たたら研究会 平成２７年度福山大会のご案内
―広島県における鉄･鉄器生産をめぐって―
主催：たたら研究会・後援：福山市教育委員会

一日目（１２月１２日〔土〕）研究発表
会

場

福山市立大学 研究棟１Ｆ 中講義室Ａ
〒721-0964 広島県福山市港町二丁目 19 番 1 号

TEL：084-999-1111

http://www.fcu.ac.jp/（福山市立大学ホームページ）
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研究発表１

福山市の製鉄・鍛冶関連遺跡について

古 瀬 清 秀 会長
福山市教育委員会 内田 実
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研究発表２

近世後期尾道における鉄と鉄製品の流通について
（公財）三井文庫

14:05

研究発表３

下向井 紀彦

北広島町小見谷製鉄遺跡保存会の取り組みについて
北広島町教育委員会 沢元 史代
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たたら研究会 平成２７年度総会
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会
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懇 親

会

(社)福山労働会館みやび
（懇親会会場へは福山市立大学から専用バスで移動）
〒721-8588 福山市南蔵王町 4 丁目 5 番 18 号

TEL 084-925-3800

二日目（１２月１３日〔日〕）エクスカーション（見学会）
エクスカーション
会員を限定に実施するもの。大型バス１台を借上げ周辺の製鉄関連施設などを巡る。
8:30 福山駅（北口 観光バス乗降場）大型バス乗車
福山オート観光

〒721-0973 広島県福山市南蔵王町６丁目１５−１４

TEL：084-943-1234

9:00～11:30 ＪＦＥスチール西日本製鉄所 福山地区（圧延工場見学）
〒721-8510 広島県福山市鋼管町 1 番地

12:00～13:00 昼

TEL：084-945-3118

食 「小魚阿も珍 川口店」
〒720-0821 広島県福山市東川口町 3-18 TEL.084-981-3333

13:30～14:30 福山市鞆の浦歴史民俗資料館
〒720-0202 広島県福山市鞆町後地

14:30～16:00 鞆の町並み散策（自由時間）

16:30 福山駅着･解散（予定）

TEL：084-982-1121

懇親会会場
(社)福山労働会館

みやび

研究発表会場
福山市立大学

研究発表会場と懇親会会場の地図
福山市立大学へのアクセス
ＪＲ福山駅から、タクシー：約 10 分
中国バス：福山駅前２番乗り場、手城経由鋼管病院行きで、
「港町一
丁目」下車（約９分、￥170）
福山駅前２番乗り場、手城経由引野口行き又は四十分団地
行きで「港町一丁目」下車（約８分、￥170）
福山駅前９番乗り場、新浜循環線で、
「四ツ樋」下車（約
９分、￥170）
広島空港から、リムジンバスで福山駅まで約 65 分

福山周辺地図

費

用
懇親会 会費 5,000 円前後。見学会 4,000 円前後（入館料･昼食代等含む）。ホテ
ル等宿泊施設は近辺に多数ございます。各自予約をお願いいたします。

参加申し込みについて
参加ご希望の方は、必ずハガキまたは、本案内の最後の頁をＦＡＸ
（082-424-6663）で、１．懇親会、２．見学会の参加の有無等を明記して、11
月 20 日（金）
（期限厳守）までに事務局までお申し込みください。（なお、見学
会の参加者は歩きやすい服装と靴で参加していただくよう、お願いいたします。ま
た、雨模様の場合は雨具をご用意願います。）

研究発表申し込みについて
研究発表ご希望の方は題目、パワーポイント等の使用の有無（バージョン）、発
表要旨（1,600 字以内）を、11 月 27 日（金）(期限厳守)までに事務局あてにお
送り下さい。なお、発表要旨は電子メール(テキスト)で頂ければ、有り難いです
(メール･アドレス：nojima@hiroshima-u.ac.jp)。一度、事務局にお問い合わせ
ください。
なお、今回は招待発表があり、研究発表は４名程度になります。発表希望者が
多い場合は、事務局で調整させていただくこともあります。また、当日ご使用に
なる資料は各自 100 部ご用意いただければ幸いです。

案

内
案内につきましては、広島大学考古学研究室のホームページ
（http://home.hiroshima-u.ac.jp/kouko/）内のたたら研究会のコーナーにおい
ても公開させていただく予定でございます。
(たたら研究会事務局

〒739-8522

東広島市鏡山１丁目２番３号

学院文学研究科地表圏システム学講座

広島大学大

考 古 学 研 究 室 （ 電 話 ･ FAX

082-424-6663）)
なお、一日目研究大会会場福山市立大学の駐車場は、道路を挟んだ東駐車場
（駐車可能台数は 70 台）です。北駐車場については、関係者以外使用できません。
23 時に施錠し、閉鎖いたします。上記時間内の車両の出入りは出来ません。駐
車スペースはあまり広くないため、可能な限り、公共交通機関でお越しくださ
い。

宿泊案内（各自で手配をお願いいたします）
・あおいビジネスホテル
福山市南本庄 1-3-3

TEL 089-923-3981

（一人シングル 5,000 円程度）

・ベッセルホテル福山
福山市南本庄 3-4-37

TEL 084-920-0101

（一人シングル 7,000 円程度）

TEL 084-925-8111

（一人シングル 6,000 円程度）

・サンホテル福山
福山市城見町 1-2-33
・ビジネスイン福山
福山市本庄中二丁目 10-6

TEL 084-924-1573

（一人シングル 5,000 円程度）

・福山オリエンタルホテル
福山市城見町 1-1-6

TEL 084-927-0888

（一人シングル 6,000 円程度）

TEL 084-925-3337

（一人シングル 5,000 円程度）

・福山ステーションイン
福山市城見町 1-1-2
・福山ターミナルホテル
福山市宝町 2-30

TEL 084-932-3311

（一人シングル 6,000 円程度）

・福山と～ぶホテル
福山市三之丸町 1-1

TEL 084-925-3181

（一人シングル 6,000 円程度）

・福山プラザホテル
福山市住吉町 1-40

TEL 084-923-7511

（一人シングル 6,000 円程度）

・福山ローズガーデンホテル
福山市三之丸 1-4-8

TEL 084-928-2777

（一人シングル 5,000 円程度）

・ベッセルイン福山駅北口
福山市三之丸 1-2-1

TEL 084-991-1000

（一人シングル 8,000 円程度）

・ベネフィットホテル福山
福山市霞町 2-5-7

TEL 084-924-6280

（一人シングル 5,000 円程度）

・ホテル 1-2-3
福山市東桜町 1-41

TEL 084-932-3939

（一人シングル 5,000 円程度）

・ホテルエリアワン福山
福山市三之丸 9-12

TEL 084-922-9999

（一人シングル 6,000 円程度）

・カンデオホテルズ福山
福山市御船町 2-8-20

Tel 084-932-7500

（一人シングル 7,000 円程度）

・リッチモンドホテル福山駅前
福山市東桜町 1-1

TEL 084-973-8030

（一人シングル 8,000 円程度）

・丸の内ホテル
福山市丸之内 1-3-3

Tel 084-923-2277

（一人シングル 5,000 円程度）

たたら研究会平成 27 年度福山大会（FAX）
たたら研究会事務局（広島大学考古学研究室）

１２月１２日（土）研 究 会 ･ 総 会

FAX 082-424-6663
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なお、研究会に来られない会員はファックスをお送りいただかなくても結構です。

