール
会場案内
会場へは、できるだけ公共交通機関でお越しください。
・お⾞でお越しの⽅は、トイーゴパーキングをご利⽤ください。
・駐⾞料⾦は1時間 200 円です。
シンポジウムへご参加の⽅には最⼤で 200 円まで割引します。
・⾃転⾞でお越しの⽅は、トイーゴパーキング１階（南側）の
駐輪場をご利⽤ください。
・駐輪場は無料でご利⽤いただけます。
〔お問合せ先〕
⻑野市都市整備部まちづくり推進課
歴史的まちなみ整備室
TEL:026-224-8779（直通）
FAX:026-224-7297
FAX:026 224 7297
E-mail:machi@city.nagano.lg.jp

