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　工業製品というのは手仕事と違って、大量に均質な

品質が安定して供給されています。建築現場などに材

料が束になって搬入されていると、時にその均質な連

続性に思わず見とれてしまうことがあります。建築も、

ファサード・床・壁・天井などあらゆるところに連続

性があらわれています。針切れのためにホッチキス針

を箱から取り出し、思わず並べたり建てたりしていた

ら、（その均質で連続した素材感からか）柱のタイル

目地のようにもビルのようにも見えてきましたので、今

回はホッチキス針を使って組み立てました。

　実際の建築においても、全体を見失わないように

しながら（細部の）素材の連続性とその表情に配慮

して設計することは、とても大切なことのように思い

ます。makira DESIGN
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Y今回使用した家庭用品
・ホッチキス針　No.10　8.4×5…50 本×49  計 2450 本
・厚紙　9×25…21 枚
・下敷き　ブラック　297×210…1枚
・ 1/50 人物模型…2体
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自作自演○207

大石　博司（JIA静岡）

大石建築設計事務所（静岡市駿河区南町5-3-301ビラ･フィオレ　TEL 054-288-8811　TEL 054-281-4041）

　富士山の八合九勺（3,360m）から上は、測候所跡地など国の管理下を除き「浅間神社」が所有しているとご存じでしょうか。
　天正7 （1580）年、武田氏の今川攻略で焼失した浅間神社の再建の途中、徳川勢が駿河へ侵攻し、追われた武田勢は社殿を楯
とし裏山に立て籠もりました。家康は「戦を収めた後に必ず再建」と祈誓して社殿を焼き払い、武田勢を制圧しました。
　しかし、駿府を手中にした徳川勢はその後も戦いに明け暮れ、やっと再建に取りかかった直後、秀吉により関東に移封され、
再び駿河を統治できたのは、20年後の慶長4 （1600）年、関ヶ原で勝利し天下の大勢を徳川が手にしたときでした。
　直ちに再建に掛かろうとしましたが、豊臣へ備える大幅な戦費が必要な上、北条から引き継いだ関東の所領の年貢は思う
ように上がらず、再建は捗りません。
　そのような時期の慶長10 （1606）年、家康は所有権が不明確な山頂付近を浅間神社に寄進。さらに3年後、富士山頂での賽
銭の受領を許可した、と記録が残っています。家康のその場凌ぎの方便だとするのは、下衆の勘ぐりでしょうか。結局、造営
が完成したのは寛永11 （1635）年、家光の時代になってからでした。
　明治維新で寺社領が国有化されました。第2次大戦後に返還された際、冨士山頂は除
外され国有のまま。昭和49（1974）年、最高裁判所が浅間神社の所有と判決がありまし
たが、静岡・山梨県境が不確定で登記不能のため棚上げ。30年後の平成12（2004）年、
財務省東海財務局の判断で、浅間神社の所有権が確定しました。

　　　　　　　　富士山の余話　※静岡市指名のふるさと観光大使レポートの要約から

鳥山　敦生（JIA愛知）

鳥山敦生建築設計室（名古屋市中区丸の内1-8-23第7KTビル　TEL 052-202-1643　FAX 052-232-1377）

私の楽しみ

　今、私の大きな楽しみの一つはおじさんバンドです。名前は「ザ・ローガンズ」、由来はメンバーが皆老眼だからです。結
成8年、全員で10人、名古屋中ロータリークラブのメンバーのこのバンドの特徴は、ラッパが3本あること、リードボーカルが
5人もいることです。私はエレキバンドには珍しい木管のオーボエとドラムスで参加しています。今まで中ロータリークラブ、
またほかのクラブでの家族忘年会、還暦の祝い、クリスマスなどいろいろ年数回のライブを楽しくやってきました。中でも
特筆すべきはブルーノートでのライブです。さすがに音響効果もよく適度な緊張感の中での演奏は最高の気分でした。これ
は、われわれローガンズの大きな自慢話となっています。このバンドの練習後の飲み会も欠かせない魅力です。毎回必ず大
いに盛り上がり、よくしゃべりよく笑う、正直なところかなり騒がしい飲み会となります。馬鹿馬鹿しい笑いは本当に楽しい。
このバンド仲間は私の大切な財産となっています。
　ドラムスは、学生時代の即席バンドで偶然叩いたことが始まりで、オーボエは某瓦商店100周年記念祝賀会での室内楽コン
サートにて、オーボエ奏者出身の指揮者によるサプライズの独奏に感動したことです。琴線に触れるとはこういうことでしょ
うか、素晴らしい音色に涙があふれ恥ずかしながら止まらなくなりました。初めての経験でした。そして即楽器を購入しレッ
スン開始。しばらくして、オーボエは特に難しい楽器の一つで美しいオーボエの音はなかなか出せるものではないという厳
しい現実を知ることになりました。しかし、あの魅力的な音に少しでも近づけるようにと信じて練習を続けています。美し
い音色でソロ演奏する自分を想像しながら……。

元旦の富士　自宅の居間から撮影
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川本　直義（JIA愛知）

伊藤建築設計事務所（名古屋市中区丸の内1-15-15 桜通ビル　TEL 052-222-8611　FAX 052-222-1971）

五島列島を旅して

　年末年始に長崎県の五島列島へ観光旅行に行きました。福江島に2日間、新上五島町に2日間、タクシーを使っ
て主に教会めぐりをしました。
　江戸時代にカクレキリシタンとして信仰を続けてきた信者たちが、明治6（1873）年の禁教令廃止後に多数の教
会を設立してきたため、現在多くの教会堂があります。木造、RC造、石造、レンガ造などさまざまあり、外観や内
部の意匠なども魅力的です。建築家・鉄川与助（1879年～ 1976年）が大活躍して建設されたようです。西洋の
様式を取り入れた教会堂がある一方、印象的だったのは、民家を教会堂に改造するなどし、外観に捉われない教
会もあったことです。信仰が第一ということでしょう。
　隠れながら受け継いできた信仰は、もともとカトリックのはずですが、現在のカトリックとは違うということで、いまだ
にカクレキリシタンの信仰を続けている人たちもいるのだと、タクシーの運転手から聞きました。
　五島列島の魅力は、教会群だけではありません。素晴らしい景色にも感動しまし
た。「澄み切った蒼い海」とパンフレットに書いてありましたが、本当でした。また食
事も楽しめました。五島牛、五島うどん、地元の焼酎など最高でした。
　今回の旅行は、天候も良く船の欠航もなく順調でしたが、この時期にこんな恵まれ
ることは珍しいとタクシーの運転手は言っていましたので、大変ラッキーでした。

東海とっておきガイド　｜三重編｜ 加藤彰一（JIA 愛知・三重大学大学院工学研究科教授）

　ランニングを始めて6年目、大会の前にはカーボン
ローディングといって炭水化物エネルギーを貯める
必要がある。うどんすきなどもいいが、手っ取り早く
は、ご飯にカレー、それもレトルトカレーを使うこと
になる。
　三重大カレーは、320円と手ごろな値段で、味もよ
い。三重大には、勢水丸（せいすいまる）という総ト
ン数318トン、全長50.9m、定員44人の練習船があり、
水産学・海洋気象学などに関する実習や調査を行っ
ているが、この勢水丸船長のおすすめカレーというこ
とになっている。学生たちが陸が恋しくなったら食
べる料理とすれば、ロマ
ンを感じるものである。
　2月19日に京都マラ
ソンに出走する予定だ
が、前日の京料理に散
財するかどうか迷うと
ころだ。

三重大カレー

91

　大学図書館から本が消える???　若者の活字離れがくるところまできた。
　このことを逆手に取って新しい学習スペースを提供しようとするのが、ラー
ニングコモンズだ。図書館は一人で静かに本を読む場所ではなく、グループ
でがやがやと論議する場所になった。政府刊行物や辞書辞典類がインターネッ
ト上に引っ越して久しく、学術論文なども電子ジャーナルになり、ネット接続
があれば事足りるようになった。必要なのはウィキペディアの枠を超えた専
門性や信頼性を求める学生たちの動機付けで、より能動的な学習だ。
　三重大では、問題発見解決型授業（PBL）を導入し、図書館1階などにラー
ニングコモンズを整備して、アクティブラーニングの展開を進めている。

三重大図書館ラーニングコモンズ

三重県で漁獲量の多い宗田鰹
をダシに使っている

青砂ヶ浦天主堂

頭ヶ島天主堂若松大浦教会

参考文献：関俊祐、加
藤 彰 一 （2016）.三 重
大学附属図書館ラーニ
ングコモンズのゾーニ
ングと、案内図に関す
るBIM利用、医学図書
館、特定非営利活動法
人 日本医学図書館協
会、V o l .63 ,  N o .3 , 
pp.244-250

三重大学附属図書館
1階ラーニングコモンズ

（PCコーナー）



4　ARCHITECT　2017 − 24　ARCHITECT 2017 − 2

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

　人間は、視覚が極度に発達した生き物だとつくづく思
う。群衆の中にいようとも、家族や友達なら、顔がちらっ
と覗いただけでわかる。まちの特徴を掴む際にも、最も
頼りになるのは視覚ではないだろうか。だからこそ、景
観まちづくりや歴史的街並みの修景によってまちを魅力
的にしようと、多くの人々が考えるのだろう。
　ところが、人を見つけるときと違って、相手が都市の
場合は、識別の決め手となる人の目鼻に相当するものが
何かわからない、ということがよく起きる。行政の景観
計画はしばしば、建物や屋外設置物の形状・色彩に地域ら
しさの表現を見出そうとする。しかしそれらは、長い都
市の歴史に照らすと、移ろいやすい流行の部類にすぎな
いこともある。ならば、容易に変化しない都市の不易を
見分けるには、どうすればよいのだろうか。地中海沿岸
の小都市の一つ、タラゴナの西方約20kmに位置するカ
ンブリルスを調査しながら考えてみた。

町人と漁師

　カンブリルスは、バルセロナとバレンシアを結ぶ街道
沿いに12世紀頃に成立したまちである（図1）。古代ロー
マ時代のアウグストゥス街道のマイルストーンが近くで
見つかっている。海岸には漁業を営む小さな集落が成立
し、砂浜に面して、外敵の来襲をいち早く察知するため
の見張塔が建てられた。内陸寄りの歴史地区と海岸沿い
の港地区という、地中海岸の多くの都市に共通する二核
構造は、カンブリルスというまちに記憶しやすい形を与
えている。しかし、そうした都市形態を急激な市街化に
も耐えるまちの個性へと転化し、共有財産へと育て上げ
たのは、人々の日頃の営為にほかならない。
　中世に歴史を遡る街道町たる歴史地区に対して、小さ
な漁業集落にすぎなかった港地区は、20世紀半ば以降、
観光ブームの波を受けて、アパレル店やレストランが林
立する観光地区へと変貌した（図2）。かつて教区教会さ
えなかった港地区の人々は、まちの賑わいに自信を得て、
歴史地区と張り合うようになる。そして、東西に走る鉄
道線や街道が、ライバル関係にある両者を分ける象徴と
なった。
　興味深いことに、そうした境目の存在は、地区間のコ

ミュニケーションを断つのではなく、互いに相手の存
在に張り合いを感じさせる仕掛けとして機能している。
1990年代になると、祭り衆のグループが市と連携して、
両地区を跨ぐカンブリルスの祭りづくりに取り組みはじ
めた。その中心に位置づけられたのが、バルセロナ=バレ
ンシア街道の角地に建ち、かつては旅人に加護を与えた
とされるカミ聖母教会（「カミ」は街道の意）である。毎年
9月に祝われるカミ聖母祭は、港地区と歴史地区でそれぞ
れ夏・冬に行ってきた2つの大祭りに橋を架ける、カンブ
リルスの代表的な大祭りへと発展した。
　まちづくりはボランティアでというのが現代の常識だ
ろうか。しかし、それが持続可能な営みとして蓄積する
には、堅い奉仕活動ではなく、参加する人々自らが楽し
み、人生の肥やしにできる活動でなければならないと思
う。フィールド調査の折に、歴史地区再生プロジェクト
の一環で制作されたボードゲーム、「町人と漁師」を1セ
ットいただいた。町人の歴史地区と漁師が住む港地区の

都市の目鼻を見分ける―カンブリルス

図1｜カンブリルス素描（筆者作成）

図2｜市が配布したメモ帳に表現された港地区のシルエット

第 4回
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風景のカットをマス目に描いた盤を手にしたとき、ライ
バル心をゲームに転じるだけの余裕を持った遊び心こそ
が、まちの姿かたちを次の世代に伝える良きメディアを
生むのだと直感した。

生きられたまちの姿かたち

　カミ聖母祭の火ぶたを切って落とす前夜祭の「ファイ
ヤーナイト」に参加してみた。悪魔に扮した祭り衆がヤギ
のような角と鳥の羽をつけた怪物とともに火花を撒き散
らし、踊りながら、爆竹が反響する中を闊歩する（図3）。
観客も、油断していると火の粉を浴びかねない。いや、
むしろ巻き込まれるのを楽しんでいるようだ。火走りの
余韻がまだ残る翌朝、歴史地区の建物を象って「21 NIT 

FOC」（第21回ファイヤーナイト）の文字を織り込んだチ
ラシの絵（図4）を見て合点した。建て詰まった歴史地区
だからこそ、火の踊りの迫力と躍動を肌身で感じること
ができる。ファイヤーナイトは、生きた建造環境を舞台
装置とすることで、自分たちのまちを体感するための最
高の仕掛けなのだと。
　この祭りでもう一つ注目したいのは、伝統的にみえて、
意外に新しい出し物だということである。もちろん、一
部の変わり者によるアドリブではない。中世に遡る起源
をもつとされる悪魔の踊りを土台として、1980年代以降
のカタルーニャに広まった新しい祭りの火走りが融合す
ることで、今日にみるファイヤーナイトが生まれたとい
う。本連載の第2回では、古代の遺構を取り込んだタラゴ

ナの建築をとらえて、「時空を繫ぐ建築」と表現した。空
間のうちに都市の来歴を読取り、新しい造形へ応用する
感覚は、建築家だけのものではない。むしろ、ゲームや祭
りといった大衆的なメディアにこそ、人々に自らのまち
の個性への気づきを与え、未来への想像力を湧き起こさ
せる力が備わっているのかもしれない。
　人の目鼻立ちは、年をとってもほとんど変わらない。
しかし、そうした特徴が子ども、そして孫へ受け継がれ
るとき、しばしば、祖父母が予想さえしなかった新しい
個性が胚胎する。新しいが、過去としっかり結ばれた個
性である。これは都市にも当てはまるのではないか。
　カンブリルスをつくる2つの核のうち、遅れて発展し
た港地区は、今では、漁船と隣り合わせでプレジャーボ
ートが浮かぶウォーターフロントへ様変わりした。しか
し、豹変したかにみえる港地区の風景は、カンブリルス
にとってなくてはならないまちのシンボルでもある。「都
市を変革しよう」というメッセージをのせて市が配布し
たメモ帳は、地中海の水面の上に港の塔を中心とするス
カイラインを鮮やかに描く（図2）。それは、カンブリルス
を知る者なら誰でも一目でわかる、都市の顔立ちの一部
なのである。

図3｜ファイヤーナイトに興じる人 （々2012年9月筆者撮影） 図4｜「第21回　ファイヤーナイト」の案内チラシ（部分抜粋）

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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第 33 回 JIA 東海支部設計競技「限界住居」　金賞受賞者の声

建築に限界はない

◉「限界」を深く考えるテーマ

　「限界住居」というテーマは、私たちにとって初めて目にする言葉だっ
た。与えられたテーマを読んだとき、「限界」と「住居」という2つの言葉
の関連性が分からず、違和感を覚えた。住居における限界とは何かを
考えたとき、環境や制度、大きさ、素材、高さなどいくつか思い浮かんだ。
そこで、私たちは限界あるいは限界住居にこだわった考察を展開しよう
と考えた。そして、さまざまな限界について考えていくうちに、今までにな
い住宅のあり方や人の暮らし方だけでなく、建築について深く考える
テーマであるように思えた。
◉「限界住居」とは何か

　まず初めに、限界住居とはなんだろうと考えたとき、それは路上生活
者が住む住居のような、さまざまなルールを超えた家であったり、思想と
哲学を失った商品のような住まいであったり、あるいは、災害によってマ
イホームを奪われあてがわれる仮設住宅だったり。限界とは、パッチワー
クのようにいろいろな意味を持ち、むしろ世界に広がっているのではな
いか。限界というものは私たちが思っているだけで、実際にはないので
はないだろうかと考えた。そこから私たちは、限界を終わりという意味で
捉えるのではなく、その限界で構成された新たな居住空間のあり方を
模索した。
◉ ものと限界の関係

　ペットボトルや衣服などの、私たちの家庭からゴミとして排出されるも
の、また、住居を解体したときに出る古びたドアや窓枠など、それらは処
分されることにより、ものとしての限界を迎え、役割を終える。しかし限界
を迎えたとしても、それを別の用途とすることによ
り、 新たな限界を生むことが可能だと考えた。 
新たな用途を付与することにより、ものに限界はな
くなるのではないかと考えた。
◉「限界」と「住居」

　「住居」という言葉に触れていったとき、「住む」
とは、居所を定め、そこで生活するという意味だ
けではなく、もっといろいろな形があると考えた。
住むという形、ものには限界はないということを、

「誰も訪れることのない、森の中の住まい」、「橋
の下の寒そうな釣り小屋」、「家に帰らない、所員
の住処」、「街の隙間にある家」、「高架下に張り
付く」、「ゴミ屋敷の中の聖域」、「子供の頃の夢
だった、木の上に住む」、「散歩する家」、「公園
に住む」、「リヤカーハウス」、「図書館に寄生す
る」、「地下鉄のホームで暮らす」、「災害時にす

ぐに逃げられるような、河川敷の組み立て式住居」という、13の例で表
現した。
◉建築に限界はないという考え

　限界がないというのは、ものだけではなく建築にも言うことができると
考えた。建築は規範や法律、社会的通念に沿ってつくられ、使われるこ
とで建築に限界が生まれる。つまり規範や法律、社会的通念から脱する
ことで建築には限界がなくなるのではないだろうか。たとえば、照明器具
がなく、どんなに暗かったとしても、暖房器具がなく、どんなに寒かったと
しても、使われなければ問題はない。
　しかし、使われないことがすでに建築の限界となるかもしれない。果た
して、使われなくなり、機能がなくなることが建築の限界なのだろうか。た
とえ、使われなくなり、機能がなくなったとしても、存在として残り、風景とし
ての価値が見出されるならば、限界という概念はやがてなくなっていく
のではないだろうか。例えば軍艦島のように。
◉さいごに

　以上が、「限界のパッチワーク」で私たちが考えたことです。このたび
は、栄誉ある賞をいただき誠にありがとうございます。審査員の先生方、
同世代の他大学の方、JIA関係者の方 と々の交流ができ、出会えたこと
を嬉しく思います。とても貴重な体験になりました。審査でいただいた質
問は、「建築」をより深く考えるきっかけになりました。受賞を励みに、今後
も積極的に活動していきたいと思います。作品を審査し、講評をしてくだ
さった審査員の方々、そのほか関係者の皆さまにこの場をお借りして心
より感謝申し上げます。

作品名「限界のパッチワーク」

阿部このみ（右）・浅見花織（左）｜名古屋造形大学大学院 1 年
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　登壇者は、名古屋市内に隣り合うシェアハウスの1～2期計画をそ
れぞれ担当されたお二人である。
　猪熊氏はまずシェアハウス「LT城西」について、研究者らしく、1
人当たりの利用可能面積や延べ面積、坪単価などを定量的に示して、
一般的な集合住宅との比較や市場性に触れながら、シェアハウスに
ついて解説した。LT城西の特徴として、水周りやリビングなど（共用
空間）と、個室など（占有空間）の振り分け方に加え、空間的な仕掛け
としては、全体を2.5階建てのボリュームの中に立体的に個室を配置
することによる、多様な場面を内包したリビング、バリエーション豊
かな個室群が挙げられる。商店街や公園があってわが家がある、まち
で生活する感覚そのままに、隅々において個々が思いおもいに振舞
える空間が連続する、いきいきとした空間が立ち現れていた。このほ
かシェアオフィスの事例として、ビルのワンフロアに多様な活動集
団に合わせて丁寧に濃淡をつけた空間が紹介され、「シェア」の示す
幅の広さを示していた。
　印象的だったのは、設計プロセスにもシェア的センスを感じさせ
たこと。事務所での設計方針として「なるくまチェックリスト」を設
け、「社会的にこれまでなかった接触を生み出しているか」、「能動性
をサポートできているか」など、共有すべき特徴的な建築観を示すこ
とで、それ以外の設計上の自由度も（暗に）示してチームをうまく
オーガナイズしている。またクライアントとともにリサーチやワー
クショップなどの共同作業を行うことで、価値の共有を促し、かえっ
て打合せ回数が減るなど、設計に直接つながる手法としてプロセス
自体をデザインしていた。定義が曖昧なシェアというキーワードを
うまく使い、個に閉じないオープンであることを軸に、空間に限らな
い多面的な価値を生み出そうとしていることに感銘を受けた。
　一方、諸江氏は、LT城西の隣地に建設中のシェアハウス「LT城西
2」（以降LT城西を「1」、LT城西2を「2」とする）についてまずこの計
画案がプロポを経て選ばれたこと、その際、戦略として、「1」の基本的
な共有・占有の振り分けや面積構成を踏襲する選択をした。結果と
してその作戦は実を結んだ（個人的に大変勉強になります...）わけだ
が、このことが、2物件を対比してみたとき、シェアハウス設計の与件

と余白をとてもわかりやすく示すことになっていた。レクチャー自
体もその共通点と違いについて丁寧に解説された。異なる点として、
空間構成において「1」が断面的なのに対し「2」が平面的、「1」に対して

「2」が細かな設えや居場所の仕掛けが沢山用意されたことなどが
あった。また興味深い点として、「2」の計画における「1」を含んだ周辺
地域への俯瞰的な視点がある。例えば、新たな共有機能として「浴室」
が設けられ「1」の住人も利用できるとか、掃出し窓を設けて2棟の間
にできた庭を取込むなど、先に「1」があることにより近隣が意識さ
れ、シェアハウスの小さな公共が集まることで、界隈に展開するよう
なより大きな公共を誘発する状況が生まれており、地域における建
築にとって大きな可能性を感じた。
　今回2つのレクチャーを通じて、シェアハウスという新しいビル
ディングタイプが生まれようとしているのを目の当たりにした。諸
江氏の戦略的な提案によって、後に続く新築シェアハウスは、この2
つの事例を必ず参照するような強さを持つだろう。
　またそれは建築だけでなく、使い方や価値感においても同様であ
る。シェア空間を単にパブリックスペースにおける利用者の自律性
や能動性の問題と考えると、従来あった建築の課題とも言えるが、こ
れまで守られてきた個の在り方を、どこまで解体してパブリックとと
もに再定義するかと考えれば、空間と社会がリンクした全く新しい
課題であるとあらためて気づく。その意味で、当日にも質疑した、ほ
かのシェア建築にない「シェアハウスらしさ」はどこにあるのか、とい
う問いは、その新しい「個と公共の境界」の実態についてより深く知
りたかったためでもある。その回答として、「実際に住まう人はすで
にコミュニケーション能力が高い」、「規模の大きなシェアハウスは
もっと関係がドライである」、「福祉施設の共用空間はもっとデリ
ケートに管理されているだろう」などは大変リアルで、新しい場の在
り方を想起させた。そのような肌で感じた実感に基づき、新しい価値
観と建築が呼応してつくられる丁寧な設計プロセスを経ることで、
空間が社会をリードし、貢献できる可能性は充分あると感じられた。
　LT2の運営がスタートしてどのような状況が新たに生まれてくる
のか、非常に楽しみである。そこで得られた知見がまた、未来の建築
を変えていくことになるのであろう。

あたらしいシェア建築の
カタチ

平野勝雅｜大建met

地域が

建築に

求めるもの　  7

i 特集・連続企画

今回のテーマは、「あたらしいシェア建築のカタチ」ということで、建築家の猪熊純さんと同じく建築家の諸江一紀さんに登壇していた
だきました。名古屋市西区にあるシェアハウスを設計された猪熊氏と、現在シェアハウスを設計されている諸江氏、両建築家のレク
チャーからシェア建築をきっかけに広く建築のアクテビティについて学ぶ機会でした。　　　   　企画担当：吉村昭範（D.I.G Architect）

猪熊　純（成瀬猪熊建築設計事務所）

諸江一紀（諸江一紀建築設計事務所）

＜第7回レポート＞

新しい社会とともに生まれる建築
11月24日（木）
会場：昭和ビル9階会議室
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第 48 回　中部建築賞　入賞・入選作品
主催：中部建築賞審議会

応募数は、一般部門で 52 点、住宅部門で 43 点
の計 95 点（昨年は 97 点）であった。9 ～ 10 月に
かけての第 1 回審査、現地審査、第 2 回審査を経
て、一般部門では入賞 6 点、入選 3 点、住宅部
門では入賞 6 点、入選 4 点が決定した。

一般部門 入　賞

審査員（順不同・敬称略）

栗生　明（建築家・審査員長）
笠嶋淑恵（建築家）
鈴木利明（建築家）
陶器浩一（滋賀県立大学環境科学部教授）

①所在地②建築主③設計者④施工者⑤構造・規模⑥延床面積　※ 住宅部門は②は表記せず

秦　正徳（富山大学 学長補佐）
増澤信一郎（建築家）
柳沢　究（名城大学理工学部准教授）
山田貴明（建築家）

愛知産業大学工業高等学校 伊勢山校舎
①愛知県名古屋市②愛知産業大学③愛知産業大学工業高等学
校設計 JV ④ TSUCHIYA ㈱名古屋支店⑤鉄筋コンクリート造

（一部鉄骨構造）・地上 8 階⑥ 7,422.96 ㎡

伊勢、宮川の里　鄙茅（ひなかや）　
①三重県多気郡②㈱うおすけ③暮らし十職 一級建築士事務所
④高山建設㈱⑤木造・地上 2 階⑥ 373.99 ㎡

土岐市立濃南小学校
①岐阜県土岐市②土岐市③㈱石本建築事務所名古屋支所
④徳倉建設㈱岐阜営業所⑤木造（一部鉄骨造）地上 2 階
⑥ 2,345.68 ㎡

MIZKAN MUSEUM
①愛知県半田市②㈱ Mizkan Holdings ③㈱ NTT ファシリ
ティーズ④㈱竹中工務店⑤鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造）・
地上 2 階⑥ 5,173.44 ㎡

カトリック鈴鹿教会
①三重県鈴鹿市②宗教法人カトリック京都司教区③㈱アル
ファヴィル一級建築士事務所④松井建設㈱名古屋支店⑤鉄骨
造・地上 2 階⑥ 1,588.85 ㎡

浜松信用金庫 三方原支店
①静岡県浜松市②浜松信用金庫③㈱日建設計④須山・リンク
建設 JV ⑤鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造）地上 2 階⑥
1,895.47 ㎡

大名古屋
ビルヂング
①名古屋市中村区
②三菱地所㈱
③㈱三菱地所設計
④清水建設㈱名古屋
支店
⑤鉄骨造 地下 鉄筋
コンクリート造（一
部鉄骨造）・地上 34
階、地下 4 階
⑥ 148,073.19 ㎡

日本無線先端技術センター
①長野県長野市②日本無線㈱③㈱日建設計④大成建設㈱北信
越支店⑤鉄骨造・地上 7 階⑥ 13,276.52 ㎡

美浜町生涯学習センター／なびあす
①福井県三方郡②美浜町③㈱新居千秋都市建築設計・㈱ニツ
テックコンサル設計 JV ④塩浜工業・谷口工務店・吉田組特定
建設工事 JV ⑤鉄筋コンクリート造・一部鉄骨造地上 3 階
⑥ 3,945.49 ㎡

入　選
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長久手の家
①愛知県長久手市
③ CO2WORKS 一級建築士事務所
④㈱友八工務店
⑤木造・地上 2 階
⑥ 105.51 ㎡

安城の店舗をもつ家
①愛知県安城市
③ CO2WORKS 一級建築士事務所
④吉富工務店㈱
⑤鉄筋コンクリート造
一部木造・地上 2 階
⑥ 139.76 ㎡

ヒカリノコヤ
①静岡県浜松市
③㈱エムエースタイル建築計画
④桑髙建設㈱
⑤木造・地上1階、地下1階
⑥ 63.24 ㎡

石田屋　ガマダン
①石川県金沢市②㈱石田屋③㈱三角屋④㈱豊蔵組⑤鉄骨造＋
鉄筋コンクリート造（物販店）、鉄骨造＋木造（事務所・飲食店）・
地上 2 階、地下 1 階⑥ 393.50 ㎡

高岡御車山会館
①富山県高岡市②高岡市③㈱創建築事務所④寺崎工業㈱
⑤鉄筋コンクリート造・地上 3 階⑥ 2,681.97 ㎡

黒部市庁舎
①富山県黒部市②黒部市③㈱山下設計④前田建設工業・桜井
建設・大高建設特定建設工事 JV　第一建設・共和土木特定建
設工事 JV ㈱中西電気 吉枝工業・北陸水道工業特定建設工事
JV ⑤鉄骨鉄筋コンクリート造・一部鉄骨造⑥ 9,676.54 ㎡

SHIMA
①岐阜県岐阜市③武藤圭太郎建築設計事務所④㈱雛屋建設社
⑤木造＋鉄骨造⑥ 267.02 ㎡

西伊豆の家
①静岡県沼津市③プラスデザイン一級建築士事務所④大同工業
㈱⑤鉄骨造一部鉄筋コンクリート造・地上 2 階⑥ 276.23 ㎡

まちの家
①石川県金沢市③竹内申一建築設計事務所④加賀建設㈱⑤木造
一部鉄筋コンクリート造・地上 2 階、地下 1 階⑥ 149.18 ㎡

住宅部門 入　賞

入　選

犬山の住宅
①愛知県犬山市③ hm+architects 一級建築士事務所④誠和建
設㈱⑤木造・地上 1 階⑥ 100.15 ㎡

ソトマで育てる、ソトマでつながる
①愛知県日進市③元名古屋大学脇坂圭一研究室／ヒュッゲ・デザ
イン・ラボ + 笹野空間設計④丸長ホーム成正建装⑤木造・地上 2
階⑥ A 棟 120.14 ㎡、B 棟 126.24 ㎡、C 棟 121.64 ㎡

石動邸
①愛知県西春日井郡③服部信康建築設計事務所④丸中建設㈱
⑤鉄筋コンクリート造・地上 2 階⑥ 119.59 ㎡

CUBOID・HOUSE
①福井県福井市
③㈱アルス建築事務所
④㈱深谷⑤木造・地上 2 階
⑥ 190.09 ㎡
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JIA 静岡発

JIA 愛知発

「地震の研究と現実のはざま-地震情報の読み方」　講師：大石博司（JIA静岡）

名古屋市立猪高小学校で建築教室を開催しました！ ―紙コップ造形教室―

JIA 塾

建築教室

　2016年11月28日、名古屋市立猪高小学校
においてJIA愛知地域会の授業担当による建
築教室を開催しました。建築教室は、児童が
楽しく造形制作に取り組むとともに、空間体感
することで、建築やまちについて興味関心を持
つきっかけをつくることを目的としています。
　今回の建築教室は、2時限110分を使い、
5年生を対象に94名の児童が18グループに
分かれ、JIA会員16名がサポートに入りまし
た。造形テーマを「やわらかなかたち」と設定

して、1グループ約3000個の紙コップを利用し
た作品制作に取り組みました。各グループで
は、テーマからイメージされる造形に創意工夫
を積み重ね、雪洞・かまくらをイメージした円形
空間、波型空間、渦巻き空間、中にはアニメ
キャラクターの顔型を模した空間など多様な造
形が生まれました。
　建築教室の後半では、鈴木賢一先生から
優れた造形の3グループに対し、大賞、JIA
賞、アイデア賞の表彰状授与を行いました。

終了・片付け時の造形を壊す体験
では、掛け声とともに児童の歓喜の
声が体育館に大きく響き渡りました。
　後日、猪高小学校の5年生児童
全員から建築教室について感想文・

　2016年12月8日午後、拡大役員会後に
「JIA塾」が開催されました。今回は建築の安
全性に直結するテーマだけに、20名ほどの会
員が熱心に聴講しました。実は、大石会員に
よるJIA塾は今回が2度目です。前回は2010
年4月23日に「東海地震」について語られ、折
しもその翌年の3月11日に東北の大震災が起
きました。
　講義の流れは、①東北大震災は突発か-
忘れていた貞観地震、②立川断層の調査と
結果-コンクリート片を見間違い、③東海地震
説から40年-地震説の根拠、④九州中部の
地震のメカニズム-断層群の見直しか―という
順序で、静岡においては東海地震説からす
でに40年余りが過ぎたこともあり、再度各 の々
地震の資料・研究を分析し、少しでもその予防
ができれば、というのが今回の趣旨でした。
　一般にプレート型の地震は、地下プレートの
固着域の剥がれによって起きるもので、地震の

規模を示すマグニチュードは1単位上がるとそ
のエネルギーは約30倍にもなります。東北で
は3.11以前にも近年大きな地震が起こってい
ましたが、研究者の間ではM8以上は起きない
とされていました。ところがM9という地震研究
者の想定以上の大震災が起こってしまった。
　百人一首に「…末の松山波越さじとは」とい
う清原元輔の句がありますが、これは869年に
起った貞観地震の津波が現在の多賀城の松
山の手前まで迫ったことを示しています。この
地震は、M8.3の大地震だったとされています。
過去の文献を紐解き、大地震の歴史を調べ
上げてこれからの予防に生かしたいという一
例です。
　東京近郊の立川断層が動くと都下に大きな
被害が出ると予想されています。東大の佐藤
先生が大きなトレンチを掘り、過去の断層を探
したところ砕石の集合地が見つかり、断層の
痕跡と発表しましたが、のちにこれが建物解

体後のコンクリート片と判明。研究者でも見間
違うこともあるという教示です。
　東海においては1944年12月7日の昭和東
南海地震以来ひずみがたまっていて、石橋
論文では東海地震発生の可能性が極めて
高いとされてきました。そして、定期的な判定
会の設立など現在に至るまで、静岡県また国
も予算付けをして構造設計基準の見直し、耐
震補強がされてきました。これは住民の安全
面では大きな助けとなりましたが、一方では工
場の進出の見合わせ、転居など、経済面で
のデメリットにもなりました。
　熊本地震では大きな地震が二度にわたり起
こり、これらに耐えうる建物を建てるかが今後
の課題です。今回も身近な危機を再認識し、
今後の仕事にも役に立つセ
ミナーでした。

アンケートをいただきました。感想文には「あき
らめないことの大切さを学んだ」、「みんなで
協力すればすてきな作品ができる」、「できたと
きの喜び、達成感があった」、「建築に興味を
もった」など、建築や造形の興味関心の高まり
が感じられる記述が多く、建築教室は十分な
効果があったと考えられます。
　建築教室が、これからも児童の創造力を引
き出し、建築やまちへの関心を高めていく機会
になればと考えます。JIA愛知地域会では、
空間体験の楽しみ方などの企画に改良を加
え、今後も建築教室を展開
していく予定です。

清　峰芳（JIA静岡）｜
清建築設計事務所

間瀬高歩（JIA愛知）｜
地域計画建築研究所
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JIA 三重発

JIA 愛知発

ボディービルダーに教わる、「設計監理に役立つ自己管理」

2016年度第2回CPD研修開催

第 4 回会員研修会　森羅万象塾

法人協力会主催 CPD 研修会

　JIA三重地域会の継続事業である「森羅
万象匠塾」は、建築内外の分野から得られ
る気づきや学びのすべてが建築につながると
いうことを趣旨に開催されている。2016年度
は、12月9日（金）の15：30から17：00まで、三
重県総合文化センター生涯学習センター 4階
小会議室にて「設計監理に役立つ自己管理」
と題して講演会が行われた。講師は、生涯
現役ボディービルダーを目標に、過酷なトレー
ニングを実践し自己管理を徹底しておられる
五十嵐立彦氏。氏は一般社団法人リンパピ
ラティス協会代表理事を務めておられ、津市
にてパーソナルトレーニングスタジオAnapaを
主宰されている。Anapaとはハワイの言葉で

「輝き」を意味しており、「全ての人に輝きを」
を理念に、個人に合ったプログラムで自己管
理できる生活習慣にすることを目標とし、指導

　2016年 度 第2回CPD研 修を、12月16日
（金）18：30～20：00まで中日ビル5階中日パレ
スにて開催しました。
＜講演企業＞東リ㈱、サーマエンジニアリン
グ㈱　＜参加者数＞正会員22名、法人協
力会員27名、合計49名

東リ㈱

環境・エコに配慮した塩ビ床材やカーペット

講師：小山伸治氏

　オフィスに学校・商業店舗・医療施設・福祉
施設・マンション・戸建て住宅などさまざまな分
野で使うことの多い塩ビ床材やカーペット。従
来のものよりも長く使用できる商品の開発や、
再生資源を使用することにより、環境・エコに
配慮した塩ビ床材やカーペットの説明をしてい
ただきました。

をされている。
　講演では「マズローの欲求5段階説」の頂
点にある自己実現欲求によるトレーニング理論
や筋肉発達のメカニズム、食事制限の計算方
法について学んだ。どれもストイックさを求めら
れるが、氏の指導実例など交えた話はモチ
ベーション向上に良い刺激となった。これを機
に私も不摂生な生活を正していきたいと思う。
またそれらは、設計監理の仕事姿勢にも通じ
ている。想いが強いほど成果がでる（自己実
現欲求）。積み重ねにより新しい能力を得る（筋
肉発達）。時間の調整にて効率を上げる（食
事制限）。われわれにとっては肉体的なトレーニ
ングだけに留まらず、仕事に対する意識もあら
ためることができるのではないだろうか。まさに
設計監理に役立つ自己管理であり、より一層
前向きに取り組んでいきたいと思うことができた。

サーマエンジニアリング㈱

環境・間接輻射暖房による

湿度と免疫力の関係

講師：小林健吾 氏

　暖房に必要な温度と湿度について、暖房
方式による違いを比較し、地中蓄熱からの間
接輻射暖房とそのほかの暖房の温度分布や
乾燥度合を検証し、人間の体の仕組みと熱
放出によって体感温度が変わることから、快
適で健康な空間とはどんなものかを説明して
いただきました。
　また、適度な湿度が免疫力の低下を防ぎ、
インフルエンザや風邪のウイルスから守ってく
れ、健康被害に対してのリスクが軽減できま
す。オフィスでは、適切な温度と湿度により仕
事効率がアップした事例の紹介を交えて暖房
の仕方の大切さを説明していただきました。

　同日、会場を移して忘年懇親会が行われ
た。氏にもご参加いただき、各々がアドバイス
を受けるなど異業種の交流を深めることがで
きた。ビュッフェ形式の中、氏のテーブルには
計算された食事が並んでいた。私はというと、

「明日から」という魔法の言葉を掲げ、美味し
いお酒と食事を大いに楽し
んだ。

　以上、2社の講演をいただきました。研修の
後、交流会を開催し、正会員の方 と々法人協
力会員の懇親を深めることができました。来年
度もCPD研修を開催する予定です。あらため
てご案内いたしますので、多数のご参加をお
願いいたします。

CPD 研修会の様子

CPD 研修会の様子

豊田直樹（JIA三重・準会員）｜
Y’s建築設計事務所

山本義和（法人協力会員）｜
ジャパンパイル㈱中部支店　

基礎設計部
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四日市市立浜田小学校　課外授業　～防災をテーマに～

建築教室

　2016年10月22日土曜日、四日市市立浜
田小学校の4年生を対象に、防災をテーマと
した課外授業を実施しましたのでその報告を
させていただきます。
　今年度、奥野地域会長の方針に基づき、
研究・社会活動委員会が三重地域会に新設
されました。この委員会は、4つの活動を掲
げており、それぞれ①まちづくり活動、②環
境活動、③教育支援活動、④住宅と建築部
会―となっています。今回はこの中の③教育
支援活動の取組みです。委員長の村林氏の
もと、4つの活動には担当が振り分けられてい
ます。教育支援活動は森本雅史氏と豊田直
樹氏が担当していますが、この件は豊田氏と
浜田小学校の山本先生が中学の同級生とい
うつながりをきっかけに話が始まりました。今
年度、浜田小学校の4年生は総合授業の枠
の中で防災をテーマに課外授業をしていると
いう話を聞いた豊田氏が建築の分野から防
災を視点とした授業をさせてもらえないかと
提案したところ、タイミングも良かったようでこ
の案を採用していただきました。授業までおよ
そ2カ月くらいという時点での枠取りでしたの
で、今回のケースはかなり恵まれた事例だと
思います。
　委員会と学校側とのキャッチボールを何度
か行い内容を決めていきました。学校側から
は、①前月は地震体験車を使った授業を行
う予定である②小学生でも身近に感じること
ができる内容であって欲しい③防災について

の講演も良いが、体験型の授業と混ぜて欲
しい―といった要望が出されました。
　そこでテーマを「建築のかたちと強さのひ
みつ」とし、災害に対しての「備え」について
構造のしくみを知ってもらい、体感してもらうこ
とを目指しました。子どもたちが安全・安心を
求める意識の発信源ととなり、また、私たち
の仕事への関心も併せて持って貰えればと
いう目論見です。
　さて、当日の様子を順を追ってご説明しま
す。JIA三重からの参加者は9名（うち法人
協力会1名）。子どもたちは4年生全員で
100名弱（32名×3クラス）、先生方が数名と
いった構成です。
　授業は午前9時から10時40分まで。奥野
会長の挨拶のあと、まず、最初の30分をレク
チャーにあてました。まずはいろんなかたちの
建築を紹介して建物のかたちに興味を持っ
てもらうきっかけづくりとし、次は自然災害によ
る構造物の被害事例の紹介です。かなり
ショッキングなスライドもありましたがこのあたり
も学校側と相談の上のものです。それを受け
て簡単な模型を使って「筋かい」の説明をし
ました。ここから、三角形に話を展開し、三
角形の構造の安定性・強さについて話してい
きました。そう、今日の授業のキーワードは
「三角形」。これを受けて実習編に入ります。
　子どもたちを5 ～ 6人のチームに分け、18
チームつくります。各チームに割り箸27膳、輪
ゴム180本、合 板（455mm×910mm）1枚、

タイルカーペット（500mm×500mm）2枚を支
給します。ルールは割り箸と輪ゴムを使って立
体をつくり、その上に合板を置いて何人乗れ
るかを競うというものです。制限時間は45分と
しました。
　三角形の前振りがありますので子どもたち
はトラス状のものをくみ上げたりしていくわけで
すが、それにとらわれることなくさまざまな形が
展開されました。輪ゴムの使い方も独創的で
す。はっとするような美しい形もあり、やはり子
どもの創造性は未知数です。また、いきなり形
をつくり出すチーム、つくる前にいろいろ話し合
うチーム、などなどチームごとの動きも多様で
した。JIAのメンバーもそれとなく声を掛けな
がら応援します。みんなで大いに盛り上がっ
た後は何人乗れるか競争です。なんと最高3
人乗れるチームがあり、みんなで拍手。
　補足ですが合板には地産地消を意識して

『三重の木』合板を使用しました。また、同時
に桧、杉の無垢材と桧のカンナくずも手に
取ってもらい、触り心地や匂いを体感してもら
いました。
　まだ、正式にではありませんが来年度も授
業を、というお話もいただいているようです。
今回のような授業を通じ建築のしくみや魅力
を子どもたちに伝えていくことは私たちJIAに
とってもとても大切なこととあ
らためて感じた一日でした。

レクチャーの様子 輪ゴムの使い方も個性的 ! 最高 3 人乗れました

中西修一（JIA三重）｜
shu建築設計事務所
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　｢正会員は全員、登録建築家になる｣、　2015年6月JIA通常総会に
おいてこのことが承認され、1年半が経過しました。昨年度、資格制度
実務委員として登録建築家の新規・再登録認定審査の作業に携わり、
その煩雑さを実感しました。JIA正会員の上に登録建築家になることへ
の審査がこんなに必要なものかと。
　今、本部総務委員会と資格制度委員会との間では、申請の合理化
策、課題の洗い出しなどが議論されているようです。と同時に正会員に
対する明確な定義づけもこれらの前提に不可欠となり、根底からひとつ
ひとつ整合性を取っていただきたいと思います。おそらく各支部役員会
にしても、各地域会役員会にしても、このことに割かれる時間はその都
度多く、ほかの案件を圧迫していることと感じます。本来JIAとして行動
すべきことはいくらでもあり、できれば無駄な議論は避けたいところです
が、JIAの理念に絡む重要な内容であり、おざなりにできない部分でも
あるかと思います。今後、本部総務委員会において
充分に議論を戦わせていただき、私たち各会員に浸透
いただけることを切にお願いをいたします。

日　時：2016年12月2日（金）16：00 ～ 18：00
場　所：JIA東海支部事務局　会議室
出席者：本部理事1名、幹事7名、監査2名、オブザーバー 5名
欠　席：支部長、幹事4名

1．支部長挨拶
　鈴木本部理事より挨拶。大阪全国大会は盛況に行われた、次回大
会は四国、18年度はアルカシアに合わせ関東甲信越、その次に東海の
順番かと思う。
2．報告事項

（1）本部報告
①JIA教育・表彰委員会CPD-WG（11/16）（鈴木）
・ ミッションの目的：①CPDプログラムの質の向上、②全正会員が

公平に単位取得可能な制度の充実、③社会に求められる効果的な
制度とする―などが挙げられた。

②第5回 総務委員会（11/17）（鳥居）
・ 入会・退会の審査は全て承認。
・ 正会員の入会と登録建築家の新規登録合理化について資格制度

委員会と第1回の協議を行った。
・ 会員管理事務運営マニュアルの作成を分かりやすくまとめる。
 ・懲戒制度の見直しは職責等検討特別委員会を設置して進める。
③フェローシップ委員会（12/1）（谷村）
・ 委員会は、会員間の交流促進、会員サービスの充実など行ってい

るが、専門サービス（建倍WG、法務サービスWG）の統合は難しい。
・ フレッシュマンセミナーは、2017、3/11・12（仙台市）に決定。
・ ウェルカムオフィスは、チラシの配布、紹介のバナーの掲載など、

行う必要がある。
（2）支部報告
① 第33回JIA東海支部設計競技（11/26）（矢田）

・ 2次審査が発表、7作品の賞及び3作品の学生賞が決定された。
② 第24回JIA東海学生卒業設計コンクール（吉川）
・ 作品提出締め切りは3/31、公開一次審査は4/15、公開最終審査は

5/27。
（3）各地域会からの報告（各地域会長より）
3．その他
① 入退会承認について（矢田）
・ 法人協力会員（三重）YKKAPが正式に承認された。
② アーキテクト1月号新年広告について（矢田）
・ 新年挨拶の掲載は、多くの方にお願いしたい。
③ 東海支部大会2017岐阜について（長尾）
・ 開催地の候補は長良川の鵜飼か、大垣（水の町）。1/13実行委員

会を行う。

議　事
1．審議事項
① 熊本地震被災者支援「嘉島町被害認定2次調査の追加依頼」につ
いて（矢田）

・ 東海支部では支部災害対策金より支出する。→承認
② 後援名義使用：（一財）日本CM協会東海支部「2016年度第1回
CM講演会（11/29）」（矢田）

・ 今回は事後承認となる。→承認
2．協議事項
①「フェロー会員」推薦について（矢田）
・ フェロー会員の候補者は、各地域会から推薦提出のこと。
② マイナンバー取扱いについて（見寺）
・ 謝金等一定以上支払いのある方にはマイナンバーの収集が必要

になるが、他支部との歩調も考え今後支部にて決める。
③ 後援名義使用許可（支部長専決事項）について（矢田）
・ 使用許可などは支部長専決事項ではなく、今まで通り支部役員会

にて審議事項とする。
3．その他
① 2015・2016年度 事業活動報告（事務局締切12/19）について（矢
田）

・ 地域会ごとに12/19まで支部事務局に提出のこと。
② 本部質問状（正会員入会資格）について（矢田）
・ 支部からは正式な回答書をいただくよう依頼文は出す方向。
③ 支部長会議について（車戸）
・ 4月に三重の伊勢鳥羽にて行いたい。日時は今後各支部長の調整

を図る。
④ 2017年度持出役員会について（矢田）
・ 次回、来年度支部持出役員会は静岡地域会にて6月でどうか。
4．監査所見
服部監査：登録建築家のこと、会員資格のことも整理をしていただける
よう総務委員会に期待をしている。
鳥居監査：JIAに関していろいろ整合性を取ることが大事である。総務
委員会の場を通じて今後報告したい。

東海支部役員会報告

江川静男（JIA静岡）｜ヴァイスプランニング
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データ発掘（お気に入りの歴史的環境調査）

味噌たまり蔵元　中定商店

一宮市木曽川町黒田の鮎鮨街道

登録有形文化財

せて2棟続きであった東側を撤去し、北面東角の
出入り口を東面北角へと変えている。現在は「醸
造伝承館」として、味噌たまりの製造に使った道具
などを展示公開している。

■紹介者コメント
　知多地方は、江戸時代幕末にかけて海運が隆
盛を極めた。明治になると鉄道が導入され、明治
19（1883）年には、武豊港―熱田間が県下初の
鉄道として開通した。その後、鉄道輸送の利便性
から武豊では味噌たまりの蔵元が増えた。今はそ
の数は激減したものの伝統的な製法で味噌たまり
をつくり続けている。
　JR武豊駅から北へ歩いて3分、右折すると黒
いみそ蔵が目に入る。味噌たまり蔵元の中定商店
である。平成28（2016）年に3棟が登録有形文化
財となった。一番手前が昭三蔵で、昭和3（1928）
年に竣工し、当初は仕込み・たまり圧搾場として建
てられ、屋根の小屋組みはキングポストトラスとなっ

■発掘者コメント
　「鮎鮨街道」は、徳川家康への鮎鮨の献上
ルートであった岐阜から熱田を結ぶ尾張街道（岐
阜街道）の別名のことで、「御鮨街道」とも呼ばれ
ていました。当時、毎年5月から9月頃までの間に
10回から20回、岐阜市のすし元から、加納問屋
場を経て、笠松問屋場で受け継ぎ、愛知県の一
宮問屋場へ、そして江戸へと送られました。江戸
に着く頃に発酵して食べごろになるようにつくら
れ、岐阜から江戸まで5日間で運んでいたようで
す。当時の街道は岐阜県・笠松のほか、一宮市
木曽川町黒田郷にある河野善龍寺付近にもその
面影が残っています。
　善龍寺の北に位置する辻は、折れ曲がった枡
形の辻で外敵を防ぐ江戸時代の宿場町にあった
街道の特徴をあらわしています。辻の両脇には以
前商家であったであろう古い家屋が建っていま
す。辻を起点に南に向かうと道沿いには善龍寺を
はじめ古い民家など、所 に々街道筋とわかる建物
が残っています。そして街道筋から奥へ路地がつ
ながり、路地を進むと民家であったり、墓地であっ
たり、石仏などに出会います。善龍寺は、道沿い
に鼓楼が建ち城郭の隅櫓のような風格を持つ浄

ている。昭和63（1988）年、壁に筋交い補強を施
し、出入り口を西側道路に面して設け、蔵から催し
場へと用途変更した。昭二蔵は、昭和2（1917）年
に本蔵として竣工した。南の昭三蔵と雁行して2
間接続している。戦後原材料の運搬や出荷が牛
車からトラックになると道路幅を広げるために、外壁
面を1尺5寸控えるという工事が行われている。昭
和60年頃には仕込み蔵から販売店へと用途変更
し、西面の出入口を南面へと変える改修を行って
いる。大五蔵は、大正5（1916）年に塩蔵として竣
工した。2階は麹菌を繁殖させるため、竹むしろ敷
としていた。屋根は登り梁となっている。昭和41

（1966）年、南側に公民館建設のため、敷地を提
供し、さらに桁行きの長さを1間ほど短くした。合わ

土真宗寺院の特徴をあらわしています。この寺院
は、明治11（1878）年10月に明治天皇の東海北
陸巡幸の折の小休所となっています。ほかにも西
連寺や石段造りの愛宕神社など、歩いていると街

武豊町役場
●

●
武豊郵便局

武豊駅

上ゲ駅

知多
武豊駅

転車台
武豊停車場跡
●

中定商店

武豊町役場
●

●
武豊郵便局

武豊駅

上ゲ駅

知多
武豊駅

中定商店

転車台
武豊停車場跡
●

名鉄
新木曽川

黒田小学校● アピタ●

木曽川東小学校●

JR木曽川

名鉄
新木曽川

黒田小学校● アピタ●

木曽川東小学校●

JR木曽川

鮎鮨街道鮎鮨街道

左に雁行した枡形の辻

善龍寺の鼓楼

街道沿いの民家

昭三蔵 大五蔵昭二蔵

所　在　地：愛知県一宮市木曽川町黒田
構造・規模：木造平屋建ておよび 2 階建て
建 設 年 代：不詳

野々川光昭（JIA愛知）｜
オウ環境設計事務所

山田正博（JIA愛知）｜
建築計画工房

道筋の面影を随所に発見するこ
とができます。

所在地：愛知県知多郡武豊町小迎51番地
開館時間：9:30 ～ 17:00　
　　　　　※見学には事前申し込みが必要
休館日：日祝お盆年末年始
問合先：TEL 0569-72-0030
文化財指定等：大五蔵　23-0468
　　　　　　　昭二蔵　23-0469
　　　　　　　昭三蔵　23-0470
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■日時：2017年2月8日（水）17：30 ～ 19：00（17：00開場）
■会場：名古屋青少年文化センター（アートピアホール）名古屋市中区栄3丁
目・ナディアパーク
■申込方法：申込締切（2017年2月3日）
・ JIA会員のお申込み開始……12月5日（月）より
 アーキテクト12月号同封のお申込用紙にご記入の上、下記までお申込みく

ださい。
・ JIA会員外のお申込み開始……12月12日（月）より
 お申込用紙にご記入の上、下記までお申込みください。お申込用紙がない

場合は、お名前・所属（事務所もしくは学校名）を明記の上、下記までお申
込下さい。

■申込先：JIA東海支部事務局
FAX：052-251-8495　MAIL：shibu@jia-tokai.org
◆講演会終了後、懇親会を予定しております。ご希望の方は併せてお申込み
ください。
参加費：6,000円（お一人様）

　建築物省エネ法が整備され、一定水準の環境性能が標準となりつつありま
す。これを超えて、どのように地域らしい、自分らしい、新たな建築を創造
するかが、これからの建築家に求められます。一線で活躍する研究者、建築
家に講演いただくとともに、ワークショップやプレゼンテーションを通じ
て、実践力と発想力を身につける連続セミナーを企画しました。

■講師：宇野勇治（愛知産業大学造形学部建築家准教授）、清野新（ARUP　
JAPAN）、辻充孝（岐阜県立森林文化アカアデミー准教授）、澤地孝男（独立
行政法人基礎研究所環境研究グループ長）、野沢正光（JIA環境会議 議長）
■ セ ミ ナ ー開 催 予 定 日：第1回（2017.02.25）、第2回（2017.03.18）、第3回

（2017.04.調整中）、第4回（2017.05.調整中）、第5回（2017.06.調整中）
■参加費（全5回通しです）
JIA住宅研究会会員　10,000円（会員の所員1名まで追加参加可能）
一般　20,000円

CPD申請中、セミナー 1回につき3単位を予定しています。
セミナーに関するお問い合わせは東海支部事務局までお気軽にどうぞ

JIA/DAIKO Architect Seminar in NAGOYA

西沢立衛 氏 講演会「自作について」
CPD2 単位申請

主催：JIA愛知地域会 住宅研究会

連続環境セミナー＠ 2017「省エネ法を超えて（全 5 回）」
CPD 申請中

地域会だより

＜東海支部＞
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＞ 
12/8 12月静岡地域会役員会の開催
 熊本県嘉島町被害認定2次調査報告
 次年度建築フェアー構想・計画立案検討
 静岡地域会忘年会の開催
12/8 12月JIA塾の開催
 「地震の研究と現実の狭間（地震情報の読み方）」
 講師：大石博司　会員
12/8 静岡地域会忘年会の開催
12/12 応急危険度判定における実施体制強化に向けた検討会出席
1/8 静岡地域会忘年会の開催
1/20 建築関係団体新年会（建築5団体）の開催

＜愛知＞
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

12/16 JIA愛知・法人協力会CPD研修
1/6 新年互礼会
1/20 JIA愛知新年会
2/1 法人協力会役員会

＜岐阜＞
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G 2F 研修室
12/14 第8回役員会開催予定（18：30 ～ 20：30）
  場所：ハートフルスクエアG 2F 研修室
1/27 JIAの窓の開催 岐南町役場庁舎見学会・説明会
 見学会（PM3：30 ～ 4：00）、意見交換会（PM4：10 ～ 4：50）、懇

親会（PM6：00 ～ 8：00）

＜三重＞　
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
11/12 建築ウォッチング「とっておきのまちなみ散歩～神島～」
12/9 第7回例会、忘年会
1/22 建築文化講演会「建築を超えて」　講師：手塚貴晴氏
 場所：アスト津アストプラザ4F　アストホール　13：00～
2/10 第8回役員会、第7回例会、
 第5回会員研修会：YKK AP工場見学
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のさまざまな「建築と子供」の活動が毎回載
るようになるといいですね。ちゃんと文字
で残すことは大事ですから。　（吉元　学）
 ●今回の記事の中で興味深かったのは、な
んといっても「五島列島を旅して」だった。
毎号、各所で皆さんがお気に入りの場所や
そこにある建築物、そこでしか味わえない
グルメなどを紹介して下さり、時としてマ
ニアックな世界を楽しませてもらってい
る。今回の五島列島については、某テレビ番
組で取り上げられているのを見たことが
あった。とても衝撃的な内容だったのを覚
えているが、そこを旅するという発想はな
かった。確かに、多くのキリシタンが禁教令
の後に移り住み信仰を深めてきただけあっ
て、現在も教会建築史を物語るにふさわし
い貴重な建造物が残されているらしい。豊
かな自然も魅力的だ。 最近ではたまの旅
行といってもゆっくり下調べをする余裕が
ないため、同じような場所に行くことが多

●2月号では愛知地域会の小学校での建築
教室（P10）、三重地域会での防災をテーマ
にした小学校での課外授業（P12）など会員
による学校教育への社会貢献の記事が目立
ちました。会員による地道な公益事業です。
また、1月28日には東海支部によってJIA
ゴールデンキューブ賞の審査会が名古屋で
行われます。ここでの受賞作品が9月のUIA
ソウル大会へ進みます。「子供と建築」の活
動を考えると、大切なのは「つくり手」と言
うより「使い手」を育てていくことだと思い
ます。建築がもっと愛されるためには子ど
もたちに建築の良さや付き合い方を知って
もらうことが必要になります。素晴らしい
建築をつくるのが建築家の仕事ですが、子
どもたちに建築を伝えるのも建築家の仕事
だと思います。「ARCHITECT」に東海支部

編 集 後 記 いが、五島列島がいつか訪れてみたい場所
の一つになったのは確かだ。これからも自
分では予想だにしない、とっておきの情報
を期待している。　　　　　　  （石川英樹）


