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平成３１年１月１２日版

「第２３回戦争遺跡保存全国シンポジウム熊本大会」タイムスケジュール（案）

第２３回戦争遺跡保存全国シンポジウム熊本大会実行委員会

１ 大会名 第２３回戦争遺跡保存全国シンポジウム熊本大会

２ 開催期日 平成３１年８月２４日(土曜日)～平成３１年８月２５日(月曜日)
□設営・準備 平成３１年８月２３日(金曜日)午前・午後
□開催日 平成３１年８月２４日(土曜日)～８月２５日(日曜日)
□８月２３日（金）午後は全国運営委員会 □２６日（月）は見学会

３ 会 場 熊本市国際交流会館 熊本市中央区花畑４－１８

URL：http://www.kumamoto-if.or.jp/ ０９６－３５９－２０２０

４ 参加予定 約２００～２５０名

５ 主催者 第２３回戦争遺跡保存全国シンポジウム熊本大会実行委員会
戦争遺跡保存全国ネットワーク

６ 当日タイムスケジュール案

（１）８月２３日(金) 大会前日の最終実行委員会

時 間 項 目 場 所 概 要 担当団体・対応者

13:00 ～ 大会前日の最 中会議室 〇２４日受付手渡し資料の 実行委員全員
17:00 終実行委員会 袋詰め等

頃を目処 〇受付一覧表の最終確認 戸嵜・髙谷
○髙谷宅に郵送されてきた 持込：髙谷
書籍を、国際交流会館に 確認等：石川、
持ち込み、書籍シートと 諸隈・山野・今福
チェック、一覧表作成

16:00～ 全国運営委員 中会議室 〇全国動向の協議 堀、髙谷 他
会 〇総会運営資料の協議

〇全国シンポジウム確認
〇大会アピール文案 他

18:30～ 全国運営委員 近隣の郷土料 堀、髙谷
との会食 理店・宴会場 希望者

（２）８月２４日(土) 大会１日目

時 間 項 目 場 所 概 要 担当団体・対応者

10:00～ 関係団体集合 ６階ホール 本日のタイムスケジュール 実行委員全員
各団体紹介 説明、本日初参加の団体・
日程確認 個人の自己紹介 等

10:10～ 会場設営 ※別途配置図 正面横幕看板・横幕 （赤瀬・勝又）
持参ＰＣ調整・配置・講演 （石川・末永）
及びブレークタイムプレゼ
ン

受付設営 ※別途配置図 ホール入口に設置 （戸嵜・安藤）
受付担当者
作成資料

全国戦跡・県 パーティション設置・パネ （赤瀬・勝又）
内パネル設置 ル貼り付け

11:000 弁当搬入 中会議室 各自昼までに摂食 （宮川・髙谷）

11:30 会場案内・誘 交流会館入口 会場への案内及び誘導 （語り継ぐ会）
～ 13:00 導 ・１階 ※コンベンション協会設置

http://www.kumamoto-if.or.jp/
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看板は会場・空港・熊本駅

12:00 受付 ６階ホール前 □事前申し込み者 （戸嵜・安藤・語り
～ 13:30 の入口横 名簿、資料袋、参加・弁当 継ぐ会）

券・見学券・領収書他
□当日申し込み者
□報道関係対応 （髙谷・堀）
□会計・監査 （戸嵜・矢加部）
□戦跡ネット会員会費納入 （長野の事務局）
□２６日現地見学会の紹介 （髙谷・永田・二見)

12:30 頃 接待 ６階控室 講演・猪飼隆明先生 堀
７階控室 Breakタイム：くまモン隊 石川

13:00 全体会 ６階ホール 司会（上村）
□主催者挨拶
（堀熊本大会実行委員長） 記念講演

13:30 □記念講演（堀支援） 「熊本城と第六師団」
14:40 □ブレークタイム ※ブレークタイム：１０分 猪飼隆明氏

くまモン隊出動（石川支援） 復旧・復興の様子、熊本地 大阪大学名誉教授
15:00 □基調報告（出原共同代表） 震からの復興支援のお礼、 地域報告１

□地域報告１ 熊本（髙谷） くまモン体操 「熊本の現状と課題」
地域報告２（ 未定 ） くまもと戦跡ネッ

15:40 □閉会挨拶（十菱共同代表） ト 髙谷

15:50 会員総会 ６階ホール ２０１９年度総会 戦跡ネット会員
～ 16:20 髙谷

16:20 分科会打合せ ７階展望ロビ 報告者・全国運営委
ー側・３箇所 員

16:00 会場片付け ６階ホール 正面横幕看板・横幕等の撤 （赤瀬・勝又）
～ 16:55 及びロビー 去

ロビー展示物撤去

17:00 全国交流会の 会場まで （ ）
～ 18:00 道案内 ※地図用意か

18:00 全国交流会 ＫＫＲ □司会（ ・ （ ）
～ 20:00 ホテル熊本 全国運営委員の村田さん）

有明・不知火 □実行委員長開会挨拶 堀
の間 □閉会挨拶 髙谷他の方々

（３）８月２５日(日) 大会２日目

時 間 項 目 場 所 概 要 担当団体・対応者

8:30 実行委員集合 本日のタイムスケジュール 実行委員全員
日程確認 確認 等

8:45 会場案内・誘 交流会館入口 会場への案内及び誘導 （安藤・語り継ぐ会）
～ 9:30 導 ・１階

8:45 受付 ４階ホール前 □事前申し込み者 （戸崎・安藤・語り
～ 10:00 の入口横 名簿、資料袋、参加・弁当 継ぐ会）

券・見学券・領収書他
□当日申し込み者
□報道関係
□２６日現地見学会紹介
□分科会会場への案内
□昼食弁当の受け渡し

9:00 分科会① 第１会議室・ 保存運動の現状と課題 全国運営委員２人
～ 15:00 ４階（４５人） （小山内・矢加部）
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全体掌握 分科会② 第３会議室・ 調査の方法と整備技術 全国運営委員２人
：末永 ４階（８１人） （末永・多田）

分科会③ 大広間Ａ・Ｂ 平和博物館と次世代への継 全国運営委員２人
５階（１０４ 承 （三隅・高野）
人）

15:10 閉会集会 大広間Ａ・Ｂ 司会（上村）
～ 16:00 □分科会報告①（東海林他）

□分科会報告②（菊池他）
□分科会報告③（岩脇他）
※各分科会報告は、上記の
全国運営委員

□大会アピール文採択 大会アピール文詠み
※事務局提案を運営委員会で 上げ
協議し、案提示 （若い世代で ）

□次年度開催地挨拶
・東大和市予定（中野さん）

□実行委員会挨拶（髙谷）
□閉会挨拶

10:00 図書交換会 ２会議室・５ □書籍シートとチェック （石川、荒尾二造の
～ 14:00 階 □一覧表確認 会：諸隈・山野・

□会計 今福）
□書籍交換会返本・書籍代
支払い準備

16:00 受付・案内 ４階ホール前 □２６日現地見学会案内 （二見・永田・髙谷）
～ 17:00 の入口横 □帰りの交通機関案内 （安藤・語り継ぐ会）

□書籍交換会返本・書籍代 （石川）
支払い

（４）８月２６日(月) 大会３日目 ※オプションで設定。コース・時間等の要検討

時 間 項目・場所 概 要 担当団体・対応者

Ａコース 熊本市立図書館「２０１９ 夏の平和展」 案内（熊本：二見
9:00 「熊本市内の →歩兵第１３連隊食堂（現熊本学園大学第 ・堀）
～ 12:30 戦跡をめぐ ２体育館）十三聯隊正門他 →三菱熊本航 タイムキーパー

る」 空機製作所第２組立工場（現西部方面総監 （吉田）
部九州補給支処） →義烈空挺隊慰霊碑、
陸上自衛隊戦史資料室

Ｂコース 再春荘留魂碑→旧逓信省熊本航空機乗員養 案内（菊池：永田、
9:00 「菊池飛行場 成所奉安殿→菊池飛行場ミュージアム→菊 合志：上田）
～ 15:00 と黒石原奉安 池飛行場給水塔・油倉庫・弾薬庫・格納庫 タイムキーパー

殿をめぐる」 ※昼食は泗水公民館 （伊藤）

待機 本部詰め 市民会館前８時４５分集合、９時スタート 髙谷
１２時半、１５時頃市民会館着 ※バス対応：宮川

８ 緊急時の対応
（１）地震・台風等で対応が必要となった場合

○協議結果は、担当者携帯に髙谷から連絡を入れます。

（２）見学会等で体調不良者がでた場合

事務局連絡先
第２３回戦争遺跡保存全国シンポジウム熊本大会実行委員会

事務局長 髙谷 和生（たかたに かずお）
□〒８６５－００６１ 熊本県玉名市立願寺１２６－５
□携帯 ０９０－１５１３－５２８
□メールアドレス takayanagi912@yahoo.co.jp
□ＨＰ https://www.kumamoto-senseki.net/


