第１回 建築家・澤野眞一と巡るバワ建築の旅

熱帯建築家・ジェフリーバワの源流に触れる
スリランカの旅 ８泊 10 日
2018 年 09 月 20 日(木) 成田午前発～2018 年 09 月 29 日(土) 成田早朝着
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建築家・澤野眞一

〇プロフィール

そこに自分自身の身体を置き、どのように感じるか、体験したくなる空間があります。
スリランカの建築家、Geoffrey BAWA はそう感じさせる空間を創ってきました。
今回の旅は、彼の重要な作品の空間体験プログラムです。
今回は、カンダマラホテル、ジェットウィング・ラグーン、ジェットウィング・ライトハウスといった BAWA 建築を代表的するホテルに宿
泊するとともに、BAWA が全身全霊を注いだ郊外のアトリエ “ルヌガンガ”にも滞在をいたします。また、BAWA が平日を過ごし

神奈川県箱根町生まれ。富士屋ホテル創業者が曾祖父、施主が祖父というホテル一家に生を受ける。 慶應義塾大学法学部法律学科卒業後、海外旅行とホテルの業
たコロンボのアトリエである No.11 を訪れ、彼のプライベートなインテリアのコレクションにも触れていただきたいと思っています。
界誌紙のフリーランス記者を経て、作家活動に入る。旅とホテルをテーマに、ノンフィクション、小説、紀行、エッセイ、評論など幅広い分野で執筆。

また、本プログラムの大きな魅力は、個人ではなかなか手配ができない BAWA の空間が体験できることです。“ビヨンド BAWA”

とよばれるバワの弟子であった建築家による講演会、見学には特別な許可が必要なバワ設計の空間などへの訪問を予定して
スリランカには、2008 年に商店建築でのバワ建築の連載執筆取材で初めて訪問。その後も定期的にスリランカでのバワ取材を重ね、2016
年に待望のバワファンに向けた
おります。ルヌガンガは客室数が 5 部屋しかないため、宿泊人数に制限があります。また、それぞれの部屋の全て趣が違うため、
バワ旅ガイドブックを出版。
澤野建築研究所/代表取締役

お部屋タイプは申込書の優先順で受け付けることになっています。ご理解のほどよろしくお願いします。 〔澤野眞一〕

３つのバワホテルとルヌガンガに宿泊

“ぜひみておきたい”バワ建築巡り

ビヨンド・バワの講演会

宿泊は３つのバワ設計のホテルと、バワの理想
郷といわれるルヌガンガにご宿泊いたします。

スリランカに点在する多数のバワ建築。その中か
ら、澤野氏がぜひ皆さまに体感していただきたい
と厳選したバワ建築とバワが設計をする際に影
響を受けたといわれる場所も訪問いたします。

本企画ならではの特別プログラムが、「ビヨンド・バ
ワ」と呼ばれるバワの弟子で、現在、スリランカで
活躍中の建築家による「バワ建築について語る」
講演会です。
建築家である澤野氏プロディースのプログラムだか
らこそ、一歩踏み込んだ「バワの世界」を体感して
いただける時間をご用意いたしました。

各宿泊地で、バワが特にこだわったスポットをご紹
介するバワホテルツアーを行います。また自分のペ
ースや興味でバワを味わうための「フリータイム」も
随時ご用意しております。自分らしくバワ空間を
味わってください。

また今回は、個人では手配することが難しい特
別許可が必要なバワ建築の視察も組み込んで
います。（稀に急に訪問許可がキャンセルとなる場合

[注] レクチャーを担当する現地の建築家名および講演

がありますが、その際は現在の行程に入っていない別の

会の日時は 8 月末にお送りする最終案内書にて

バワ設計のホテルを代替案としてご案内させていただき

お知らせします。

ます。ご理解・ご協力をお願い申し上げます。）

移動中のバスで特別バワ講座

ジェットウィング
ラグーン

スリランカの旅につきものの“長時間のバス移動”。
その時間を有効活用し、バワ空間をより楽しむた
めの背景や逸話を語る“バワ講座 in バス！”を行
います。講師は、本プログラムのプロデューサーの
澤野氏が担当いたします。

アマン伝説 (文藝春秋)
ヘリタンス
カンダラマ

■国会議事堂 (特別許可)

ルヌガンガ
５部屋限定・
先着順

■ルフナ大学 (特別許可；8 泊 10 日コースのみ訪問)

ジェットウィング
ライトハウス

申込み＆お問合せ先

世界遺産シギリヤ・ロック

世界遺産ゴール・フォート

No.11 (コロンボ)

建築家・澤野眞一と巡るバワ旅事務局
株式会社セレンディピティ倶楽部内

〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南 1-13-8

TEL : 03-3476-7207 (10:30-18:30) E-mail : mail@serendipityclub.jp

●

●建築家・澤野眞一と巡るバワ建築の旅 8 泊 10 日行程表●
日
1 日目
9/20
(木)

時間
11:20
17:10
19:00

2 日目
9/21
(金)

08:00
09:00
11:30
12:00

15:00
16:00

３日目
9/22
(土)

08:00
10:30
16:00
19:00

4 日目
9/23
(日)

終日

5 日目
9/24
(月)

08:00
13:00
15:00
16:00

ポヤディ

(祝日)
6 日目
9/25
（火）

AM
11:00

17:30
7 日目
9/26
(水)

８日目
9/27
(木)

AM
12:00
13:45
16:45
19:1

09:00
10:00
12:00
17:00

９日目
9/28
(金)

11:00
13:30
16:00
17:00
19:15

10 日目
9/29
（土）

07:30

●宿泊地
●訪問地

スケジュール
スリランカ航空 455 便にて成田空港出発 [直行便/約 9 時間]
バンダラナヤケ国際空港着
空港 ～[🚌 約 0.5 h ]～ ホテル
ホテル着 〔ジェットウィング・ラグーン〕
◇お食事：朝 X /昼-機/夕-機

空港

バワ建築①：ジェットウィング・ラグーン
ネゴンボ～[🚌 約 1.5 h ]～コッテ---------------------------------🔶バワ講座 in バス ①🔶
バワ建築②：★特別許可★ 国会議事堂
コッテ～[🚌 約 0.5 h ]～コロンボ
バワスポット①：ベアフット
バワスポット②：パラダイスロード・ギャラリー・カフェ（ご昼食）
バワ建築③：No.11（14:00～）
コロンボ～[🚌 約 1.0 h ]～ネゴンボ
ホテル着〔ジェットウィング・ラグーン〕
★フリータイム（16:00～）★
◇お食事：朝 O/昼 X/夕 O
ネゴンボ～[🚌 約 2.5 h ]～ポロンタラワ---------------------------🔶バワ講座 in バス ②🔶
バワ建築④：★特別許可★ ポロンタラワ・エステーツ
ポロンタラワ～[🚌 約 3.0 h+ご昼食 ]～シギリヤ
バワスポット③：世界遺産 シギリヤ・ロック
シギリヤ～[🚌 約 45 min ]～ダンブッラ
ホテル着 〔ヘリタンス・カンダラマ〕
◇お食事：朝 O/昼 O/夕 O
バワ建築⑤：ヘリタンス・カンダラマ
★フリータイム（終日）★
OP 1：国立公園サファリ (約 5 時間)
OP 2：ダンブッラ石窟寺院（約 2 時間）
夕食―ホテル (7F シグネチャーレストラン)

ネゴンボ
コロンボ
ワッドウワ
ベントータ
アフンガラ

ルフナ

ゴール
メリッサ

●プログラム日程●
2018 年 09 月 20 日(木) ～ 09 月 29 日(土)

●プログラム代金 2 名 1 室利用 1 名様料金●

8 泊 10 日 -------------------------- 465,000 円
シングル利用追加代金-------------------- 78,000 円
□ ホ テ ル

１・２泊目 [ネゴンボ] ジェットウィング・ラグーン

◇お食事：朝 O/昼 X/夕 O

ダンブッラ郊外～[🚌 約 5.0 h ]～ワッドゥワ----------------------- 🔶バワ講座 in バス ③🔶
バワ建築⑥：ザ・ブルーウォーター＋ご昼食
ワッドゥワ～[🚌 約 1.0 h ]～ベントータ
ホテル着 〔ルヌガンガ〕
バワ建築⑦：ルヌガンガ
ご夕食―ルヌガンガ
◇お食事：朝 O/昼 O/夕 O
★フリータイム（半日）★
★特別企画★現地建築家によるバワ講座(場所＆時間は変更となる場合があります)
～ 南西海岸バワ建築視察 ～
バワ建築⑧：ヘリタンス・アーユルヴェダ・マハゲダラ（旧ネプチューン）
バワ建築⑨：アヴァニ・ベントータ & ベントータ駅
バワ建築⑩：クラブ・ヴィラ
バワ建築⑪：ヴィラ・ベントータ
バワ視察⑫：ヘリタンス・アフンガラ
アフンガラ～[🚌 約 0.5 h ]～ゴール
ホテル着 〔ジェットウィング・ライトハウス〕
◇お食事：朝 O/昼 O/夕 O
★フリータイム（半日）★
OP３：アーユルヴェーダ体験 (約 2.5 時間)
ゴール郊外～ [🚌 約 10 min]～ゴール
バワスポット③：世界遺産 ゴール＋ご昼食（アマンガラ）
自由散策＠ゴール
ゴール～ [🚌 約 10min]～ゴール郊外
（スリーウィラー乗車体験 to ホテル）
ホテル着 〔ジェトウィング・ライトハウス〕
◇お食事：朝 O /昼 X /夕 O
ゴール～ [🚌 約 1.0 h ]～ルフナ
バワ建築⑬：★特別許可★ルフナ大学
ご昼食＠ローカルレストラン
ルフナ～ [🚌 約 2.0 h ]～メリッサ
バワ建築⑭：レッドクリフ
★フリータイム★
◇お食事：朝 O /昼 O /夕 O
★フリータイム★
メリッサ～ [🚌 約 2.5 h]～コロンボ
観光：コロンボ + ご昼食
バワ建築⑮：シーママヤカ寺院
コロンボ～ [🚌 約 1.0 h]～空港
バンダラナイケ国際空港着
スリランカ発 [直行便/約 9 時間]
◇お食事：朝 O /昼 O /夕 X
成田空港着

シギリヤ
ダンブッラ

３・４泊目
５泊目
６泊目
７泊目
８泊目

[ﾀﾞﾝﾌﾞｯﾗ]
[ﾍﾞﾝﾄｰﾀ]
[ゴ ー ル]
[ゴ ー ル]
[メリッサ]

ヘリタンス・カンダラマ
ルヌガンガ
ジェットウィング・ライトハウス
ジェットウィング・ライトハウス
ザ・レッドクリフクラス

(お願い)５泊目：ルヌガンガ (５部屋限定・先着順)
ルヌガンガは全５室で全てが異なる客室タイプとなっております。部
屋タイプは、先着申込順でご希望をお受けいたします。なお 2 名 1
室利用の場合、ダブルベッド＋エキストラベッドとなります。

□ 食

事：朝―８回

昼―５回 夕―7 回

□ 添 乗 員：日本からは同行しませんが、現地にて

日本人事務局スタッフが同行いたします。
□ 最 少 催 行 人 員 ：5 名様
□航空会社 : スリランカ航空 / エコノミークラス
★ビジネスクラスも追加料金にて可能です

□ 渡航手続

①査証ー必要（別料金）
②パスポート残存有効期間が入国時に
６か月以上必要

□ご注意 (重要)
＜特別許可訪問地＞「特別許可訪問地」は、先方の事情により、
突然訪問が不可となる場合がございます。万が一、訪問不可とな
った場合は、行程表に記載のないバワホテルを代替案としてご案内
するか、もしくは、1 か所につき 5,000 円をご返金させていただきます。
＜訪問日・時間＞行程表記載の時間はあくまでも参考時間です。
当日の天候や交通事情等により、出発・到着時間・観光の順番
や日時などが変更となる場合がございます。ご了承お願い申し上げ
ます。

お申込み締め切り :

2018 年 7 月 30 日

締め切り前でも客室が満室になった段階で募集を打ち切ります。

●お申込み・お問合せ●

“澤野眞一と巡るバワ旅“事務局
（株式会社セレンディピティ倶楽部内)

TEL : 03-3476-7207
E-mail: mail@serendipityclub.jp

