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　積層されるイメージを持つ建築・建築材料は多く

存在します。版築にはじまり地層を連想させるよう

なファサードを持つ建築・積層工法・合わせガラス

や積層合板のような材料までいろいろあり、それら

が意図的に、また合理的に使用され建築として組み

立てられています。今回はCDをいろいろと重ねた

り・転がしたり・立てたりしているうちに、積層イ

メージを持ったまま、透明素材と反射をいかに取り

込み、空間として成立させるかがポイントなのでは

ないかと思いました。そうこうしていると頭の中で

坂本龍一の『ラストエンペラー』の曲が流れ始め、

撮影し終わるまで流れていました。なかなかこのよ

うな空間を実際に設計する機会には恵まれません

が、いつか建築家として取り組んでみたいものです。
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Y今回使用した家庭用品
・CD・DVDケース　143×125×5…25 枚
・CD　120×1.2…29 枚
・マスキングテープ　9mm幅…1個
・ショットグラス　φ29～ 48×57…1個
・ 1/50 人物模型…1体
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自作自演○206

鈴木　成昌（JIA静岡）

鈴木工務所一級建築士事務所（富士市八代町10-12　TEL 0545-51-0875 　FAX 0545-53-6293 ）

　今年8月で77歳となり喜寿をむかえました。自作自演の投稿は今回で4回目となります。2回目の投稿は「古希を迎えるにあ
たって」でした、そのときに自宅兼事務所昭和44年竣工RC3階建の耐震補強・リフォームを予定していましたが、大幅な予算
オーバーとなり解体して建て替えることになりました。事務所は別に移転しましたので2世帯住宅の木造2階建てで計画をし
ました。設計方針として耐震性能・省エネ性能・地球温暖化防止・メンテナンス・節税などを考慮しました。耐震性能評価3に、
省エネ性能向上の断熱材を、JIA静岡の鈴木俊史様のアドバイスにより、地元富士市商工会議所認定品の、春日製紙工業㈱の
ローヤルスターファイバー（セルロースファイバー）を使用しました。吹き込み施工で隙間なく仕上がり、音楽室をつくり
ましたが防音性能が良くできました。地球温暖化防止としては太陽光発電12.6KWを設置し、地元企業のパーパス㈱の太陽熱
利用ガス温水システム貯湯ユニット（ソラモ）を採用しました。メンテナンスを考慮して屋根はステンレス鋼板葺きとし、不
動産取得税・固定資産税の節税のために税法上の2世帯住宅の要件を満たすために・玄関・トイレ・台所・浴室を2カ所ずつ
設置しました。ようやく10月下旬に完成し仮住まいからの引越しと、整理に大忙し日々を過ごしております。
　また喜寿を迎えて中学校の同窓会を5月に行い、最後の同窓会となりました。大学の同窓会は4年に1度オリンピックの開催
年に行い今年度は箱根湯本で行いました。次回は東京オリンピックのときです。健康に留意して参加したいと思っています。

喜寿を迎えて

飯嶋　俊比古（JIA愛知）

飯島建築事務所（名古屋市東区 葵1-25-1 ニッシンビル２０４　TEL 052-937-7451　FAX 052-937-6937）

地震と安全と施主

　1995（平成7）年の阪神淡路大震災以降大きな地震が続き、地震のたびに建物が崩壊し人的被害も出ています。このような状況
から構造設計者として最近思うことを以下に書きます。
　地震が起きるとその大きさは震度で表示されます。一般に地震の大きさは震度でが、構造設計では加速度が使用され震度は使
用されません。そのため、皆さまから「この建物は震度いくつまでもちますか」と聞かれると困るのです。一般的な答えは、基準
法を満たせば「震度6程度」ですが、この「もちます」に問題があります。一般の方は「壊れない」、「無被害」と理解されますが、構
造設計者の「もちます」は、「倒壊しない」すなわち「壊れますが潰れません（被害を受ける）」という意味です。
　現行基準法の要求は、単純に言えば、小さな地震では概ね無被害、大きな地震では倒壊しないこと、人的被害が生じないこと、
となっています。ですから、原理的には、現行基準を満足していても住宅が被害を受けることはあり得るのです。
　基準法の冒頭に「最低を定める」と書いてありますから、基準法を満たしたとしてもあくまで最低で、地震時の無被害を保障し
てはいないのです。ちなみに、最近のお役所の建物は、地震後にも継続使用できるように基準法に比べ相当大きな地震荷重で設計
を行っています。そのため、建物の強度に比例しませんが工事費は高くなっています。
　構造設計者は丈夫で安全な建物を設計することはもちろんですが、それだけでは限度があり、丈夫であるためには物量を投入
する必要があります。その結果、コストアップになる。と考えれば、建物の安全には予算が重要なファクターとなります。ところが、
構造設計者は施主とこのような話をする機会がないか、ほとんど無い。
　縷々述べましたが、建築家から「地震被害の予測」と「建物が安全であるために資金が必要であること」を施主に情報提供して
いただければ有難い、ということです。
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塩田　哲也（JIA愛知）

日建設計（名古屋市中区栄4-15-32　TEL 080-6907-8520　FAX 052-252-7295）

　　　　　　プラモデル遍歴③　 ※①②はARCHITECT 2012/1-2参照

　父の影響で自衛隊と米国産のジェット戦闘機の世界に入った私はその後、1/72　F-104J（当時はまだ飛んでいた）、F-4EJ、
F-14A、F-15A、F-15Jとアメリカンな機体をつくった。そして中学1年生のときに、ようやくエアブラシを手に入れた。シング
ルアクションの普及品だ（普及しているのか?）。なおコンプレッサーには手が届かず、フロンのボンベ式で我慢した。しかし
それが完成度に与える威力は凄く、これまで苦労したのはなんだったのかと驚いた。最初に使用したのは近所の友人が買った
1/48のF-16だ。友人のお母さんに、難しいからつくってやってほしいと頼まれ、喜び勇んでエアブラシを抱え友人宅に乗り込
んだ。依頼主であるお母さんが、制作を始めるとなぜか帰宅を促してきたが、今思えばエアブラシのせいだ。よその子どもが家
の中でラッカーをスプレーしまくっていたのだから。しばしば建築家のやる気が周囲とかみ合わず空回りするが本人は気付か
ない、そのシーンと妙に重なる。
　この頃はディテールを追求するようになっており、いつも資料収集に時間がかかった。本屋や図書館、航空ショーでの取材な
どが頼りなのだが、中々集まらない物だ。また製作期間自体も長くなっていた。プラモデルがリアルに見えないのは、主にパー
ツの厚みに起因するが、それを削ったり擦ったりしながら、正しいスケールを持った厚みに近づけていくのはとても骨が折れる
のだ。その為手を加えるのは一部分とする。見せ方を考えて効果的な部分に適用する。で、何ともならないのが透明なキャノピー。
プラ板をフォーミングしてつくることも試したが、時間対効果の面で、以降は自問しながらも付属のパーツを使っている。

（つづく）

白石　記之（JIA愛知）

日建設計（名古屋市中区栄4-15-32　TEL052-261-6131　FAX052-261-6136）

休日早朝のウォーキング

　数年前から、休日の早朝に熱田神宮まで9,000〜10,000歩程度の軽いウォーキングをしている。始めた頃は旧東海道や交通量の多い
国道１号線を通っていたが、今では複数のルートを覚え、そのときの気分で選びながら歩いている。どのルートでも早朝の空気は心地よく、
熱田神宮に着くまでにいろいろな考えのまとめや気持ちの整理をしている。
　熱田神宮は三種の神器の一つである草薙剣をご神体として保有する宮であり、伊勢神宮や出雲大社に比肩すると思っている。東海
地区以外ではその名が知れ渡っていないのが不思議である。
　熱田神宮には、いつも南側の鳥居から入る。境内はクスノキ、ムクノキ、ケヤキなどがうっそうと生茂り「熱田の森」と呼ばれるとても気
持ちの良い空間である。早朝の「熱田の森」はやわらかな木漏れ日のなか、参道脇で軍鶏が雄叫びをあげている。とても清 し々い。また、
老夫婦と幼い孫が鳥居を通るときにお辞儀をする風景に出くわす。礼儀作法の伝承は微笑ましく美しい風景である。豊かな気持ちになる。
　一方、ときどきではあるが海外からの観光客が早朝から大きな声で騒ぎながらの参拝……いや、観光……に遭遇する。生活行動や歴
史背景の違いだからやむを得ないと思いながらも、土足で家に入られたような残念な気分になる。自分も知らずに同様のことを海外で行っ
てきたのでは……と考えたりもする。
　本宮を参拝した後は、「信長塀」を眺めながら桶狭間へ向かう時の信長に想いを馳せたり、ほかの社を参拝しながら、ゆったりと南側
の鳥居へ向かう。帰り道は、犬と散歩している人など営みを始めた人 を々眺めながら足早に歩く。この時間には日射しも強くなり、日影が
続く道を選ぶことが多くなる。都合100分程度のリフレッシュタイムである。
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隔月6回連載

都市と人の
コミュニケーション
地中海都市から考える

　都市と人のコミュニケーションを活性化するために、公
共政策にできることは何だろうか。前回まで取り上げたタ
ラゴナから隣町レウスに舞台を移して考えよう。
　レウスとタラゴナは、長らくお互いをライバルとみなし
て張り合ってきた。とはいえ、ローマ時代の威光を背負っ
た県都タラゴナとは違って、街道の交点に成立した内陸の
商都レウスには、古代遺跡はおろか、日光浴のできるビー
チもない。レウス市民が何より誇りとしてきたのは、商売人
の心意気が生んだまちの活気である。市政は、世界的に有
名な建築家ガウディが近隣の村の生まれであることに目を
つけ、まちなかにはガウディの作品が一つもないにもかか
わらず、歴史地区の中心、マルカダル広場に面した一角に
ガウディセンターを開設した（図1）。これは、文化施設であ
る以上に、海辺の観光客をショッピングの町レウスに引き
寄せる広告塔として機能している。では、商業を営み、買い
物を楽しむための舞台づくりの工夫はどうだろうか。

商都のインフラづくり

　40年近く続いたフランコ独裁のくびきから解放され、
1970年代末に民主化されたレウスの市政は、優先課題の
一つとして商都の血脈活性化を位置づけた。マルカダル広
場とそこから四方に延びる街道、地上階に軒を連ねる店舗
が醸し出すにぎわい、中世市壁の跡に開かれた歴史地区の
周回道路、簡素なまち並みの中に有力商人が建てたムダル
ニズマ（近代主義）建築の輝き。強力なランドマークこそな
いまちだが、丁寧に手を入れれば、現代的な商都として蘇
らせることが可能と思われた。
　市が策定した歴史地区特別計画は、面積12haほどの地
区内に、古い街道を境界とする4つのセクターを識別する。
そのうえで、ムンタロル通りとリュベラ通り（図2）を挟む
北側2つのセクターについては、深刻な衰退状態にはない
と判断し、公共空間の再整備に絞って投資する方針を示し
た。傷みの進んだ舗装を一新し、石材を平らに敷き詰めた
回遊性のある空間を用意すれば、商業の賑わいが戻ってく
ると読んだのである。並行して、通過車両の進入を排除し
た緩やかな歩行者専用化を進め、周回道路からアクセスで
きる地下駐車場を新設することで、郊外・市外からの買物
客の需要に応えた。そこにあったのは、市民社会の蘇生力

を信じて、インフラづくりに徹するという市政の選択であ
る。
　以来、数十年が経った。確実に増えたと感じるのは飲食
店の屋外テラスである。筆者のフィールド調査では、マル
カダル広場だけでテーブル172脚、609席もの屋外キャパ
シティが確認された（図3）。これは、外の空気を吸いなが
ら飲食することを好む地中海人の行動様式と、テラス営業
の許可と引き換えに使用料収入を得ようとする市の戦略が
うまく結びついた結果である。
　もっとも、飲食とレウスの「本業」たる商業は、公共空間
の利用をめぐって必ずしも融和的な関係にあるわけではな
い。マルカダル広場の四辺がテラスで埋められてゆくのを
前に、まちなかに買い物に出てもカフェに入らないかぎり
一服する場所もない、という不満の声が市民の間で聞かれ
るようになった。テラスで店舗前を塞がれることを警戒す
る商業者もいる。2011年の選挙で成立した新しい市政権

「らしさ」を支える舞台づくり―レウス

図1｜レウス歴史地区のマルカダル広場
中央の時計台の建物が市庁舎，左端はガウディセンター

図2｜レウスのショッピングストリート，リュベラ通り
加工石材を敷き詰め、歩行者専用の単一路面とするのは、カタルーニャで広範
に使われている歴史地区再整備の手法である

第 3回
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は、マルカダル広場に8脚の公設ベンチを仮設し、市民の
反応を伺ったのちに恒久設置を決めた。ムダルニズマ風の
鋳物のベンチ（図3）で、イベントで邪魔になるときは一時
的に撤去するという。ベンチ一つのことだが、市民が自分
のまちとのかかわりを考えるには良い機会になる。そして、
意見を聞いた上で決断するのが市政の責任ということなの
だろう。

地中海都市の空間構成

　歴史地区の南半分にあたる2つのセクターは、状況が大
きく異なっていた。建物の老朽化と劣悪な衛生環境に地代
負担力の乏しい低所得者や高齢者といった住民プロフィー
ルが重なり、再生のためには、ハード・ソフト両面にわたる
思い切った策が必要と思われた。地割が細分化していて、
権利関係が複雑な歴史地区だけに、大規模事業は行政主導
とならざるをえない。市政は、両セクターで合せて126世
帯の立退きを伴う再開発を決断した。
　南東セクターのアル・パリョル界隈では、商業施設を核
とする再開発事業の設計競技が行われた。勝ち残ったバル
セロナのディベロッパーが提案したのは、地上階の商業床
を基層として、上に社会住宅を含む住宅フロアを積み、地
下に駐車場を置く住商複合開発だった（図4）。店舗だけ見
るとショッピングセンターの構えに近いが、建物の間の通
路はあくまで公共の街路で、常時開放されている。また、
店舗部分のセットバックにより、地中海らしい柱廊式の街

路・広場空間がつくり出された。近代都市計画のゾーニン
グに真っ向から反する機能混在型空間が地中海都市の真骨
頂だとすれば、アル・パリョルの再開発は、そうした伝統的
な空間構成を解釈し、現代の商都のまち並みに表現した例
と言えるだろう。ただし、ディベロッパーが欲を出して、地
下1階に商業床を拡大したのは失敗だった。日光浴が好き
な地中海の人々は、とくに必要がないかぎり、薄暗い半地
下の店に寄り道しようとは思わない。人々の行動パターン
は、気候風土のもとで歴史的に培われたものである。それ
を読み、育てるのが、デザイナーに期待される役割ではな
いか。
　街路の修復整備から複合開発に至るまで、地中海の商都
という地域の「らしさ」を常に意識し、舞台づくりに邁進し
てきた市政の手腕に感心する。残る課題は、生産の場に直
結した商業のあり方を取り戻すことだろうか。近代のレウ
スは、タラゴナ県一円のブドウ産地を背後に控えて、地中
海で取引されるブドウ蒸留酒の相場を決めるだけの影響力
を持っていた。このまちが単純な小売店の集積空間とは異
なる、つくり手と売り手の交わる場所として蘇ることを期
待したい。

公設ベンチ
屋外テラス
テーブル数/椅子数

マルカダル
広場

サン・ペラ
教会

50m

図3｜マルカダル広場周辺での公設ベンチと屋外テラスの設置状況
いずれも，見やすくするために，大きさを多少誇張している。写真はマルカダル広場
に設置されたベンチ。フィールド調査（2016年9月）による

図4｜アル・パリョル界隈の住商複合開発
メインの商業床が位置する地上階から撮った写真。地下フロアの営業は苦戦し
ており、テナントの頻繁な入れ替わりが生じている模様である

たけなか・かつゆき
東京大学大学院博士課程満期退学、博士（学術）。
固有名詞で意味づけられた場所・地域の価値に関心
を寄せ、身体と場所を結び、地域をおりなす風景を
考究している。
近著『空間コードから共創する中川運河―「らしさ」
のある都市づくり』（鹿島出版会、2016年、編著書）。

（写真：Rafael López-Monné撮影）

竹中克行｜地理学者・愛知県立大学教授
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審査風景

　今年で 33 回を迎えた JIA 東海支部設計競技のテーマは「限界
住居」です。一昨年、昨年に引き続き時事性、社会性の高いテー
マを設定しました。
　1 次審査は 10 月 22 日（土）に、昨年竣工した新生大名古屋ビ
ルヂングの TOTO テクニカルセンター内プレゼルームにて、ゲ
スト審査員の武蔵野美術大学教授 高橋晶子先生をはじめ 6 名の
審査員で行われました。
　昨年、応募数が減少したこともあり、今年から一般の部、学生
の部と分けることをやめ、すべての応募案の中から、各賞（金賞、
銀賞、銅賞、学生賞、ゲスト審査員特別賞）を選出する方針とな
りました。
　今年の応募数はどうだろうかと心配していましたが、67 作品（一
般 28、学生 39）と昨年の 2 倍強と大幅に増えました。

　1 次審査は１次ラウンド、2 次ラウンドの 2 段階で審査を行い
ました。1 次ラウンドでは各審査員が自分の推薦する作品を最大
10 作品まで〇印を付けることができ、１つでも〇印のついた作
品は 2 次ラウンドに進むこととしました。〇印が 5 つの作品から
1 つの作品まで計 29 作品が選ばれました。
　2 次ラウンドでは〇印の数が多い、少ないにかかわらず、選ば
れた作品は全て審査員全員で議論していきました。それぞれの作
品を推した審査員の意見を聞いていくことで、〇印が 1 つの作品
でも議論の末、残る作品などもあり白熱した展開となりました。
その結果、公開 2 次審査会に進む 7 点と学生賞 3
点が無事、選出されました。

2016 年 10 月 22（土） TOTO プレゼルームにて開催
応募総数　67 作品（一般 28、学生 39）
● 2 次審査対象 「家の花」 伊達卓也（金沢工業大学大学院 1 年）
　7 作品 「今際の在り処」 本野晴也（愛知淑徳大学 3 年）
 「限界のパッチワーク」 阿部このみ（名古屋造形大学大学院 1 年）
 「町の小さな風物詩」 西村宇央（九州大学大学院 1 年）
 「規制団地」 小林洵也（名古屋工業大学大学院 1 年）
 「WILD UTOPIA」 崎山　涼（工学院大学大学院 2 年）
 「鬩ぐ筒」 大柳友飛（福井工業大学 4 年）
●学生賞 「限界住居 階段による限界」 杉村　悟（名古屋芸術大学 3 年）
　3 作品 「小鳥がつなぐくらし」 廣川大樹（工学院大学 3 年）
 「Shake House」 池田　匠　（工学院大学 3 年）

■審査委員（順不同・敬称略）＜◎印：ゲスト審査委員 ○：審査委員長 ＞
○西倉 潔（名古屋造形大学教授）、生田京子（名城大学准教授）、道家 洋（道家洋建築設計事務所）、鈴木貴紀 （竹中工務店）、
山田昌毅（山田昌毅建築設計事務所）、◎高橋晶子（武蔵野美術大学教授）

第 33 回 JIA 東海支部設計競技　1 次審査結果

テーマ「限界住居」

１次審査を終えて

寺下　浩（JIA岐阜）｜スマイロ・設計競技特別委員会委員長
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　建築家の職能拡大が言われ出したのはいつ頃だろうか。このイベントのメ
ンバーであるわれわれの世代はいわゆる就職氷河期に当たり、学生の頃から
少しずつそういったことが求められ始めたように思う。その後、東日本大震災
での建築家の非力さを痛感して、職能拡大についての本*も近年いくつか出
版されている。
　それと同時に現在求められているのは民主的な設計手法である。バブル
期のポストモダン建築が歴史的建築言語を援用して、ユーザーや地域と切り
離したデザインをしたことへの反動が一因と考えられる。藤村龍至氏の「超
線形設計プロセス論」や山崎亮氏の「コミュニティデザイン」が代表的なもの
であろう。今回のイベントもワークショップや施主ヒアリングといったユーザー参
加の仕方、子どもという社会的弱者へ目を向ける方法、熱環境という誰しもが
肌で理解できることの見直しといった民主的設計手法がテーマとなっている。
　今回の平野氏と佐々木氏の話は「使いこなしの作法」というテーマだった。
これまでのレクチャーの流れを考えると、ユーザーが使いこなす作法（さほう・
マナー）を建築家が職能を超えて提案しているのではと想像したが、実際は
ユーザーが使いこなせるための作法（さくほう）つまり設計手法や制作過程
についての話であった。
　平野氏は「福祉建築をひらいていく仕掛け」と題し、これまで取り組んだ4つ
の福祉施設を題材に「制度による要求室の分節or合体」と「多様な活動を
受け止める場所つくり」の2つの手法を紹介した。「うれしの東保育園」では
保育室を「ハウス」と「ルーム」に分節し、「風の街みやびら」では個室を「あだ
の間」と「奥の間」に分節した。法律や基準で定められた要求室を分解するこ
とで、異なるアクティビティに細やかに対応させていた。「リハビリセンター白鳥」
では多床室型と個室型のメリットを融合した「個室型多床室」を提案し、「もや
いの家瑞穂」では通常のユニットを2つ組み合わせた「ユニット一体型」を提
案した。複数の要求室を合体することで面積を縮小し、余剰空間を生み出し

ていた。その余剰空
間を集めてつくりだし
た新たなスペース
が、地域住民やボラ
ンティアの活動の場

として使われている様子が伝わった。制度を疑い、実情との齟齬をあぶりだ
し、空間によって制度を再構築していた。
　佐々木氏は「少子高齢化、派遣雇用、未婚成人」と題し、現代社会の問題
に対する建築家の姿勢を示した。豊田で発信活動をする若手農家集団「夢
農人（ゆめのうと）」と協働して、呉服店だった蔵を改修し「ころも農園」というカ
フェ＆マルシェをつくり上げる過程を紹介した。行政や営利団体とは違ういわ
ば素人集団の意見をまとめ、あるときは既存の良さを伝えて、手を加えすぎな
いことが優れたデザインであることを説き、あるときはバラバラの要望をデザイ
ンで統合させる提案を行った。単なる一店舗で終わらせるのではなく、隣接す
る公園でのフリーマーケットにまで広がりを見せていた。また、豊田駅前のデ
パートでは空きテナントスペースに廃材を利用したブースをつくり、建築家の多
様な活動を市民に紹介していた。こういった地域貢献を目指すまちづくりの改
修的設計手法は、佐々木氏が普段行っている新築住宅で新しい空間を創
造する手法と意識的に変えているという。しかし、建築の可能性を発信すると
いう意味では通底するものがあるとまとめた。制度からはみ出た人々や活動
を空間によって下支えしていた。
　講演後の質疑や懇親会で2人の話をよく聞くと、決して運営方法にまで積
極的に関与しているわけではなかった。クライアントやユーザーの要望を真摯
に聞き、丁寧に読み解いていることが伝わった。職能拡大と民主的設計手法
を声高に叫ぶことで免罪符を得て、思考停止に陥るのではなく、求められたこ
とを建築や空間に置きかえて提案することこそが元来、建築家に求められて
いる作法（さほう・マナー）であることを再認識させられた。
　このレポートの締切前日にはトランプ氏がアメリカ大統領に選ばれた。5カ月
前にはイギリスが国民投票でEU離脱を決めた。欲望を満たす者と不満を抱
える者を知性ではなく数や声の大きさによって分けることが民主主義の宿命
なのかもしれない。かつて建築家はユーザーの不満を一手に引き受けていた
が、その重荷を下ろしたいがために民主的設計手法が用いられているのだと
したら危険なことである。先月亡くなった小嶋一浩氏は「白と黒」や「スペース
ブロック」などの言葉を生み出した。それはユーザーから了承を取り付けて不
満を言わせないために用いたのではなく、専門家とユーザーが既成概念にと
らわれず対等に議論するために用いられた。わかりやすい合議だけではなく、
専門家の知性こそが求められているのではないだろうか。

使いこなしの作法

諸江一紀｜諸江一紀建築設計事務所

地域が

建築に

求めるもの　  6

i 特集・連続企画

第6回のレクチャーイベントは、「使いこなしの作法」をテーマに、大建met（岐阜）の平野勝雅さんと佐々木勝敏建築設計事務所（豊田）の
佐々木勝敏さんに登壇いただきました。岐阜と豊田を中心に活動する2人の建築家から、まちに開いたオフィスやカフェなどが、竣工後に実際
にどのように使われるか、あるいは建築をどう使いこなすかについて学ぶ貴重な機会となりました。　　　企画担当：吉村昭範（D.I.G Architect）

佐々木勝敏（佐々木勝敏建築設計事務所）

平野勝雅（大建met）

会場の様子。
sanwacompany
ショールームにて。

＜第6回レポート＞
建築家の職能拡大と民主的設計手法は
どこまで続くのか
10月26日（水）
会場：sanwacompanyショールーム2階

※五十嵐太郎（2012）「建築学生のハローワーク 改訂増補版」彰国社
倉方俊輔、吉良森子、中村勉（2016）「これからの建築士」学芸出版社
大島芳彦、松村秀一、馬場正尊（2016）「リノベーションプラス 拡張する建築家の
職能」ユウブックス
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■ 建築設計者による共同絵画展
　去る10月14日〜16日まで、（公社）愛知建築士会水彩画同好会と、（公
社）日本建築家協会東海支部愛知地域会（JIA愛知）美術サロンの、初
の共同絵画展を行いました。吹上ホール（名古屋市中小企業振興会館）
の第46回建築総合展会場内で、愛知トリエンナーレ2016のパートナー
シップ事業としての開催です。共同絵画展のきっかけは昨年末に、JIA

愛知の委員会の懇親会で、両会
の会員として活動されているメ
ンバーと、双方の高齢化や会員
数の減少など、抱える問題を語
るうち、建築団体の垣根を越え
た交流、コラボレーション事業の
必要性で意見が一致しました。

その足掛かりとして、共同絵画展開催の案が浮上しました。
　4月中旬、東桜会館での第11回JIA愛知美術サロン展で両会初の顔
合わせ。JIA愛知美術サロンの世話役と、士会の水彩画同好会会長お
よび催事イベント委員長との打ち合わせやメールでのやり取りを重
ね、トリエンナーレのパートナーシップ事業として、ロゴ入り案内フラ
イヤー（10月号アーキテクト同封）も作成し、開催にいたりました。出展
者数は、愛知建築士会水彩画同好会から20名、JIA愛知美術サロンか
ら10名でした。公益社会法人として、他団体との協力・共同で市民との
交流事業の展開や、職能の認知が広がることが望まれます。

■ 建築を通した創造の旅
　建築家およびJIAが体質改善を求められている。成熟し複雑化する
社会、人口減少期に入り縮小化する社会において、ただ建物をつくるだ
けでは社会の要請に応えられなくなっている。2013年から開催している
JIA愛知建築家フェスティバルは、私たち自身の体質改善の模索なのだ
と思う。
　今年度は各委員会や委員長を先頭に7つの事業を柱に組織を横断
する取組みとなった。この骨格を築いたのは久保田地域会長であり、そ
れを牽引したのは田中地域会長補佐だった。さらに各委員長、委員の皆

さんそれぞれが主体者として動かれたことが、この取組みの成功につな
がっている。10月22日〜23日のJIAパビリオンが、市民の願いやメッセー
ジが集約された一大パワースポットになっていたことが、この取組みの成
功を物語っている。
　JIA愛知の想像力を結集した建築を通した創造の旅が出発した。

美術サロン・建築総合展出展

開催に寄せて

JIA愛知  建築家フェスティバル  2016  2016.09.30 Fri — 2016.10.23 Sun

田中英彦（JIA愛知）｜
連空間都市設計事務所

関口啓介（JIA愛知）｜
建築家フェスティバル2016特別委員会委員長

会場の様子

■ 芸術と建築の相互作用でまちを豊かに
　「あいちトリエンナーレ2016」芸術監督の港千尋氏の講演会を、10月
12日にメイン会場の愛知芸術文化センターで開催しました。港氏は写真
家・著述家としての活動のほか、いくつもの海外の芸術祭に携わってい
ます。「芸術祭と建築」というテーマで今回のトリエンナーレのコンセプト
から、芸術と建築のかかわりについて具体的な作品を交えて話を聞きま
した。現代芸術は分かりにくく理解に時間がかかってしまうのですが、そ

の芸術を言葉に置き換え大変分
かりやすく説明いただきました。
創造するという行為で共通する
われわれにとって、目的やプロセ
スなど、共有できる点も多く大変
有意義でした。
　トリエンナーレの特徴と役割に

ついて、美術館から出てまちなかで展示することで、市民の中で芸術が
育ち、まちや地域など環境とのインタラクション（相互作用）が生まれること、
その中で建築が核心であること、そして都市型芸術祭は、都市や建築の
価値の再評価につながり、記憶に残すことで評価されると語りました。
　最後に建築について、強く長持ちする建物だけでなく、時代の変化に
対応できる、弱く、長く残らないものも大切ではないかと問いかけました。最
近の長寿命建築を求める社会に相対する言葉、目から鱗でした。この講
演会を通じて、芸術家と建築家が一緒になって創造する機運が広がれ
ば、もっと刺激があって豊かで楽しいまちや建築が生まれると感じました。
　講演後の懇親会では少人数と狭い部屋が幸いし、港氏と膝を突き合
わせての芸術・建築談義が夜遅くまで続きました。

あいちトリエンナーレ2016　港千尋氏講演会

野々川光昭（JIA愛知）｜
オウ環境設計事務所講演する港千尋氏
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興味をもっていただき、思いがけない「文化
の交流」もありました。
　都市のなかに、突如「場」を生みだし、

「人」が関係していく、見事なインスタレーショ
ンが完成しました。
　当日は早朝から2日間通して、多くの会員・
協力者の方に参加していただきました。これ
までの密な計画・検討・試作・打合せの成果も
ありますが、なにより、参加者の「想い」が通
じ合っていたのが、最高の結果につながった
のではないのでしょうか。

ない感じでしたが、カードの組み立てをしてい
る子どもの傍らで待っている大人の方、延べ
300人程度の人にサポートでき、賑やかな中
でも「ほっ」とした一時を感じてもらえたので
はないかと思います。
　JIA会員の建築作品紹介パネルの展示を
見た一般の人からは、「もっと多くの作品を
見たいのですが……」とも言われ、今後は多
くの作品でさらなる情報発信ができればとも
思います。
　準備に始まり、お手前の事前レクチュアー、
設営から片付けまでのこの期間は、多くの方
と一緒に携わることができ、JIAの「力の一体
感」を感じられた日々 でした。

小坂井　孝（JIA愛知）｜
野口建築事務所

西村和哉（JIA愛知）｜
h+de-sign/architect

　10月22日（土）、23日（日）の2日間、「長者
町ゑびす祭」に4年連続の参加となりました。
今回は「あいちトリエンナーレ2016」会場でも
あり、オールJIA愛知として取組み、市民に芸
術と技術をつなぐ建築の可能性を示し啓発す
ることを目的としました。「JIAパビリオン」を中
心に展開し、JIAを社会へ向けて発信し、地
域に根付いていくことを目指しました。
　災害支援でも家具などとして活躍している
国産スギの間伐材を利用した「組手什（くで
じゅう）」という木材パーツを組み合せたパビリ
オンを製作しました。コアとなる「組手什」の
塔から麻縄が放射状に広がり、ゆるやかに

　ダンボールによるダンカードを使った造形
ワークショップも今年で3回目。今年は組手什

（くでじゅう）を加えたことにより、その組むイ
メージなのか幾重も違った角度からカードを
重ね合わせて構築物を組み上げて作業して
いる姿に目がいきました。
　組手什で高く組み立てたJIAパビリオンを
横目に、ダンカードでもパビリオン風な建物の組
み立てに挑戦している青年や、高く組み上げ

長者町ゑびす祭り

「JIA パビリオン」 ＆ 「JIA Bar」

「造形ワークショップ」＆「おもてなし」

「空間」をつくりだします。訪れた人々は「街・
くらし」への「願い」を短冊にのせて、麻縄に
くくりつけていきます。だんだんと短冊が「面」
をつくりだし、彩り、「空間」ができていきま
す。願う思いが集まり、そこは神聖な場所と
感じられるようになりました。短冊が風になび
き、みんなの願いがまちに広がっていくようで
した。「これはなに?」とよく質問されましたが、
このパビリオンの名前は「NEGAI・願い」なの
かもしれません。
　夜にはパビリオン内に灯をおとし、懇親会と
して開かれた「JIA Bar」。偶然にも、和紙を
研究に来日したフランスの方 に々も「短冊」に

ては、重心が不安定になった下の部分をいか
に安定させようと、カードを組み合わせて補強
して頑張る一心不乱な親子の協同作業の様
子が印象的でした。子どものみならず大人を
含めた大勢の人が、大都会ど真中の屋外で
ダンカードによる建物づくりを楽しみました。
　来られた人への「おもてなし」として手助け
したJIAカフェも、淹れたての一人分のコー
ヒーの量が、テイスティング程度で少し申し訳

造形ワークショップと JIA カフェで賑やかに

「街・くらし」への「願い」を短冊にのせて、麻縄にくくりつけ
ていきます

組手什の案内と JIA 建築作品展示

短冊が風になびき、みんなの願いが街にひろがっていきます

「つながる想い」として製作したＴシャツを着て
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伊藤彰彦（JIA愛知）｜
パパカンパニー

　あいちトリエンナーレ2016開催に合わせて
企画されたJIA愛知建築家フェスティバル
10/23最終日のイベントに参加しました。円頓
寺商店街→四間道（しけみち）→丸の内周辺
→長者町ゑびす祭り会場のコースを、募集し
た一般の方と共に建築家の案内で見て歩く建
築ツアーです。
■円頓寺商店街

　改修された商店街のアーケードからスタート。
改修（2015愛知まちなみ建築賞受賞）を担当
された齋藤さん（齋藤正吉建築研究所）に案
内いただきました。天井のボード仕上げをなくし
て鉄骨の架構を露出化、屋根の通風装置、
ソーラーパネル、照明、耐震補強、法適合のこ
となどを説明いただきました。パリ好きの商店主
が多く、このプロムナードを「パサージュ」（仏語）
と称し、モンマルトルに近いパサージュ・デ・パノラ
マと友好提携を調印、毎年商店街で「パリ祭」
を実施してマルシェや音楽祭でにぎわいを創出
しています。昭和30年代の反映以降空き店
舗が増える衰退状況に危機感を持ち、四間
道エリアの有志と「那古野下町衆」を結成。店
舗紹介・まち歩きのエリアマップ・空き家対策・防
災対策など界隈の活性化とまちづくりに一体感
をもって取り組んでいます。齋藤さんも「那古野
下町衆」に参画されていて、身近な存在の建
築家としてまちづくりに貢献されています。
■建築家のこだわり

　自身の設計で最近新築された矢田義典さ
んの事務所とノートショップカフェを見学。敷地
選びからの経緯、外壁土塗仕上げ材の話。
紙の持つ豊かな質感と味わい、罫線、書き味、

ま ち な か 建 築 ツ ア ー

都市の代謝に呑まれる「那古野」界隈

インクの滲み、国産品の秀逸な製品精
度と紙質、紙製作の歴史など、矢田さ
んに熱く語っていただきました。紙への
認識が一変する深くて良いお話でした。
■建築家の自邸見学

　完成直後の自邸を建築家の吉元学
さんご本人の説明で見学。全てが考え
抜かれ具現化された自分仕様です。材料の
素の感触や経年による変化の表情を楽しむつ
くり込みです。同業として興味深く鑑賞させて
いただきました。
　矢田さん・吉元さん設計の作品は表層的で
均質な量産品の氾濫により失われていく素材
を読み取る感性を呼び起こし、本物の感触や
良さを再認識させてくれる建物です。古いモノ
の意味や価値が軽視されてクラッシュ・アンド・ビ
ルドが進む軽薄短小風潮の現代社会にハ
ザードを示す「那古野地区」らしい主張ある作
品でした。
■四間道（しけみち）

　円頓寺商店街を南に折れて堀川沿いに歩
きます。江戸時代初期につくられた商人の町
で、元禄の大火災（1700年・1640棟焼失）後、
延焼防止目的で道路巾を四間（7ｍ）に拡張し
て現在のまち並みができました。下町商店街と
して「名古屋駅からの徒歩散策コース」に指定
されています。まず堀川沿いの美濃路（大船
町通り）を歩き、伊藤家住宅（県指定文化財）
と表倉外観を見て、平行する四間道の土蔵郡
群のまち並みを遊歩。伊藤家表蔵は現在日本
酒Barとして営業しています。堀川に接する表
蔵の庭も拝見。蔵の基礎跡が残り、イベント時

は船が横付けされるそうです。水運で運搬さ
れた物資を大船町通りの裏手の蔵に保管した
ので裏手に面する四間道東側に土蔵の並ぶ
珍しいまち並みが形成されました。土蔵基礎
の石垣、長屋の格子、屋根と瓦、しっくい壁の
歴史あるまち並みですが、空地（駐車場）や違
和感ある新建材の建物も目立ち、散策コース
の歴史的景観の危機を感じました。
■丸の内界隈

　中橋で堀川を渡り丸の内へ、皆戸町の商
家の外観見学（屋名不詳）、2階建てで複層
の下屋を有し、格子戸に付いた用途不明の鳥
の巣箱状の格子箱が目を引きます。空き家のよ
うですが大切に住まわれていた建物であること
が見てとれます。文化財指定されてないことも
気になりました。魚ノ棚通り料理屋「夢うさぎ」さ
んの外観見学（名古屋市登録地域建造物資
産93号） 、間口狭く奥の深い民家を改装した
建物、周囲建物の土地の区割りにも同様の江
戸の痕跡が見て取れました。その後、ゑびす
祭りJIAパビリオンで解散。
　人 の々多様な考えや事情に阻まれるまち並
み景観の保存と整備。代謝する都市のエネル
ギーに呑み込まれないように頑張る人々、まち
歩きで得た実情でした。会員以外の一般参加
者が少なかったので広報改善の必要を感じま
したが参加人数も適正（23名）で、有意義で
充実した建築ツアーでした。吉元さん矢田さん
ありがとうございました。関係各位ご苦労様で
した。

円頓寺商店街パサージュ 矢田邸・ノートカフェ 吉元邸

表蔵裏の堀川船着場 皆戸町の商家
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JIA 愛知発

｢窓｣・｢衛生陶器｣を極める

法人協力会主催　CPD 見学研修旅行

YKK AP㈱ 三重工場見学

　9月28日に開かれた賛助会企画のCPD研
修見学会。午前中はYKK AP三重工場を
見学しました。
　まずは会議室にて会社概要と三重工場の
説明にはじまり、窓と断熱性能についてのレ
クチャーを受けました。ガラスとサッシの性能
に関する説明を聞きながら、複層ガラス＋樹

TOTO㈱ 滋賀工場見学

　琵琶湖の東南部に位置する湖南市。創
立100周年となる2017年に向け、｢TOTO
のVプラン2017及び環境ビジョン｣を策
定している、衛生陶器生産拠点の国内4工
場の内、特に創業以来、この策定プランを
信念としている滋賀工場を見学しました。

脂窓のシェア拡大を推し進めていきたいとい
う同社の強い意向も感じました。特に樹脂窓
の普及率はアメリカで67％、ドイツで60％で
あるのに対し、日本では15％と極めて低く、
ガラパゴス化とも言える状況のようです。鋼製
に比べて物足りない樹脂材の質感、防火設
備に未対応である点など、まだまだ活用する
には躊躇してしまいますが、断熱性能に関し
て優れていることは十分に理解できました。
　次に工場内に移動してガラスラインを直接
見学させていただきました。2枚の単板ガラ
スが1組の複層ガラスになる工程です。通常
はオートメーション化されているところを、見学
用に手作業で進めながら説明を受けました。
カタログなどでは伝わりきらない複層ガラスの
構造を丁寧な解説と実演により理解しました。
ラインの一部は大人の事情により黒い幕で隠

この工場は洋式トイレの本体に当たる腰
掛け便器の一環製造工程ラインによる製
造を行っています。調製（陶石、粘土、長
石などの天然素材の原料を組み合わせる）
→造型（陶器をつくるための型づくり）→
成形（調合した泥漿を型に流し込み、陶器
の型づくり）→乾燥・生素地点検（成形し
た素地を乾燥室で乾燥）→施釉（陶器に色

されていました。もしも、その中を特別に覗か
していただけるという特典があれば、次回参
加者が増えるかもしれませんが、さすがにそ
れは欲張り過ぎですね。
　再び会議室に戻り質問タイム。あらかじめ
提出された事前質問に加えて、参加者から
は次 に々質問が上がりました。その途切れぬ
質問の数に、バス移動、昼食時刻、午後の
工場視察と滞りなくスケジュールを進めたい
幹事さんの冷や汗を真横で感じながらも、意
義ある研修見学会でありました。YKK AP
とTOTOの関係者の皆さま、並びに法人協
力会の皆さまに深く感謝を申し上げます。

やつやが出るように釉薬を吹き付ける）→
焼成（トンネル窯で時間をかけ高温で焼き
上げる）→検査（焼き上がった陶器を木製
のハンマーで打診し、陶器内部にひびが
入っていないかを音で聞き分ける）→組
立・梱包（検査に合格した陶器は、付属部
品をセットして、出荷する）までの生産ラ
インは最新省エネ技術を取り入れていま
す。窯内の温度管理などの操業にも、熟
練者によるものづくりの心が見えました。
長年培った技術を生かし、時代のニーズ
に積極的に対応されていることが、策定
プランの基本となっている
と感じました。

集合写真 工場内にて説明を受ける

上村康夫（JIA法人協力会員）｜
㈱エフワンエヌ中部支店

上原徹也（JIA愛知）｜
ファンズマイル／上原設計

9月28日、JIA愛知地域会・法人協力会企画の研修見学会を開催しました。本見学会は、JIA会員の皆さまへの認知活動の一環とし
て、また、見学会などを通じて今後のお仕事に役立てていただくことを目的として企画いたしました。今後も皆さまのご支援・ご協力をお願
いいたします。　≪参加者数≫会員16名・法人協力会員8名　合計24名

玄関前にて集合写真
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理  事  会  レ  ポ  ー  ト

　第237回理事会は2016年10月14日（金）13時30分〜 16時10分、建
築家会館1階大ホールにて集合方式で開催。出席者は会長以下､理事
20名、監事1名、事務局2名、オブザーバー 2名（欠席理事4名）。

【審議事項】

1. 入退会承認の件（事務局）　　　　
1）新規入会希望：正会員7名（東海は及川博文氏）、準会員：ジュニア1
名、学生1名、 協力会員：個人1名、法人1件　
退会希望：正会員4名（東海は加藤幸治氏）、準会員：学生1名　
→以上、承認。（他に死亡退会3名：東海は吉田憲一氏）
2）正会員数3,887名（10月14日現在）､前回での全会員合計5,503名
2. 委員会委員、全国会議委員委嘱承認の件（筒井信也専務理事）

（選挙管理委員会、JIA建築相談会議、JIA災害対策会議）
① 選挙管理委員会委員承認　（規程により委員長は委員の互選）
委員就任　小林晴樹（東北）、山口洋一郎（関東甲信越）、青山善嗣（北
陸）、松本敏夫（近畿）、間　健治（四国）、慶佐次　操（沖縄）　
② JIA建築相談会議
委員就任　塩田純一（関･甲）、井村正和（東海）、中村正樹（近畿）

【報告】退任　柴和彦（関･甲）、竹中アシュ（東海）、津村泰夫（近畿）
③ JIA災害対策会議   委員就任　松本敏夫（近畿）  →以上、承認。

【報告】退任　木村貞基（近畿）　
3. JIA事業活動助成採択の件（左知子財務委員会委員長）
※同助成の申請と採否一覧の説明を受け確認議論 　  →結果、承認。
・ №1:ゴールデンキューブ賞は本部･国際交流委員会事業にて強力な

支援確約を。（鈴木利） →理事会席上で再周知、高階理事協議。
・ №8:当該コンペは支部大会プログラムの一部でないか。（井上）
 →継続性のあるプログラム/継続性は新規を妨げる面も/2年限度? 
・ №3.4.11:災害対策復興費対象事業として別枠却下は疑義。（鈴木弘）
4. 委員会体制・ミッション等見直しの件（森　暢郎顧問）
① 職責等検討特別委員会の設置と委員委嘱　→意見交換後、承認。
・ 特別委員会設置、職責･懲戒制度関連の見直し。（事務協と棲分け）
・ 委員構成　遠藤謙一良（北海道）、福富啓爾（関･甲）、渡邉太海（関･

甲）、小田義彦（東海）、井上久美（近畿）、角銅剛太（九州）、上浪寛
（関･甲､総務委員長）、顧問弁護士。（必要に応じて増員。委員長は
互選）

・ 設置期間　2016年10月〜 2017年9月（当面は1年、延長もあり）
② 委員会体制・ミッション等見直しの件　 →意見交換後、承認。
Ⅰ. JIA委員会所管の新規WGについて  （ ）内は所管委員会
1） リーフレットWG（広報）：市民向け簡便化を急ぐ。〜来年6月目
標・主査：所千夏（近畿）､委員：清水裕子･藤沢進（関･甲）、内野（四国）
2） CPD-WG（教育・表彰）：CPDプログラムの充実、履修システム整備
・ 主査：慶野正司（関･甲）､ 委員：上村千秋･野中茂･平原茂･丸山幸

弘（以上､関･甲）、鈴木利明（東海）、必要に応じて増員
3） 法務サービスWG（フェローシップ）：会員向け法務サービス整備･

運用
・ 委員構成　主査及び委員は調整中
4） エンブレムWG（総務）：JIA会員の自負心を示す標章の作成･配布
・ 主査：上浪寛（関･甲）､ 委員：早坂陽（東北）、宮地洋樹（関･甲）、高

志俊明（中国）、必要に応じて増員
・ デザイン･製作･会員販売まで　〜 2017年6月? を目標に     
Ⅱ. 会長直属の対外広報活動組織
　  （｢会長室｣､会長･副会長･専務理事+α）
・ 信頼され分かりやすいJIAブランドの構築。各界への定例的発信、

個別の緊急的発信､外部審議会委員等の推薦､対外発信の一元管理。
　

【報告事項】

1.ARCASIA大会誘致決定の報告：高階澄人国際交流委員会委員
2018年 第18回ARCASIA大会（ACA 18）の東京開催が決定！
2.日本・ベトナム建築フォーラム（JSB）報告：高階国際交流委員　
国際建築活動支援フォーラム（JSB）/2016年9月 ハノイにて開催。
※ここで飛び入り審議：（上記ARCASIA大会絡みで）2018全国大会
を関東甲信越支部で。（上浪＆藤沼傑関東甲信越支部長）　→承認。
・ ARCASIAと同時開催し､9月第2週に5日間会期で検討中。
3.｢JIA建築家大会2016大阪｣について（井上久美近畿支部長）
・ 10/12Web登録締切（10/14現在動員目標：全体94%､東海88%）。
・ レセプションパーティ /うめきた･菜の花プロジェクトに参加要請
4.｢JIA建築家大会2017とくしま｣について（野村正人四国支部長）　
・ 四国支部に大会実行委員会始動。コンセプトと会場構成案紹介
5.活動及び業務執行状況報告（筒井信也専務理事）
① 非構造部材の安全性確保に向けての共同提言（幹事:JSCA）  
② 五会多様な発注方式研究会：建築と土木の生産システムギャップ
③ インスペクション（既存住宅取引時、専門家による建物状況調査）
に係る国交省への要望（四会）
④ 東京3会｢東京構想POST2020｣：10/13（木）建築家クラブで説明会
⑤ 冊子｢景観デザインレビューのススメ｣：大規模計画へDR導入喚起
⑥ 第1四半期決算状況（原田譲治事務局長）：公益事業比率動向に注目
⑦ 後援名義承認報告（会長専決事項）：9月分一括リスト（8+新規1件）
6. その他

○ 寄付金の取扱いについてお知らせと募集のお願い：上浪総務委員長
○「瀬戸内国際芸術祭」のご案内（野村）
○ 豊洲市場問題についてJIAから委員派遣（筒井）  → 佐藤尚巳会員
○ 登録建築家手続き：10/3~新規募集／ 11/1~更新届出  （浅尾）

-- 以上：理事会添付資料は支部事務局に保管 --

大阪・全国大会直前の理事会、
各種新体制構成など議案多彩

本部理事　鈴木　利明
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　10月27日（木）から29日（土）までの3日間、「ＪＩＡ建築家大会
2016大阪」が開催されました。今回は近県ということもあり、私も
参加させていただきましたが、仕事の都合で限られたプログラムだ
けになってしまったのが残念でした。メイン会場となった綿業会
館は、みえ地域会の事業「建築ウォッチング」でも訪れたことがあ
りましたが、最終日に参加したシンポジウム「生きる街」の会場に
なった大阪美術倶楽部など、素晴らしい建物が数多く残っているこ
とを再認識する良い機会になりました。
　実は、大学卒業後に勤めていた事務所が阿倍野区にあり、当時は
中之島や天満橋などに頻繁に通っていたことを思い出しましたが、
いつの間にか近くて遠い存在となっていました。今後は時間をつ
くってでも大阪を訪れ、船場の近代建築を見て歩くなど、建築家ら
しい楽しみ方をしてみたいと思っています。
　また、大会のテーマ「笑都物語　繋いできたもの、繋いでゆくも
の」に集約されているように、実に大阪らしく笑いに溢れた話の中
に、街づくりやものづくり、そして人と人との関わりにいたるまで、
深く考えさせられる粋な演出でした。
　さて、役員会での報告にもあったように、今大会への東海支部の
参加人数は、概ね予定数をクリアしたしたようですが、今後はより
多くの会員の参加を望みます。ＵＩＡ東京大会以後、初めて参加し
た私が言うのも恥ずかしいのですが、開催される県や地域の状況・
情報には驚くほど新しい発見がありますし、今後の自分たちの活動
にも必ず役に立つ、人との出会いがあるからです。

日　時：2016年10月21日（金）16：00 〜 18：30
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10名、オブザーバー 7名

1.支部長挨拶

　前回本部理事会は欠席したため、本日の本部理事会報告は鈴木
利明本部理事にお願いします。 本日、鳥居監査は事務所開設70周
年行事のため欠席されていますが、昨日、大瀧さんとともに記念
パーティに出席してきました。大変盛大でした。
2．報告事項

（1）本部報告（氏名は敬称略）
①第237回本部理事会（10/14）（鈴木利）
・ 選挙管理委員会・建築相談会議・災害対策会議　の各委員就任

ついて承認。東海支部からは建築相談会議委員に井村正和さん
が就任されました。

・ 職責等検討特別委員会の設置について、東海支部からは小田顧問

が委員として承認されました。
・ 会長直属の対外広報活動組織「会長室」を設置することになりま

した。
・ 第18回ARCASIA大会が東京で開催が承認されたため、2018年

度の全国大会は関東甲信越で同時開催されることが承認されまし
た。 9月第2週を予定しています。

・ JSB（国際建築活動支援フォーラム）主催で9月27日〜 28日に日本・
ベトナム建築フォーラム2016が開催されました。

②第38回フェローシップ委員会（10/6）（谷村）
③本部総務委員会（9/16・10/12）

（2）支部報告

①2016年度　第2回「JIA25年建築」登録報告について（谷村）
②準会員/ジュニア会員の正会員移行について（見寺）
3．その他

UIAゴールデンキューブ賞2016/2017 業務依頼について

議　事

1．審議事項

①入会申込書　ジュニア会員「竹山　博（静）」（大瀧）　→承認
②事業報告書 「東海学生卒業設計コンクール2016」（吉川）　→承認
③事業計画書 「東海学生卒業設計コンクール2017」（吉川）　→承認
④アーキテクト「新年広告」について（矢田）　→承認
2．協議事項　なし
3．その他

①2016全国大会大阪　参加状況（矢田）
②「登録建築家に関するアンケート調査のお願い」（藤巻）
③次期本部理事について（矢田）
④ゴールデンキューブ賞の助成金について
⑤支部質問状への本部回答について
　東海支部としては納得いかない回答であったと思う。そもそも
JIAがどのような姿勢で会員規定を考えていたのかを問うための質
問であった。
　本部が認める入会者の中には、登録建築家になれない人もいる
のではないか。不動産会社の中でも設計を主に仕事にしている人
は入会可能である。プロフェッサーアーキテクトの定義が具体的
には返答されていない。会長宛ての質問状に対して本部の事務局
が答えているのはおかしい（理事会での意見ではないかと思われる
文章が多くある）。
　以上のようにグレーゾーンについても明確な表現はなく、東海支
部長宛てに正式な回答はない。よって、次回本部理事会などで、さ
らなる意見を言っていただくことになりました。
4．各地域会からの報告（各地域会長より）
5．監査意見（監査欠席のため省略とします。）

東海支部役員会報告

豊田由紀美（JIA三重）｜Y’s建築設計事務所
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データ発掘（お気に入りの歴史的環境調査）

岐阜公園三重塔

豊田市のガラ紡遺構群

登録有形文化財

となりました。
　正直、岐阜公園に三重塔があること自体、初耳
であったので自身としても大変興味深いものとなりま
した。来春の完成を待って桜の
時季に再度訪れたいものです。

真束下端に挟み二重梁を入れ桁行方向の振れ
を止めている。トラスごとに挟み方杖を入れ
梁間方向の補強、また火打ち梁を入れ水平方
向を固めている。これらの補強材は後補とも
考えられる。

■紹介者コメント
　平成28（2016）年の7月、夏の暑さ真っ盛りの時
季に保存研究会の見学会が催されました。岐阜
市の金華山山麓には岐阜公園があり、その再整
備事業の一環として登録有形文化財・三重塔の
解体、組み立て修復工事が行われています。
　平成26年9月に始まった再整備事業は、平成
29年2月の修復完了の予定であり、今まさに工事
も終盤を迎え来春の完成を目指しているところで
す。この三重塔は、大正天皇の即位を祝う大典記
念事業の記念塔として企画され、多くは岐阜市民
の寄付により大正6（1917）年に完成しました。日本
建築史学者としても名高く、築地本願寺や明治神
宮の設計でも有名な伊東忠太の考案を、川合玉
堂が決めたといわれるこの場所に建立したもようで
す。櫓工法と呼ばれる四天柱と、敷梁で櫓を3層
に組み上げた心柱を鎖で吊り下げ、礎石より浮か
せる懸垂式は、江戸後期から明治期に見られる
方式で、文化財指定の三重塔でこの方式の塔と
して残っているのはここだけと考えられています。
　構造形式は三間三重塔婆、初重本瓦葺き、二
重以上一体瓦葺きで、平成17（2005）年には国の
登録有形文化財に指定されています。総高さは

■発掘者コメント
　｢豊田市の西部を流れる矢作川の支流、郡
界川や滝川の谷あいには明治・大正・昭和にか
けて、谷川の流れを利用した水車を動力源と
したガラ紡工場が数多く存在した。ガラガラ
という運転音からガラ紡績機、「ガラ紡」と呼
ばれるようになった。戦前・戦後を通じ最も
普及・発展したのは岡崎・豊田・額田を中心と
する三河地方、矢作川流域であり、全国一の
ガラ紡産地であった。
　ガラ紡工場の多くは、川に沿って横長に配
置されている。水車を動力源とするため、川
に堰堤を設け、水を堰き止め、工場の背面に
水路を敷設して水車を廻す。工場は木造平屋

22.16ｍ、初重梁間は5.4ｍ、二重4.36ｍ、三重
3.63ｍ、各重（各層）とも三間四方のつくりです。
　市民の寄付を募った経緯もあり、使用された樹
種はさまざまで、大正5（1916）年まで使用されてい
た長良橋の古材も利用されたと思われます。
今までに数回、小規模改修工事が行われている
が、今回の解体調査の結果、建物全体に破損、
腐朽が及んでいることが判明、大々的な改修工事

建て、切妻造、桟瓦葺き、土塗り壁でつくら
れている。工場の大きさは、ガラ紡績機の大
きさが1間64錘を1単位として、8間を標準と
していたため、間口11間×奥行４間の長方
形のプランが多い。敷地には工場のほかに、
主屋、旧従業員宿舎、便所、倉庫などの遺構
が残る。
　架構は工場内に柱を立てず、自由に紡績機
などの設備を配置できるようにするため洋小
屋（トラス構造）が採用されている。小屋組み
はキングポストトラスを1間ごとに架け、両
妻は二重梁の上に束を立て、母屋を受ける和
小屋としている。合掌の上に半間間隔に母屋
をのせ、垂木、野地板を受ける。陸梁の中央、

●みんなの森
　ぎふメディアコスモス

岐阜公園三重塔
長良川

●岐阜城

●
岐阜市役所

名鉄岐阜
岐阜
東海道本線

高山本線

●みんなの森
　ぎふメディアコスモス

岐阜公園三重塔
長良川

●岐阜城

●
岐阜市役所

名鉄岐阜
岐阜
東海道本線

高山本線

ガラ紡遺構群

●
松平中

東海環状自動車道

豊田東 JCT

新東名高速道路

元屋敷

薬場巴川

東海環状自動車道

豊田東 JCT

新東名高速道路

川に沿って建つガラ紡工場 長方形プランの外観 トラス架構

整備工事着工前 完成当時

明治34年〜大正5年まで長良川にあった長良橋

伊東忠太考案図

所在地：金華山西山麓（岐阜公園区域内）
建設年月日：大正6（1917）年新築、昭和27（1952）年、昭和44

（1969）年屋根修理工事、昭和56（1981）年相輪と外部塗装の
復元工事、昭和59年防火金網取り替え工事、平成11年（1999）
初重桔木、瓦取替、塗装他工事、建築面積：24㎡
登録番号：21-0058（2005.11.10）平成17年11月10日
参考資料：岐阜公園三重塔修復整備工事報告書（平成28年　岐
阜市役所都市建設部歴史まちづくり課）岐阜市HP

所 在 地：豊田市大内町、桂野町、加茂川町
建 設 年：大正期、戦前
参考文献：『三河の産業遺跡』1986年

『愛知県史 建造物・史蹟』2006年

三輪邦夫（JIA愛知）｜
RE建築設計事務所

原眞佐実（JIA愛知）｜
原建築設計事務所
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地域会だより

＜東海支部＞
10/22 第33回JIA東海支部設計競技1 次審査会
10/27 〜 10/29　JIA建築家大会2016大阪
11/26 第33回JIA東海支部設計競技　
 2次公開審査会・表彰式・作品展示・記念講演会

＜静岡＞
10/5 静岡県住宅振興協議会企画委員会出席
10/25 10月静岡地域会役員会の開催
10/25 第2回JIA塾（1.基礎杭の施工管理の現状、2.免震工法につ

いて）の開催
10/26 木造準耐火構造施設建物の現場見学会（杉山貞利会員設計）
11/17 11月静岡地域会役員会の開催

＜愛知＞
9/30 JIA・名古屋市立大学授業 開始
10/5 JIA愛知・賛助会役員会
10/14 〜 16　建築総合展にJIA愛知・美術サロンが出展
10/22 〜 23　建築家フェスティバル・ゑびす祭りに参加
10/26 広報委員会　「地域が建築に求めるもの」
 第6回　「使いこなしの作法」
11/2 第24回愛知まちなみ建築賞　第2回選考委員会
11/9 建築トラブル回避法Part2

11/17 JIA愛知　建築セミナー
11/24 広報委員会　「地域が建築に求めるもの」 
 第７回　「あたらしいシェア建築のカタチ」
11/28  事業委員会　
 名古屋市立猪高小学校 建築教室 紙コップ造形教室

＜岐阜＞
10/28 第6回役員会開催
 場所：大阪大会会場付近レストランにて
11/21 第７回役員会開催予定（18:45 〜 20:30）
 場所：ハートフルスクエアG２F研修室

＜三重＞　
10/7 第5回役員会、第5回例会
10/22 四日市市浜田小学校　建築教室
11/12 建築ウォッチング「とっておきのまちなみ散歩〜神島〜」
11/4 第6回役員会、第6回例会
 会員研修4：BELSと省エネ基準義務化　
 講師：㈱サンコー三重支店　疋田 勉 氏
12/9 第7回例会、忘年会
1/22 建築文化講演会
2/10 第5回会員研修

JIA 愛知発

愛知地域会懇親ボーリング大会を実施

法人協力会主催　ボーリング大会

　JIA愛知地域会・法人協力会との交流の
場として懇親ボーリング大会が、名古屋
市千種区の星が丘ボウルで、9月15日（木）
に開催されました。
　普段は建築を通じての地域会の方々と
法人協力会の方々の交流はあったりしま
すが、なかなかレクレーションやスポーツ

を通じて交流することが少なく、当日は運
動不足解消のため参加された方やボーリ
ング自慢の方など、いろいろな人が入り混
じっての楽しい交流会となりました。
　当日は地域会・協力会合わせて49名の
大人数での開催になり、18時30分より18
チームに分かれての団体戦を行いました。

皆さん久々のボーリングというこ
ともあって、ストライクやスペア、
ダブルにターキーと各レーンから
は喜びの声が聞こえてきたり、ハ
イタッチをしたり、またガーター
やスペアを逃したときには励まし
合ったりと、2ゲームを行いました
があっという間の時間でした。

　ゲームが終わったあとはコンペルームに
て表彰式と親睦会を行い、ゲーム中での悲
喜交々の様子を話し合ったり、ゲーム自体
の振り返りや今後の投げ方の指導⁉　な
ども含めた話で盛り上がって皆さんで話
すことができ、楽しい表彰式と親睦会に
なりました。
　今後もこのようなスポーツ・レクリエー
ションでの交流・催しを開催していきたい
と思っておりますので、地域会会員・法人
会会員の皆さまのご協力をお願いいたし
ます。

小山伸治（JIA法人協力会員）｜
東リ㈱　名古屋営業開発課楽しい交流会となりました。ぜひご参加ください
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の専門技術の提供だけでなく、社会に対す
る誠実さや思いやりといったことを大切に
したい」と言っていたのが思い出される。さ
て、明日はその会議だ。　　　　  （石橋 剛）
●現在デイケアの設計を初めてさせていた
だいています。専用住宅とは違いクライア
ント、そこで働くスタッフ、利用される高齢
者の使い勝手、そこに法規が絡み、初めての
経験ということもありますが、当たり前な
がら不特定多数が利用する建築物の設計は
難しいとあらためて痛感しています。法規
上無理だから……とクライアントに諦め変
更してもらったり、希望が通らなかったり
したことも多くありました。今号の「地域が
建築に求めるもの」を読んで、常に新しい視
点で提案し、考えていくことが制度の枠を
超えて新たな空間を生み出すことにつなが
ると感じました。また、制度ありきではな
く、建築家発信で住み良いまちづくりに変
えていくことが、明るい未来を創造できる

●私が所属するJIA静岡地域会では、来年
度の建築フェア開催を目指して企画会議が
始まったところである。そのイベント委員
長を拝命していることもあり、「JIA愛知建
築家フェスティバル2016」関連の記事は大
変興味深く読んだ。地域会が行うイベント
は、一般市民へ向けて「建築家とはなにか」

「職能団体とはなにか」ということを伝える
チャンスでもあるのだが、そもそも「建築家
とはなにか」といった問いが難問なのだと
思う。P.8「開催に寄せて」で、関口委員長の

「…ただ建物をつくるだけでは社会の要請
に応えられなくなっている。（中略）建築家
フェスティバルは、私たち自身の体質改善
の模索なのだと思う」という言葉が印象的
である。大瀧静岡地域会長も本年度の総会
の際に「建築のプロフェッショナルとして

編 集 後 記 建築家だと感じました。建築家の職能には
日本の未来を変える力があると思います。
私もまだまだ未熟ではありますが、恐れず
経験を積み、明るい未来を創造できる建築
家になりたいと思います。　　 （西郷悦代）


