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　自宅の洗濯ピンチが経年劣化でバラバラになり

新しい物を探しに行きました。昨今は百円均一で

もなかなかに良く出来た商品があり、需要と供給

と価格のバランスについて考えさせられることが

多いです。よくよく洗濯ピンチを見ていると、力

のかかる場所の角度を微妙に変えてあったり滑り

にくくなっていたり、使用する原材料の分量を最

小限に抑えながら合理的にシンプルな構造で出来

ていたりして、全体の表情も悪くない感じでした。

建築の世界でも、大量生産により低価格にもかか

わらず良く出来た材料や物品があります。材料や

物品の良し悪しを見極めて、建築全体のバランス

を考えて上手に使っていきたいものです。
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Y今回使用した家庭用品
・紙　297×210×0.50…2枚
・下敷き　クリア　297×210 …1 枚
・洗濯ピンチ　42×60×11…6個
・スパゲッティ　φ1.6×255…2本
・ 1/50 人物模型…5体
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自作自演○203

関口　啓介（JIA愛知）

人建築事務所（名古屋市中川区長須賀2丁目1101　TEL 052-432-8550　FAX 052-432-8551）

　JIAの仲間である石黒正則さんと隠岐の島へと出かけた。石黒さんとの出会いは能
登半島地震の調査ボランティアに遡る。名古屋を7時25分の新幹線で発ち、隠岐の島・
海士町に着いたのは17時30分であった。石黒さん設計のバーベキューハウスで島の食
材を島の方たちと交流しながら食すことで、長旅の疲れはどこかに吹き飛んだ。
　2泊3日の限られた時間であったが、島の方やＩターンで移住された方たちとの交流
は得難い体験であった。海士町は資源が少ないからこそ、人を大切に・人を主役にす
る政策が講じられ、その魅力に取りつかれた優秀な若者が全国からこの島に移住して
いる。資源が乏しいからこそ「したたかでしなやか」に、人的資源の構築と創出に取り
組んできたこのまちは、全国でも先進的である。
　この島の人的資源を構築するための仕掛けがいくつかあるが、その舞台となってい
る施設に、マリンポートホテル海士やキンニャモニャセンターがある。この2つはいず
れも石黒さんの設計であり、まちのなかでは中心的な役割を果たすとともに、海士町の
シンボルとなっている。島の人たちに愛され慕われる建築家石黒正則は、海士町の風
景をつくり、人的資源の構築にもかかわる優れた建築家である。

人的資源の構築

久安　典之（JIA三重）

久安典之建築研究所（三重県四日市市諏訪栄町22-3　TEL 059-359-6678　FAX 059-359-6679）

　昨年初めに着工した寺院本堂の建て替え工事が年内完成予定で進んでいる。住職から耐震上の問題がないか見て欲しいと
の相談があったのが2011年2月。翌3月の11日に東北地方太平洋沖地震が起きた。同月に詳細な調査を行ったところ、構造上
の大きな問題が発覚し、耐震補強にはかなりの困難と費用が伴うことが想定された。改修するか、今後の人口減を見越して
規模を縮小して新築するかを、提示した資料を基に検討いただいた結果、程なくして建て替えることに決まった。東北での
震災報道による危機感が少なからず影響し、400軒あまりの檀家の方々の一体感につながったように思う。
　計画の進行状況や内容に応じ、数人で構成された役員会や、30人余りで構成された建設委員会に諮り、重要な節目ではす
べての檀家に呼び掛けての説明会が開催された。寺院は人の生（“生きる”こと）や死にかかわり、その建物はひとりひとり
の想いを受け止める“場”となる。建築家としての重責を感じながら、設計のみならず、それぞれの方の不安や疑問に丁寧に
対応するように心掛けてきた。
　建築設計に携わるものとして、託されるものに精一杯応えることはこの上ない喜びである。この点、小さな住宅であって
も同じではあるが、とりわけ多くの方の心の拠り所となると、さらに身が引き締まるものがある。
　過去に想いを馳せ、悠久の未来に想いを託すべく取り組んできたこの仕事も、これまでに費やした時間を考えると、完成ま
であとわずかとなった。多くの方々にお披露目できるよう、まだまだ奮闘していきたい。

悠久の想いを託す

マリンポートホテル海士

キンニャモニャセンター
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RJIAに入会して

Saigo建築士事務所（豊川市小坂井町欠山33-8　TEL 0533-74-1303　FAX 0533-74-1304）

設計事務所を開設して今年で10年目を向かえます。
「明るい未来への創造」は自社の経営理念です。
建築をするお施主様はワクワクしています!　
お施主様そして私も一緒に明るい未来へ建築というカタチを使い創造していきたいと思っております。

西郷　悦代（JIA愛知・ジュニア会員）

青島設計（名古屋市中区大須4-14-51　TEL 052-262-2341　FAX 052-264-9392）

　はじめまして、この度JIAに入会させていただきました内藤です。
　先日ギャラリー間へ展覧会に、同日夜に芝公園へ講演会に行き、この地域で建築家の交流・発信の「場」や「機会」が少
ないことをあらためて実感しました。私自身も事務所に入社し25年、同じ設計にたずさわる方 と々のかかわりは、特に意識もなかっ
たのですがほとんどありませんでした。そんな中、直近でJIA・大学授業の講師一員にお声をかけていただき、ほかの事務所
の諸先輩との交流も始まりました。こうした機会を大切に自身やそのまわりへ、より良い広がりをつくっていきたいと考えています。

内藤　正隆（JIA愛知・正会員）

玉井設計（安城市住吉町1-2-4　TEL 0566-97-8601　FAX 0566-97-1050）

　JIAに入会させていただき大変光栄でございます。よろしくお願いいたします。未熟である私にとって何事も謙虚に受け止め、
真摯に対応することが寛容であると感じております。それが社会人として信頼を得る一番の近道ではないかと実感しております。
現在、仕事上1年の1/4以上は海外出張しておりますが、海外で得られる経験は何事にも変え難いものがあります。建築は経験
工学的要素も大きく、この経験が今後の建築に生かされ更に自分を磨くことができます。これからも数多くの経験を積むことがで
きればこんな幸せはないと思います。

玉井　秀一（JIA愛知・正会員）

山本一級建築士事務所（三重県津市藤方1457-4　TEL 059-225-0757　FAX 059-224-1779）

　ＪＩＡに入会させていただいたものの、建築家としてのスタンスはいまだ模索段階で、何をするにも迷いが先行する若輩者。地
方で生きるわれわれの責務は、地域社会の問題点を捉え、専門的知識と技術者としての職能を身に付けた者として、時には他
分野の専門家と協力しながら、それらをより良い方向へ導くことと使命感を抱きつつも、目先の仕事に追われ、孤軍奮闘、組ん
ず解れつする始末。東京への一極集中を誰もが問題視しながら、言葉だけの地方分散。しかし、この戦場で戦えなければ、
私に「建築家」と名乗る資格はない。

山本　覚康（JIA三重・正会員）

三菱地所設計 名古屋支店（名古屋市中区栄2-3-1　TEL 052-231-2300 　FAX 052-231-2328）

　東京で生まれ育ち、東海地方にほとんど縁のなかった私ですが、名古屋支店への異動にて本支部にお世話になることになり
ました。以前福岡に数年暮らした際、いかに自分が限られた環境にいたか、日本全体を知らないかを痛感しましたが、今回また
異なる地域・環境に暮らし、仕事をする機会を得て、何か新しい発見や人とのつながりができるのではないかと少しわくわくして
います。この場所で自分は何ができるだろうと自問を重ねつつ、完成時に喜んでくれる方々の顔を見られるよう仕事をしたいと思
います。

近藤　正（JIA愛知・正会員［転入］）
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T突然の出来事
　2016年4月から熊本地域会の代表幹事を務
めることになりました。熊本地域会は、私より一回
り以上離れた先輩方がこれまでの地域会を牽
引してこられました。私にこの役が務まるのか、
不安と希望が入り混じる矢先、震度7の地震が
熊本を襲いました。
　1度目の地震は4月14日21時26分。翌日、JIA
災害対策本部が設置され、初めて災害対策
WEB会議に参加しました。いったい何をどうす
ればよいのかさっぱり分からない中、とにかく建
築3団体の連携が必要だから、その関係を早
急に築くようにアドバイスをいただきました。建築
士会と事務所協会に連絡を入れ、震災対応に
足並みが揃うと思っていたら、熊本県は災害協
定を結んでいるJIA以外の2団体にのみ初動
となる応急危険度判定の要請をかけていまし
た。法定団体との違いはあるにせよ、無力感を
感じました。しかし、被災地の建築士としてやれ
ることをまずはやろうと、建築士会会員として応
急危険度判定に参加することを決めて一日が
終わりました。
　2度目の震度7が襲ったのはその深夜。阿蘇
大橋崩落や熊本城崩壊などの受け入れがた
い報道や、翌日から始まった応急危険度判定
で確認した生 し々い現実は、これからの復興へ
向けた長い旅へ覚悟を決めるに十分すぎる状
況でありました。

T初動のスピード
　震災への備えが足りなかったのは十分に反
省しています。慌てて避難所の仮設間仕切り
を計画してみたり、応急仮設住宅の企画を考

えてみたり。結局は震災が起きてからこのような
ことを考えても遅いのです。しかし、遅いと分
かっていても他にやれることが分からない。避
難所には有名建築家が訪れ、環境を整える。
それに対して、これは良くないと別の建築家が
訪れる。メディアやSNSの情報に振り回され、
地域会会長としての役割や震災対応に追わ
れ、やることなすこと全て空回りしていたような
気がします。

　そんな中、昨年熊本の同世代で結成した
kulos（kumamoto loca l architects  
square）というグループが集まり、地元建築士と
しての復興へのかかわりをまとめ、熊本県にプレ
ゼンすることにしました。地震発生から約1カ月
後のことです。完全に時期遅れの提案も含まれ
ていましたが、熊本県に思いを受け入れていた
だき、提案書はアートポリスコミッショナーの伊東
さんまで届けていただきました。
Tみんなの家
　熊本県は地元建築士のかかわりを意識して
いたようで、JIA・建築士会・事務所協会に、み
んなの家設計者として地元若手建築家を推薦
するよう求めてきました。若手というのが良かっ
たです。熊本地域会は若手が私しかおりませ
んので、図 し々くも自薦し、先輩方に了解をいた
だき、kulosを巻き込んで設計に取り組むことに
しました。この文章を書いているのは7月末、今
は住民との意見交換会に向けて粛 と々準備を
進めている状態です。8月の意見交換会を経
て、9月末竣工というタイトスケジュールで進めて
います。これを機にkulosのメンバーがJIA入
会を考えてくれていますので、世代をつなぐ役
割が一つ果たせそうです。

T建築相談
　JIA九州支部として6月中旬に建築相談会
を開きました。震災の建築相談は国が定めた

「すまいるダイヤル」という仕組みがあります。私
も建築士会会員として活動しておりますが、現
地に出向くが建物内部には入ってはいけないと
いう、被災者にとっては不十分な内容と感じて
おります。そこでJIAでは図面や写真を持参い
ただき、会員2名で多角的にアドバイスを行い、
要望に応じて現地調査も行いました。依頼者
50名という小規模な相談会でしたが、被災者の

「ありがとう」の言葉に、開催した意義を感じるこ
とができました。
T罹災調査支援活動
　全国会員の協力をいただきながら、嘉島町
罹災証明発行の為の調査支援を行っておりま
す。7月末完了までに600件ほどの調査を予定し
ております。熊本の高温多湿気候は、県外の方
にとって辛いものがあるでしょう。しかし、皆さまの
熱心な支援のおかげで、ようやく終息を迎えるこ
とができそうです。引き続き他の町からも支援要
請がきております。JIAとしてできる限りのことは
やっていきたいと考えております。
T JIA会員の皆さまへの感謝
　震災直後から、全国会員の皆さまから励まし
の言葉や、さまざまなアドバイスをたくさんいただ
きました。大変感謝しております。これから復興
に向けて、文化財保護や復興住宅、被災者支
援活動など、建築家としてやることは山積してお
ります。そして、今後日本全国で起こり得る震災
に対しての備えとして、熊本地震で経験したこ
と、感じたことを記録し、皆さまへ恩返しができる
よう経験を積んでいきたいと思います。

熊本地震　JIA会員からのレポート

熊本地震「発生からこれまでの歩み」
九州支部 熊本地域会 代表幹事　原田展幸

応急危険度判定で調査した益城町の家屋

熊本県にプレゼンするkulos（原田：右から3人目）

6/14 ～19で開催した「熊本地震　JIA建築相談会」
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　熊本地震発災後に徳島県建築士会を中心
に設置された「徳島県建築士・熊本地震対策
本部」からの呼びかけで、熊本市での応急危
険度判定に参加してきました（2013年1月に
発足した徳島の建築設計4団体[士会、事務
協、学会、JIA]の「建築士災害対策連携会」の
おかげでスムーズな連携が取れています）。
　「応急危険度判定」は、「被災した建物に
入っては危険ですよ」、「入るのなら注意し
て入ってください」、「入っても特に問題な
いようです」、という3段階の判定を行ない、
赤・黄・緑の判定結果を示す紙を建物に張っ
て表示するというもので、余震による倒壊
などでさらなる負傷者を出さないために、
とにかく早期の実施が肝要です（全壊、半
壊、安全という意味の判定ではありませ
ん）。判定活動の3日間、「よく来てくれた、あ
りがたい」という気持ちが住民の皆さんか
らひしひしと感じられましたし、「今日はど
こらへんまで?」と、翌日お伺いする予定の
エリアの方がわれわれの作業の様子を見に
来られることもありました。今回は大きな
地震が2回続き、1回目の揺れで持ちこたえ
た家屋の多くが2回目で大きく損壊してし
まったわけですが、仮に2回の揺れの間に数
日あったとすれば、その間の応急危険度判
定の迅速さが生死を分けることにもなった
はずです。応急危険度判定のあとも、被災度
区分判定、罹災証明など、建築士の専門性
が必要とされる場面が続きます（このあた
り重複する作業もありますので、被災者の

方々の心の負担も考えた、大きな視点での
整理が必要だとも思いました）。個々の被災
者の方々からの相談や、大きくは地域の再
興に向けてのまちづくりの協議など、ソフ
ト面でも建築士が必要とされる場面も多く
なります。その準備は発災してからでは到
底間に合いません。普段から意識して備え
る必要があります。
　詳細に建物を見て判定結果の紙を張りな
がら、「この家は直せるな。でも壊されるん
だろうな。赤紙イコール解体、建替えを!　と
勧める業者が、いまのこの景観を跡形もな
く消してしてしまうかもしれないな」とやる
せない気持ちになりました。備えとしての

「耐震改修」に対して、揺られて緩んでし
まった建物の改修、いわば「応震改修」の手
法を確立し、共有しておくべきだと思いま
す。耐震改修の手法にデザイン性も含めた
設計者の知見を加味して、効果的で美しい
改修を考えていくのです。外壁の一面がほ
とんど開口で壁がない伝統構法の納屋な
ど、大きな柱梁で組まれた地域性豊かな建
築にはびくともしていないものも多くみら
れました。その場所に伝わる建築文化を将
来につなぎながら、強靭でしなやかなまち
づくりをしていかなければなりません。
　地震が起きてから、「ちゃんと直せますよ、
相談してくださいね」と触れて回っても、ど
うしても胡散臭く思われてしまいそうです。
普段から建築士というものの存在と職能が
よく知られていればいのですが……。応震を
考える前にやはり耐震からですね。判定作

業を行ないながら痛切に感じました。耐震改
修しておけば、被害がゼロにはならなくても
改修工事の範囲は少なくて済むはずです。
これまでに耐震診断業務を何軒かで行なわ
せていただきましたが、実際の耐震改修工
事につながることはなかなかありません。
ネックは改修費用です。これくらい改修する
とこの程度かかります、という計画と概算を
提示するとそこで話は終わってしまいます。
耐震診断を受けたら改修までスムーズに進
む、という状況をつくるためにはどうすれば
いいのでしょうか。ひとつには、お隣の高知
県のように（他県でもあるかもしれません
が）耐震改修設計にも補助金を出すことだと
思います。こうすれば強くなりますよという
改修設計が補助金でまかなえれば、耐震診
断書から改修設計図までがセットで家々に

備えられることになります。見積までしてみ
て、「うーんお金かかるんやなあ」と思って
も、子どもさんが帰ってくるとか、何らかの
お金が準備できる、ということになったとき
に活用されたらいいわけです。目の前にある
わが家に入れない、夜は避難所にいかなけ
ればならないのは、本当に大変なことです。
　応急危険度判定に参加して以来、耐震診
断の派遣があるたびに、その機会を、耐震設
計・耐震改修へどのようにつなげばいいの
か、その場その場で建築主の方と話をしな
がら考えています。建築主の方々の意識も
変わってきているようで、手ごたえは感じま
す。一軒一軒ですね。

熊本地震　JIA会員からのレポート

応急危険度判定に参加して　応震改修～耐震改修～改修設計
四国支部 徳島地域会　内野輝明

この様式の納屋はびくともしていないものが多い

初日、熊本市役所でのガイダンス。窓の向こうに熊本城が
見えている

倒壊した家。道路のあちらとこちらで被害状況はまった
く違う
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第 23 回 JIA 東海学生卒業設計コンクール 2016 に入賞して　―金賞・銀賞受賞者の声―

建築が持つ力で世の中を変える
金賞受賞　櫻井貴祥（名古屋工業大学大学院）

生業を島の風景に
銀賞受賞　福島大地（名城大学 / 名古屋工業大学大学院）

　この地の住民の生活を建築の力でより良いも
のにしていきたい。現地への渡航を重ねる中でふ
と感じた想い。初めて建築が持つ力で世の中を
変えたいと思った瞬間だった。この自分の中に
灯った熱を原動力に設計活動を行った。
　敷地はフィリピンのボホール島、トゥビゴン市に
形成しているスラム街。大雨の度に起こる浸水と
いう災害が日常化しているこの地に対して、避難
の概念を住民の暮らしと心に浸していく。6度の
現地調査から見出した浸水への問題点とポテン
シャルを紡ぎ、日常の行為を避難へとつなげる新

　私は、卒業設計で主に建築と産業の関係性、
そしてそこから生まれる生業について設計しまし
た。敷地は愛知県の三河湾に位置する離島、佐
久島です。設計するにあたり何度も佐久島へ足
を運び、島を歩き、島民の声を聴くことで島民が抱
えている問題を目の当たりにしました。その中で

「島に移住してきた人 に々地域性を生かした仕
事をして欲しい。」そんな思いを込め、かつて佐久
島で行われていた、海苔の養殖を生かした養殖
場を設計することを決めました。私は卒業設計を
通して「土地を読み解く」という大切さを学びまし

しい暮らしを生活の延長に存在させる。
　建物間の余剰に、建築家がライフラインのコア
を設けた竹のグリッドを創出する。コアにつながる
動線から余白に派生するように住民の暮らしがグ
リッドに寄生することで建築が成立する。垂直方
向への誘発と共助の関係の築きを建築を通して
行う。現地特有の建築的特徴を吸収し、土着的
な新しい風景を創出する。
　この卒業設計は提出することが目標ではない。
現地のために行ったことを評価していただけたか
らこそ、実際に現地に還元、実現して住民の暮ら

た。ただ敷地に対して提案するという今までの自
分の概念から、敷地だけでなく敷地周辺を巻き込
んだ提案をする姿勢へと変化していきました。提
案自体も海苔スケールからヒューマンスケール、島
スケールまで考慮した提案となり、「島民や移住
者の生業が島の風景を創出する。」ということを
評価していただいたと思っています。今回頂いた
賞や、審査員の皆さまからいただいた言葉を励
みに、尚一層精進していこうと思っております。
　最後に、この場を借りて、卒業設計を進めてい
く中で熱心にご指導して下さった先生方、先輩

しを向上していくべきである。ここからが始まりであ
り、今後の建築人生の指針にしていきたい。

方、そして協力していただいた方 に々深く感謝申
し上げます。

日本の農風景の再構築
銀賞受賞　市川綾音（名古屋大学大学院 ）

　私は、田畑の中にビニールハウスがぽつぽつと
建つ、日本の現在の農風景を変えることができな
いかと考えたのが、この卒業設計に取り組む最
初のきっかけでした。
　日本の農風景と、農業のポリネーターであるミツ
バチの減少を問題視し、温室と養蜂、周辺農地
が相互関係を持つような農業集落を設計しまし
た。農業と集落に利用可能な汎用性があり、可変
性があるフレームをデザインし、それらで農園全
体を設計していきます。
　この農園は敷地である輪中のランドスケープを

補充する提案であると同時に、日本の線形な土
地形状に合うため、さまざまな農地で汎用可能で
あると考えています。
　この卒業設計に取り組み、フレーム1ユニットの
スケールから、農園全体の都市的なスケールま
で、大小のスケールを考えて設計できたことが大
きな進歩になったと確信しています。また、「環境と
建築」、「風景と建築」ということを真剣に考えてい
こうと思うきっかけになりました。
　JIAのコンクールでは、自分の伝えたいことを審
査員の方 に々伝えることができ、評価をいただくこ

とができました。
　最後に、支えてくれた多くの人に感謝したいで
す。そして卒業設計で得たテーマをこれからも考
え続けていきたいと思います。

作品名「苔むす柱～佐久島における養殖場の提案～」

作品名「Bee-Fruit-Hub 多芸輪中みつばち農園拠点計画」

作品名「浸る日常～沈水集落の再生～」
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　堀部篤樹氏によるレクチャーは建築計画に対する疑問から始まっ
た。建築の賞を授賞した建物に見学に行くと利用者は「夏は暑く冬は
寒く、使いづらい……」と不満を抱える建物になっていることが少な
くなく、設計者と利用者もしくは計画と利用状況が乖離していると言
う。これは前回のレクチャーにて久保久志氏（東畑建築事務所）が、設
計者が単独で進める既存の設計方法では公共建築として満足のい
く結果を得ることができず、設計者としてもつくり方と使われ方の乖
離した状況にフラストレーションを抱えていたという話と類似する。
ワークショップ（以下WS）は計画者、利用者ともに必要に迫られて用
意されたプラットフォームであることが伺える。
　堀部氏いわく、「WSを開くと、子どもたちはこうしたい!　と要望を
上げ、大人たちはできない理由を並べることが多い。しかし、前向きに
子どもの意見を取り入れてみると現実に実践できることも多い」と言
う。専門家や大人が上に立つのではなく、子どもの想像力を後ろから
サポートしながら実現に向かっていくプロセスに共感を覚えた。
　土橋小学校の事例では、教職員と子どもたちが協働で校舎を活用
した環境学習や環境実例を、子どもたちが説明するエコガイドなど、

「建築×環境×子ども」による取り組みが紹介された。「環境」を通じ
てさまざまな発見をしながら子どもたちが成長をしていく点が興味
深い。小学生を対象とした都市計画WS「だがねランド」では子ども
たちが建物を設計施工したり活動内容を記事にした新聞をつくった

りといった活動が紹介された。その中には建築確認申請と称したも
のを大人に説明するものや完了検査まであり、その徹底振りに会場
からは笑いが起こった。将来社会を担っていく子どもたちが、この年
齢で街づくりについて考える機会を得たことは大きい。また同WSは
毎年講師を迎え魅力あるものに更新されており、発刊された「だがね
新聞」に目を通しながら、関係者の尽力に感心するばかりであった。で
きれば多くの地域で、さらには継続的にこのような取り組みがされる
ことを願いたいと感じたのは私だけではないと思う。
　亀山優子氏によるレクチャーも既存の子ども園で「建物は素敵。で
も使い方が残念」という状況に対する指摘から始まった。亀山氏が施
主兼企画者としてかかわっている「もりの風保育園」は自然が多く残
る場所に建てられた園舎である。屋上を積極的に創作活動の場とし
て利用している点や、ランチルームを遊戯室・アート体験教室として
利用している点など、「室名＝用途」という関係を超えた実践にこれか
らの園舎の可能性を感じた。「子どもたちが大人になったときに森で
学んだことを覚えていてほしい」というコメントは環境が人を育てる
ことを示唆しており、心地良くも危険も備えている自然という存在を
児童教育の場で積極的に活用されている点が保護者からも共感を
呼んでいるのではないかと推測する。木造平屋建ての「ゆめの樹保育
園」（㈱AUAU建築研究所・設計監理）ではコの字型平面を用いたま
ちに開かれた園舎が計画されている。園でよく見かける壁面装飾を
廃止し、児童作品の見せ方に工夫を取り入れている点など空間の質
をソフト面でも検討されている事例が紹介された。「星のまち保育
園」（㈱KAN設計・設計監理）はビルをリノベーションしてできた保
育園である。外部からアート系の講師や名古屋場所の際には力士を
招くなどさまざまなWSが企画されている。亀山さんが度々WSの説
明時に触れられていた「子どもと一緒に大人も楽しめる企画」という
のは、子どもを育てながら家族ぐるみのイベントとして街づくりをし
ているようにも思えた。
　今回のレクチャーは建築の実例紹介に留まらず「将来社会を担う
子どもたちに向け、どのような環境を提供することが可能か」といっ
た興味深いものであった。社会と建築の関係が少しずつ変化してい
ることを「可能性」として前向きの捉えることで、設
計者による提案は新たな社会の基盤となる。

子どもの建築　子どもと建築　子どもが建築

佐々木勝敏｜佐々木勝敏建築設計事務所（会員外）

地域が

建築に

求めるもの　  3

i 特集・連続企画

レクチャーイベントの第3回は「子どもの建築　子どもと建築　子どもが建築」をテーマに行いました。建築家設計による保育園の運営に関
わっている亀山さんと、小中学校の建築時にワークショップを通じてさまざまな子どもたちの気持ちに寄り添う活動をされてきた堀部さんのお
二人のお話を伺い、子どもにとっての建築環境を考えます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　企画担当：吉村昭範（D.I.G Architect）

亀山優子（社会福祉法人　フィロス）

堀部篤樹（特定非営利活動法人　子ども健康フォーラム）

会場からもさまざまな意見が上がった

〈第3回レポート〉
設計者は子どもたちに
どのような環境を提供できるか
7月22日（金）18：20 ～
会場：大名古屋ビルヂング12階TOTOショールーム
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　やはり建築は実際の空間を体験してみないとわからない、と率
直に思った。私は第1次審査には全く関わっていなかったので強い
先入観はなくコーディネーターとして現地審査に同行した。この
建築賞では、第1回、2回は審査委員だったが、今回は決定権のな
いコーディネーターなので気楽に建築を楽しむ絶好の機会をいた
だいたと無邪気に考えていた。審査員ではないが応募作品のパネ
ルは見ているので、さまざまな想像をめぐらせながら現地を訪れ
ることになる。最初は、純粋に建築を楽しもうと思っていたが、初
日の午前中からいろいろと考えさせられることになった。一般的
に実作を対象とした建築賞の審査は、1次でパネル審査が行われ2
次で現地審査となる。写真と図面、ダイアグラムを主体としたパ
ネルでは、わかりやすさを持ったシンプルで強い建築的アイデア
を持つものが印象に残ることが多い。実際、私自身が実作の建築
賞やコンペ、プロポーザルに応募するときには、いかにシンプル
にメッセージが伝わるかに注意を傾ける。しかし実際は、パネル
から読み取れるものと現実の空間は相当に違うのである。そんな

ことは分かっているはずだが、そのギャップは想像以上に大きい。
鮮やかに思えた図式が、現実の空間ではスケールがずれていたり、
場合によっては貧弱な空間体験しか与えてくれなかったりする。
逆に、パネルではよく分からなかったものが、現実には豊かな空
間を実現していることもある。大賞となった「蔵前の家」は後者の
典型で、私自身はパネルからは十分に空間を想像できなかった。
私が審査委員をしていれば、2次審査の対象に選ばなかったのでは
ないかと思う。しかし、現地を訪れて、建築家が床のレベル差、天
井高、開口の大きさと位置などを慎重に決定していることが理解
でき、ダイアグラムの明快さに頼らない建築のあり方をあらため
て認識することになった。この作品を一次審査において見落とさ
なかった審査委員の慧眼に感謝したい。

第4回JIA東海住宅建築賞2016　結果発表

　さる7月30・31日に第4回JIA住宅建築賞2016の現地審査が、31日の
15時より名古屋大学ESホールにて最終公開選考・表彰式が行われまし
た。学生40名・一般29名・JIA会員13名の計82名の参加がありました。
現地審査は天気に恵まれ、予定通りに進みました。暑い中、真摯に審査
にあたっていただいた先生方に感謝いたします。また、現地で暖かく
迎えていただいた建築主の皆さまにも感謝いたします。
　東海住宅建築賞はこれからも進歩していくために運営委員の募集を
いたします。ぜひ、活動にご参加ください。

吉元　学｜JIA東海住宅建築賞特別委員会委員長

伊藤恭行｜CAn（シーラカンスアンドアソシエイツ）

晴天に恵まれました。
雨は雨で良いのでしょうが……

建築主の皆さまのご協力に感謝いたします

建物だけでなく図面にも熱心に目を通していただきました

最終選考の様子です。コーディネーターは伊藤恭行氏です

■最終選考を振り返って
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大　賞

優秀賞・
中村好文賞

奨励賞 奨励賞

優秀賞・
青木淳賞

優秀賞・
長谷川豪賞

蔵前の家
吉田夏雄｜吉田夏雄建築設計事務所

会員外（愛知）

表山の家
谷尻誠 + 吉田愛｜
SUPPOSE DESIGN OFFICE Co.,Ltd.
中国支部

法連町の家
佐々木勝敏｜佐々木勝敏建築設計事務所

会員外（愛知）

擁壁のまちをつなぐ家
栗原健太郎 + 岩月美穂｜
studio velocity 一級建築士事務所
東海支部（愛知）

ヒカリノコヤ
川本敦史 + 川本まゆみ｜
エムエースタイル建築計画
東海支部（静岡）

Nesting in the Sky
岸本和彦｜ acaa 建築研究所

関東甲信越支部
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JIA 三重発

会員研修1　木材保護塗料の塗装技術研修を開催！

会員研修2　内外装建材研修！女性目線で考えた理想のトイレ空間とは?

会員研修 1・2

　2016年6月17日（金）、三重県教育文化会
館第４会議室にてオスモ&エーデル株式会
社中部営業所の涌本国治氏を講師にお招き
して、第1回会員研修として『木材保護塗料
の塗装技術研修』を行いました。
　オスモ社は創業時木工機械製造から始ま
り、後に自然塗料メーカーとしてオスモブランド
を築き上げ、現在では53カ国以上で販売さ
れており、日本では1990年から販売の実績を
持っています。またISOを初めFSC®/PEFC
認証を取得しており国内外の数多くの規格に

　7月15日、AICA名古屋ショールームにて、
内外装建材の研修会が開催された。
　初めにアイカテック建材担当者から、押出
成形セメント板「メース」の材料特性や製造工
程、仕上げ材やテクスチャーによるデザインの
種類、形状や工法による部位の使用例などの
説明を受けた後、多機能けい酸カルシウム板

「モイス」の材料特性について学んだ。

合格しており「植物性樹脂の開発」「塗料設
計」「製造」を一貫して自社で行う世界的に見
て数少ない塗料メーカーであると言います。
製造においてもロスをなくし廃棄処理をするこ
とのない製造工程で環境に配慮、社内試験
開発では研究者の了解なしでは商品化はあ
りえないという品質優先の経営理念であると
のことです。国内においても国土交通省の試
験に合格した公共工事標準仕様書に準じた
商品であり官公庁物件にも多く採用されてい
ます。

　商品の主流である
「オスモカラー」の主
成分は植物油・植
物性ワックスからな
るため製造過程か
ら塗装後まで二酸
化炭素の排出量を

　次に、アイカ工業が取り組んでいる「女性目
線で考えたトイレ空間」についてのレクチャーが
あった。「女性がトイレで行うことは?」という男性
には決して分からないことが施設別のアンケー
ト調査に基づいたデータにより報告され、とても
興味深い講義となった。やはり「身だしなみの
チェック」「メイク直し」などが多数を占めたが、

「荷物の整理」「うがいをする」「歯を磨く」という
男性には意外な回答も多くあった。さらに「トイ
レの不満点は?」というアンケートでは、「荷物
の置き場に困る」が最も多く、「混雑時の行列」

「臭い暗い狭いなどの環境問題」が多くあった。
これらの調査結果を踏まえた快適なトイレづくり
のためのノウハウが解説され、パウダーコー
ナーや手荷物置き場の重要性が指摘された。

抑えることとなり環境への配慮、地球温暖化
防止にも役立っています。また合成樹脂と違
い植物油・ワックスは分子構造が極めて小さ
いため木に浸透して塗膜にフクレ・メクレ・はが
れが起こりにくいということが利点です。国交
省の品質試験では、UC塗り・WP塗り・ST塗
りの大きく3種に分かれ、樹種や用途により適
材適所に塗料を選択することが重要となりま
す。最後に塗料施工体験としてサンプル板に
各種塗料を塗布して撥水性・臭気・施工性な
ど体験させていただきました。
　今回研修会のご説明をいただきましたオス
モ&エーデル株式会社中部営業所の涌本
国治様、研修委員長の伊藤達也様、そのほ
かご関係様には深く感謝を
申し上げます。

　その後、ショールームへ場所を移動して各
種仕上げ材料の特性や施工例を見学した
後、女性目線で商品化された各種のトイレアイ
テムが紹介された。トイレブースの引戸仕様、
隣人と干渉しないパウダーシステムの提案、荷
物置き場のある洗面化粧台、トイレ待ちのスト
レスを解消する壁付きのデザインミラーなどの
提案は、これからのトイレ設計の一例としてとて
も興味深く参考になった。
　夕刻、近所の居酒屋にて恒例の暑気払い
が行われ、覚王山の夜がにぎやかに更けて
いった。

会員研修の様子 サンプル板に各種塗料を塗布する塗料施工体験

ショールームでの見学

阪　竹男｜阪竹男建築研究所

村林　桂｜
村林桂建築設計事務所
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理  事  会  レ  ポ  ー  ト

　第235回理事会は2015年度最後の理事会となり、芦原会長の挨拶も6年前
の会長就任時の理事会の様子から現在までの変わり様に触れたもので、自由活
発な意見が交わされるようになったとのことです。

【審議事項】
1.入退会承認の件（浅尾事務局次長）

・ 新規入会希望：正会員5名　準会員：専門3名、ジュニア2名、学生1名　協
力会員：法人3件　種別変更希望：シニア4名　退会希望：正会員14名、法人
協力5件→承認

・ 本日承認後の正会員数は3,899名
2.総務委員会委員委嘱承認の件
3.（筒井専務理事）資料2

・ 委員就任：早坂　陽（東北）、森　暢郎（関東）→承認
・ 委員退任の報告：渡邉　宏（東北）
4.公益事業委員会と財務・事業委員会の統合承認、委員長及び委員委嘱の件
（筒井専務）

・ 委員会体制の見直しにより、公益事業委員会と財務・事業委員会の統合する
ことについて審議

・ 委員会名称：財務委員会
 委員会ミッション：本会全体の収支・財務・事業活動の管理
 委員長：左　知子（関東）
 委員：小田義彦（東海）、松本敏夫（近畿）、藤沢　進（関東）、當間　卓（沖

縄）、櫻井　修（関東）、高橋隆博（関東）、進藤勝人（東北）→以上承認
・ 委員の任期について、新たに新委員会での任期とするのか、前委員会の任

期を引き継ぐのか協議。左委員長の意見もあり、活動内容を継続しているの
で、前委員会の任期を引き継ぐ。→承認

5.沖縄支部規約改正の件（筒井専務）
・ 沖縄支部規約第15条（事務局）について、「事務局を沖縄県に置く」に改正。

→承認
6.総会白紙委任状等の取扱いの件（筒井専務）

・ 白紙委任については会長委任と見做すこととする（62票）。→承認
【報告事項】
1.JIAホームページ改修について（鈴木広報委員会委員長）

・ 本来ならJIAの全ての活動をアーカイブとしてホームページに掲載したいが、
膨大なデータとなり管理ができなくなるので残念ながら困難である。

・ ウエルカムオフィスのページをUPした。
・ 国際交流活動については、本部・支部に限らず全ての活動を掲載したい。
2.後援名義承認の報告（会長専決事項）（筒井専務）
3.その他

・ JIAグループ保険の説明（原田事務局長）：本年度制度改定をしたとのことで、
各支部・地域会の代表宛に保険会社が説明にお邪魔するのでよろしくお願い
したいとのこと。

・ 熊本地震への支援に対するお礼（角銅九州支部長）
・ 辺見副会長より、次々回の全国大会をその年開催予定のアルカシア大会とマッ

チングしては如何かとの意見あり。上浪関東甲信越支部長としては概ね了解
で、次の理事会で決定したいとのこと。

・ 退任各理事から一言挨拶（10名の内出席者8名より）
 

　第235回理事会と同日（2016年6月24日）、2016年度通常総会（14時30分～
16時）を挟んで直後の16時05分～ 16時25分、2016年度役員による新体制正
式スタートとなる臨時理事会が建築家会館3階大会議室にて集合方式で開催さ
れた。出席者は六鹿新会長以下、理事24名、監事2名、事務局2名。

【審議事項】
1. 議長選任の件（筒井信也専務理事→六鹿正治新会長｢候補者｣）
　本来は会長が議長を務めるがその正式選任直前のため、移行措置として特
別に筒井＋六鹿にて進行する。→承認
2. 会長、副会長及び支部長選任の件（六鹿＋筒井）
1) 会長の選任　六鹿正治→承認　
2) 支部長の選任
　遠藤謙一良（北海道支部）、鈴木弘二（東北支部）、藤沼　傑（関東甲信越
支部）、車戸慎夫（東海支部）、井上久美（近畿支部）、龜谷　清（中国支部）、
野村正人（四国支部）、角銅剛太（九州支部）→以上承認
3) 副会長選任
　左　知子（関東甲信越支部）、鈴木弘二（東北支部）→以上承認
※当面、新会長の全体把握補佐役として2人体制でスタートし、理事会マター
にて順次充足する。
3. 顧問選任の件（六鹿＋筒井）
　会の運営について会長を補佐する｢顧問｣（｢会長補佐役｣）選任
　森　暢郎（前副会長、1年任期）→承認
4. 広報委員会委員長委嘱承認の件（筒井） 
　委員長就任　藤沢　進（関東甲信越支部）→承認　
　【報告】委員長退任　鈴木利美（関東甲信越支部）
5.その他

・ 席上で選任された左・鈴木・藤沢の各氏より一言ずつ着任挨拶
・ コンペ・プロポーザル方式遂行支援パンフレット紹介（連 理事）
・ 新任各理事の方は所定の就任承諾手続をよろしく（事務局）
■臨時理事会直前（14：30 ～ 16：00）の2016年度通常総会　

（※8月号p18にて参加者レポート掲載／事前配布議案書参照）
■臨時理事会直後（16：30 ～ 17：45）の 意見交換会 略報告
　2016年度役員体制の船出に際し、六鹿新会長を囲む意見交換会が JIA館
1階建築家クラブで開催され、サロン的な雰囲気の中で闊達な意見交換会と
なった。
・ 冒頭、近畿支部役員の方々が法被姿で前面に登場し、10/27 ～ 29開催の

｢JIA建築家大会2016　大阪｣への参加を熱く呼びかけた。
・ 今村創平会員の司会進行でまず、六鹿新会長より挨拶があった。臨場した私・

鈴木が感じ取った要旨は以下の通り。JIAは各会員が確固たるベクトルを持っ
ており、その方向性をまとめる一助を務めたい／意志の高い個々人の活動を｢
見える化｣・連携して、｢効果的な運動体｣を目指す／芦原前会長とともに出席し
て感銘を受けた｢FAIA｣のパーティーでの、違いを超えたSolidarityの域に達
したい／……以降、多彩な意見交換が展開された。以下にその一部をご紹介。
文化・アトリエ派の気概をもっと前面に（出江）／会員のモチベーションUPに何を
すべきか（鈴木利美）／特効薬は思い浮かばないが、まずは諸イベントの併せ
技効果を狙うか（六鹿）／今秋の大阪大会への盛り上り取組み紹介（井上近畿
支部長）／その他、神奈川地域会・横浜市での実践紹介、など。

※その後は、建築家会館1階大ホールでの懇親会（18：00～19：30）、さらに、
（退任役員の方々の慰労を兼ねた）｢二次会｣（20：00~）、と、年に一度のフルコー
スの本部・通常総会の一日でした。

新理事にバトンタッチ!
2015年度最後の理事会

通常総会当日、
2016年度新役員Kick-offの
臨時理事会開催

本部理事　石田　壽 本部理事　鈴木　利明
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　今回3年ぶりに支部役員会に出席して、「東海支部として本部へしっ
かり意見を言おう」という意識の高い支部役員会が、あらためて頼も
しいと思った。
　今回役員会で話し合ったのは、正会員の取り扱いにおいて、いわゆ
る専兼問題とプロフェッサーアーキテクトの問題であった。本部報
告によると、公益社団法人を取得してから、未だにこの制度が確立で
きていない。JIAはいったい何のための組織なのか?　われわれは誰
の方向を向いてこの組織に力を出しているのか?など、今更ながら疑
問符ばかりが出てきてしまう。JIA会員が、建築家という仕事をする
個人として、この組織にいるメリットを感じられる団体なのか?　公
益社団法人として制度を整えるのは、大変だとは思うが、自分たちが
楽しむという論点を忘れてはいけない。制度的な論議をほどほどに
し、建築家として、楽しさが増す会議になると良いと思う。
　個人的には建築という行為にあたって、設計も施工も立ち位置は違
えど、良い建築を追及する心は同じはずだ。ならば必ずしも専業でな
くても良いのではないかと私は思う。
　JIAはさまざまな立場の建築家から成り立っているので、一方向か
らの見方で意思決定をするのではなく、さまざまな視点から論議する
ことも大切だろう。本部と支部の意見が違っても良いだろうし、本部、
支部、地域会問わず、お互いに意見をすり合せていく覚悟が必要で、
お互いを敬う思いやりが大切だと思う。建築は人と人をつなぐもの、
建築への愛情表現は人への思いやりが大切だと思
う。JIAの制度を良くする目的の一つは、建築業界
を良くし、最終的には人々のお役に立つことにある
と思う。

日　時：2016年7月8日（金）16：00 ～ 18：00
場　所：昭和ビル5階　JIA東海支部会議室
出席者：支部長、本部理事1名、幹事11名、監査2名、オブザーバー 7名

１．支部長挨拶
　先日、東海住宅賞の公開審査を見てきました。学生さんなど、若い
方々が多く参加されてたように見受けました。そういう場において、
積極的な会員拡大の広報活動をさせていただけると良いと思います。

２．報告事項
（１）本部報告
①第235回本部理事会（6/24）（鳥居） 
②2016年度通常総会・臨時理事会（6/24）（鈴木利） 
③職能・資格制度／建築家資格制度実務 合同委員会（6/20）（藤巻）
④第15回本部広報委員会（6/21）（奥野） 
⑤JIA全国学生卒業設計コンクール2016（6/25）（寺下）
⑥本部ＣＰＤ評議会（6/29）（豊田）
⑦総務委員会（鳥居）
総務委員会としての今の時点での課題について説明。
　正会員の資格について意見交換がなされた。

（２）支部報告
①第33回JIA東海設計競技（6/6）（寺下）
②第4回JIA東海住宅建築賞（7/2）（吉元）
③支部資格制度委員会（7/4）（藤巻）　
④熊本震災被害者支援 調査員派遣報告（矢田）
⑤東海支部各特別委員会名簿（矢田）

（３）各地域会からの報告（各地域会長） 

≪議　事≫
１．審議事項
①入会申込書：正会員「 間瀬高歩（愛知）」（久保田）　承認
②入会申込書：法人協力会員「 (株)サンコー 三重支店（三重）」（奥野）
　承認
③事業報告書：「熊本震災支援 調査員派遣」（矢田）
　杉山（静岡）、奥野(三重)の2人が東海支部から派遣された交通費の
一部支給について　承認
④後援名義依頼名古屋大学シンポジウム「第18回まちとすまいの集い
しなやかな 人・建築・都市」（矢田）承認　

２．協議事項
①三重地域会 持出例会+役員会（9/9）（奥野）
　次回、スケジュールで9月9日昼、はま作へ行くか、10日に日程を変
えるかスケジュール検討案を提出し、審議する。
②東海支部としての正会員の位置づけ（上記本部報告⑦を受けて）
　意見交換が行われ、東海支部としての意見書を近々に本部へ提出す
る予定となった。

３．その他
①「熊本震災支援 調査員派遣」に関するメール審議結果（矢田）
②東海支部「新HP」について（矢田）8月いっぱいまでにHP切り替
えする予定。
③CPD参加登録料について（見寺）
④JIA建築家大会2016大阪大会（車戸）
⑤熊本震災義援金・募金報告（矢田） 
　東海支部10万円、愛知地域会10万円、募金箱63020円の計263020円
を東海支部として送った。
⑥「JIA25年登録」委員会について（矢田）
⑦省エネ法について最新情報（見寺）
⑧住宅研究会の全国連絡会議の報告（吉元）

４．監査意見
鳥居監査：事業があるのにCPDを申請しない地域会は良くない。会
員サービスとしてしっかり取り組んで下さい。

東海支部役員会報告

長尾英樹｜Meet's設計工房
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保存情報　第 178 回　JIA 愛知保存研究会

データ発掘（お気に入りの歴史的環境調査）

知立神社

伊勢のフランス料理店　ボン・ヴィヴァン

登録有形文化財

隔年で本祭の年には5台の山車が繰り出す壮大
な郷土芸能で、今年ユネスコの無形文化遺産に

「全国の祭り」として登録する予定です。

性化へと広がり、建築家の役割を考える活動も、
他の分野の方 と々協力しながら進められている。

■紹介者コメント
　この知立神社は、近世池鯉鮒大明神が祀られ
東海道三社の一つに数えられていた名社です。
市内北端部に位置し、国道1号線と155号線が直
交する西北の森に囲まれた部分にあり、東側の側
道からアプローチします。境内には広場の前方に
ある石鳥居東寄りの南北中心軸線上に社殿を配
置し、前方には神池と石橋を設け、その後方に主
要社殿が「拝殿、祭文殿と回廊、幣殿、本殿」の
順に南から一列に配置されています。「尾張造り」
と呼ばれるこの社殿構成は尾張地方特有の縦長
の形式で、三河地方では珍しく、この地方への伝
播を示す貴重な遺構です。現在の社殿は江戸後
期から昭和にかけての造営で、木造平屋建て、
切妻造り、屋根は檜皮葺きです。拝殿東側の朱

■発掘者のコメント
　今年の2月、JIA三重地域会主催の外宮地区
を散策する「建築家と伊勢を歩こう」に参加した。
　まずは外宮の前の赤い屋根が目立つ「ボン・ヴィ
ヴァン」で昼食。今は明治村に移築された旧宇治
山田郵便局（重要文化財）が手狭になったため、
隣接して建てられた電話分室である。設計は旧
東京中央郵便局を設計した吉田鉄郎。千鳥破
風や屋根の側面に張り出した柱など、伊勢神宮
の建築様式を意識したデザインと言われている一
方で、縦長の窓など、北ドイツや北欧の影響が見
られる。逓信省の黄金期、日本各地の郵便局が
若手の建築家によって建てられた作品の一つ。
戦後、伊勢健康管理所、伊勢市立郷土資料館と
して使用されてきたが、現在も当時の原型を遺す

色の小さな建物は安産の神様として親しまれてい
る親

う ば が み し ゃ

母神社です。
　西公園東側に江戸時代後期の建築で昭和43

（1968）年に旧家から移築された数寄屋風茶室
「池鯉鮒庵」があり、花菖蒲祭りの期間には一般
開放されお茶が楽しめます。明治の廃仏毀釈の
難を逃れた神宮寺の遺構を伝える珍しい例として
二層の「多宝塔」が境内入り口付近にあり、国の重
要文化財になっています。神池に架かる花崗岩製
の「太鼓橋」は、享保17（1732）年の造営で（全長
6.6m、巾2.4m）「東海道名所図絵」のこの神社の
境内図にも描かれています。石橋は知立市指定
文化財です。
　5月2 ～ 3日に開催される知立祭りは、この神社
の祭礼で歴史も古く江戸時代から続いています。

貴重な建物として、NTTからのサブリースの形で
レストランとして使われている。
　後日、店主の河瀬毅ご夫妻からお話を伺ったと
ころによれば、以前からこの建物に興味を持た
れ、ぜひ手に入れてレストランとして活かしたいと
思っていらしたとのこと。建物の所有者や関係機
関との粘り強い交渉の後、平成9（1997）年によう
やく願いが叶ったものの、建物の改修については
種々の制約があり、厨房には勝手口も無く、室内
の変更も許されないため、壁面に漆喰のレリーフ
を掛け、高い天井を活かした窓装飾や調度品で
レストランらしさを演出するなど、ご苦労も多かった
とのことである。
　式年遷宮の度にJIA三重で企画される勉強会
も、神都伊勢とあって、単なる見学会から街の活

知立神社

155

419

1

●
知立小学校

知立

三河知立

名鉄名古屋本線

名鉄三河線
51

伊勢神宮（外宮）

32

●伊勢市役所

伊勢市駅

ボン・ヴィヴァン

社殿（拝殿）

外宮前から旧電車道越しの遠景

太鼓橋

北側からの全景

多宝塔

南側入口付近

藤田淑子｜
名古屋文化短期大学名誉教授

福田一豊｜福田建築事務所

所在地：愛知県知立市西町神田12　
アクセス：名鉄本線　「知立駅」下車徒歩12分　
登録番号：本殿23-0395 幣殿23-0396　拝殿23-0397
　祭文殿・回廊23-0398　摂社親母神社23-0399 茶室
23-0400　
創建：（伝）第12代　景行天皇年間　
構造・規模：本殿｜桁行三間、梁間二間、三間社流造　
幣殿｜桁行五間、梁間三間　祭文殿｜桁行二間、梁間二
間　拝殿｜桁行六間、梁間三間。前面に一間の切妻造り
向拝が附属　親母神社｜木造平屋建て、一間社流造、檜
皮葺き　茶室｜桁行三間半、梁間二
間半、入母屋造り、桟瓦葺き　
参考資料：知立神社パンフレット　知
立神社の建造物調査報告書（知立市
教育委員会）

所在地：三重県伊勢市本町20-24
建設年：大正12(1923)年
構造：煉瓦造り、モルタル　平屋　784㎡
設計：逓信省・吉田鉄郎　施工：志水組
参考資料：
1. 郵政建築 逓信からの軌跡　日本郵政株式会社監修　

建築画報社（2008）
2. 吉田鉄郎著　建築家・吉田鉄郎の『日本の建築』

（1952）　［原著はドイツ語：Japanische Architektur］
薬師寺厚訳　伊藤ていじ註解　鹿島出版会（2003）

3. 吉田鉄郎著　薬師寺厚訳、日本の建築　その芸術的
本質についてⅠ 東海大学文化選書

（1972） 同Ⅱ (1973)
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㈱ 石 井 建 築 事 務 所
会　　　　　長　増澤信一郎
代表取締役社長　鈴木俊之　

静岡県熱海市田原本町 3-1　熱海魚熊ビル 2 階
TEL 0557-82-4171　FAX 0557-82-4174

（資）三共建築設計事務所

服部　滋

名古屋市中区伊勢山 1-1-1
TEL 052-321-9591　FAX 052-321-9594

一級建築士事務所　デザイン スズキ

鈴木利明

豊橋市東小鷹野 4-4-8
TEL 0532-61-4245　FAX 0532-61-4215

久 保 田 英 之 建 築 研 究 所

久保田英之

名古屋市東区東大曽根町 29-11　共栄ビル 5C
TEL 052-979-0755　FAX 052-979-0756

㈱ 中 建 築 設 計 事 務 所
取締役会長　森川　礼
代表取締役　廣瀬高保

名古屋市中区新栄 1-27-27　
TEL 052-262-4411　FAX 052-262-4414

㈱ 車 戸 建 築 事 務 所

代表取締役　車戸愼夫

岐阜県大垣市鶴見町 73-3
TEL 0584-78-8311　FAX 0584-73-3401

中 日 設 計 ㈱

代表取締役社長　清谷英広

名古屋市東区筒井 2-10-45
TEL 052-937-6711　FAX 052-937-6881

㈱ ワ ー ク ○ キ ュ ー ブ

桑原雅明　　吉元　学　　平野恵津泰

名古屋市昭和区福江 1-7-2
TEL 052-872-0632　FAX 052-872-0633

㈱ ヤ ス ウ ラ 設 計

代表取締役　水野豊秋

名古屋市中区新栄 2-35-6
TEL 052-241-7211　FAX 052-241-7333

㈱ 浦 野 設 計
代表取締役社長　浦野廣高
代表取締役会長　浦野三男

名古屋市西区八筋町 90
TEL 052-503-1211　FAX 052-503-1212

㈱ 伊 藤 建 築 設 計 事 務 所
代表取締役会長　森口雅文
代表取締役社長　小田義彦

名古屋市中区丸の内 1-15-15  桜通ビル
TEL 052-222-8611　FAX 052-222-1971

㈱ 三 和 建 築 事 務 所

取締役社長　見寺昭彦

名古屋市港区港栄 4-5-5
TEL 052-661-2211　FAX 052-661-2247

残 暑 お 見 舞 い 申 し 上 げ ま す
（静岡・愛知・岐阜・三重地域会　五十音順）

㈲矢田義典建築設計事務所

代表取締役　矢田義典

名古屋市名東区社台 1-187
TEL 052-771-2592　FAX 052-771-2617

「ARCHITECT」は
日本建築家協会（JIA）
東海支部の機関誌です。

会員・法人協力会員のほか、全国のJIA各支部、

東海地方の大学・自治体などに配布されています。
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　9月開催の役員会を本年度より東西三河統一後初の持ち出し例
会と兼ねて､9月16日（金）に実施します｡
　本年は､3年に一度の現代アートの国際芸術祭「あいちトリエ
ンナーレ2016」の開催年にもあたり､第3回目にして､名古屋､岡
崎に加えて豊橋が会場となります｡穂の国とよはし芸術劇場
PLAT､水上ビルなど駅前周辺に展示会場が集中しているのが特
徴です。この際、トリエンナーレ豊橋会場の視察を共催イベント
として盛り込み、現代アートが豊橋まちなかをどのように魅力的
にみせるのか、実際にご覧いただきたいと思います。
■日時：2016年9月16日（金）
○「あいちトリエンナーレ2016」　豊橋会場視察
15：00 集合：穂の国とよはし芸術劇場PLAT　1Fロ

ビー
～15：30 概要説明（豊橋市文化課／トリエンナーレ豊橋

担当キュレーター）
15：30 ～17：30 豊橋会場視察　PLAT ～開発ビル ～狭間ビル 

～水上ビル ～PLAT
～17：30 PLATにて解散
○懇親会
～18：00 懇親会会場に移動
18：00 ～20：00 会場：「寅八（とらはち）」　予算5,000円程度/人

（予定）
※「あいちトリエンナーレ2016公式ガイドブック」掲載店
■申し込み・お問い合わせ：
公益社団法人　日本建築家協会 東海支部 愛知地域会 事務局
FAX 052-251-8495　TEL 052-263-4636

　日々の建築業務の上でトラブルに巻き込まれそうになったことはあ
りませんか?　できるならそういう事態は避けたいものです。弁護士の
石川真司さんを講師としてお招きし、実際の事例をもとにして、建築に
おけるトラブルの回避の仕方をご教授いただく好評の講演会Part2!
■日時：2016年9月20日（火）18時～
■場所：JIA会議室　昭和ビル5階
■講師：石川真司（愛知県弁護士会副会長）
■参加費：1,000円
※講演会後に懇親会も予定しています。（参加費実費）
■CPD：単位申請中
■申し込み方法：氏名・所属・Emailを記入の上、下記まで。
公益社団法人　日本建築家協会（JIA）東海支部事務局
FAX 052-251-8495　Email:shibu@jia-tokai.org

■日時：2016年9月30日（金）　18：30 ～20：30
■場所：名古屋大学建築学科講評室
■パネリスト：白須寛規｜design SU
　　　　　　　米澤　隆｜米澤隆建築設計事務所
■参加費：一般（JIA会員含む）1,000円、学生無料（定員40名）
■申し込み・お問い合わせ：申込書兼チラシに記載の上、メール

（info@dig-arch.com）または、FAXでご送付ください。
D.I.G Architects
〒466-0815 名古屋市千種区山添町1-10-3
TEL 052-753-6198　FAX 052-753-6199
MAIL info@dig-arch.com

CPD認定プログラム　2単位

「あいちトリエンナーレ2016」　豊橋会場視察
JIA 三河地区例会 ･ JIA 愛知持ち出し役員会共催イベント

2016講演会企画

建築トラブル回避法Part2
弁護士から学ぶ建築トラブル護身術 !

地域が建築に求めるもの第5回

複雑化する社会と開かれた設計手法
CPD2 単位申請中

地域会だより

＜東海支部＞
7/2  JIA東海住宅建築賞2016 公開一次審査
7/8 支部役員会
7/31 JIA東海住宅建築賞2016 公開最終審査
＜静岡＞
7/16 静岡県住まい博2016の開催・建築相談員派遣（～ 7/18）
7/22 建築ウォッチング「ぎふメディアコスモス～明治村」の開催
8/10 8月静岡地域会拡大役員会の開催、役員会終了後JIA塾「地震被災地　宮

城・熊本の今とこれから」、暑気払いの開催
9/1 静岡県建築文化研究会「小野田泰明氏講演」の開催（建築5団体主催）
＜愛知＞
7/23 三分一博志展（～ 8/7）
8/3 JIA愛知・賛助会役員会
8/3 三分一博志　講演会
8 /5 ｢地域が建築に求めるもの｣第4回「建築の熱環　見えないものをデザイ

ンする！」
8/10 あいちトリエンナーレ　内覧会・レセプション
8/19 JIA愛知役員会・暑気払い
8/27 ～ 8/28　とよはし都市型アートイベント　sebone2016
9/1～9/2 すまいる愛知住宅賞現地審査　　　　　　　　　　　

9/5  愛知まちなみ建築賞選考委員会
9/7 JIA愛知・賛助会役員会
9/16 JIA 三河地区例会 ･ JIA 愛知持ち出し役員会共催イベント
9/20 建築トラブル回避法Part2
9/30 「地域が建築に求めるもの」第5回
 複雑化する社会と開かれた設計手法
＜岐阜＞
7/28 第3回役員会開催（18:30 ～ 20:30）
 場所：ハートフルスクエアG　2F　研修室にて
8/19 JIAの窓　北方町庁舎見学会＆武藤氏講演会＆座談会
8/25 第4回役員会開催（18:30 ～ 20:30）
 場所：ハートフルスクエアG　2F　研修室
＜三重＞　
7/15 第3回例会（持出例会）、会員研修2
8/1 熊本地震に関わる被害状況調査報告及び意見交換会
8/4 法人協力会総会
8/12 第4回役員会　
9/9 持ち出し役員会
11/12 建築ウォッチング
1/22 建築文化講演会
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べきです。今後UIAに頼ることなく社会のコ
ンセンサスを得て、日本に求められる「建築家」
像をつくっていくことはもっと重要です。正し
いけど遠い道です。とりあえずJIAで「建築家」
を議論しませんか?（会員以外が何人読んで
いるだろうか?）　　　　　　  　 （吉元　学）
●珍しく過ごしやすい夏だ!　ところがお盆を
境に暑い暑い名古屋に逆戻り。ブラジルオリン
ピック男子400mリレー銀メダル獲得の朗報を
聞きながら、チームプレーの大切さを痛感した
所である。
　建築から遠ざかって久しいので、トレンドに
も随分疎くなっているが、唯一と言って良い接
点のARCHITECTで久しぶりに興味をそそ
る記事（記事と言って良いか?）に遭遇した。
　牧ヒデアキ氏の「スケールと幻想」である。氏
の淡々とした解説とは裏腹に毎回色々と空想
を巡らせてしまう。それこそ氏の術中に嵌って
しまう。「今回使用した家庭用品」のレイアウ
トが既に作品となり、氏の執拗な几帳面さまで
浮き彫りにしている。種明かしされた家庭用品
がスケール転化し生々しい存在感を表出し、

●巷ではリオデェジャネイロ・オリンピックの
話題で盛り上がり、東北・熊本震災関連の
ニュースが隅に追いやられています。本誌4P
の熊本地域会・原田展幸氏の“熊本地震「発生
からこれまでの歩み」”には今後のJIAの問題
や可能性が示されています。東海支部でも災
害に対する活動を前向きに考え、若手を中心
に行政へのアプローチが少しずつ始まるとい
いですね。これからもARCHITECTは全国の
災害対策の活動をお伝えします。他人事では
なく自分の事として考えることが大切だと思
います。「建築家」の国家資格のない日本にお
いて「建築家」という呼び名は国際建築家連合

（UIA）を拠り所にしていると考えます。日本で
は唯一JIAがUIAに加盟している団体です。
乱暴な言い方ですが「建築家」を自称する以上
は建築家協会に所属し、社会に「建築家」を発
信して行くことが義務ではないでしょうか。
JIAを他人事にするのではなく自分の事にす

編 集 後 記 1/50人物模型の曖昧なリアリティと伴い独特
の世界観を醸し出している。
　ちなみに私のインスピレーションは8月号
は斎場、9月号はスターウォーズの世界。又東
海住宅建築賞・受賞作品の室内写真との共通
点を感じるのは、私だけであろうか?　　  

（川合克己）

　キッチンにどんな夢をお持ちですか?
　リビングルームと一体のインテリア性
が高く居心地の良いキッチン。ご家族や
お友達と会話が弾むキッチン。沢山の食
器や調理器具がたっぷり使いやすく収ま
る高機能キッチン。美しいデザインと高
い機能性は歳月を経ても変わることはあ

りません。お客様と一日一日を一緒に過
ごさせていただく素敵なキッチンをお届
けすることこそが私達の夢です。
　オンリーワンのキッチンづくりは、
ショールームから始まります。お客様の
ご要望とお気持ちをプランに反映させて
ゆきます。ユニットをレイアウトしてゆく

「ゾーニング」から始まり、
内部の収まりを詰めてゆく

「チューニング」そして自社
工場で一邸一邸製作して
ゆきます……。キッチンハ
ウスは1975年にドイツ製シ
ステムキッチンの輸入販売
を開始した高級システム
キ ッチ ン の 草 分 け で す。

ヨーロピアン・ テイストを基調としなが
らも、日本の気候や食生活により適した
キッチンをつくるために群馬県藤岡市に
自社工場を立ち上げました。以後、60000
セットに及ぶ最高価格帯キッチンをお納
めし20年・30年という永い歳月変わるこ
とない品質感に高い評価をいただいてお
ります。
　JIA三重地域会の協力会員となりまも
なく2年。さまざまな活動に参加させてい
ただき、沢山の刺激をいただきました。今
後は協力会員の方々と連携し、会の発展
に貢献してゆきたいと思います。

心地良い空間「あなたのためのオンリーワン・キッチン」を

山本恵美｜㈱TJMデザイン　キッチンハウス　住設事業部

法人協力会通信㉕

●㈱TJMデザイン　キッチンハウス
名古屋市千種区井上町13-3
TEL 052-781-7070　FAX 052-781-7780

＜三重＞


