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　本年度、本誌の表紙を担当させていただく降旗です。これ
から１年間、私がこれまで撮影した写真の中から、建築のみ
ならず創造のきっかけとなる気づきを感じたシーン（瞬間）を
ご紹介したいと思います。よろしくお願いいたします。「Inspire 
the Next」父が某企業研究所勤務であったため、この言葉と
共に育ちました（笑）。
　私が写真を始めたきっかけはLeicaとの出会いでした。プ
ロダクトとしてのLeicaの魅力と、Leica社のものづくりの姿勢
への共感からLeicaを手に取り、今では80年以上の歴史が
ある「名古屋ライカクラブ」にも所属し、諸先輩方と共に撮影
を楽しんでいます。
　今月の写真は、境内から岡崎城へのビスタラインが有名
な、大樹寺の正門を外から見たカットです。撮影をしている
と「このアングルいいな」と思ってカメラを構えたはずが、ファ
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インダーをのぞいているうちに興味がシフトし、気付けば当初
アングルの真逆方向を狙っている、なんてことがよくあります。
日々の建築設計においても、想像を膨らませながら次から次
へとアイディアがシフトしていくことで、思いがけない答えが見
つかる瞬間があります。
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自作自演○209

尾林　孝雄（JIA静岡）

尾林建築構造設計事務所（静岡市葵区瀬名7-11-20　TEL…054-264-9752　FAX…054-264-8017）

葵区瀬名というところ

　わが家の近くに梶原山という名のピクニックに手ごろな小山がある。鎌倉時代に源頼朝の下で活躍した鎌倉武士で、頼朝の
死後鎌倉を追放され京都に向かう途中、駿河の地侍との戦いに敗れ自害したと伝えられる梶原景時の名が付けられた山で、頂
上は公園となっており石碑がある。最近は若い人に人気がありデートスポットになっているようだ。頂上からは静岡市をパノ
ラマ状に見渡すことができ、東に清水市街が西に静岡市街さらに南遠方には駿河湾が一望できる。その梶原山の頂上を東側に
下ると静岡市葵区瀬名地区がある。
　今年からNHK大河ドラマ「おんな城主直虎」が始まった。最近、今川義元の館の場面が出てくるようになり徳川家康が竹
千代の時代に暮らしていた様子がときどき見られる。2月 19日には竹千代が祝言を挙げる場面が放映されたが、その相手の姫
の名が「瀬名」で、この地区葵区瀬名とは深い関係があると聞いていた。
　この地に来て 26年にもなるし、これを機にちょっとこの辺りの情報を集めてみた。
　瀬名姫はこの地域をまとめた瀬名氏三代目氏俊の弟氏広と今川義元の妹との間に生まれた姫君で、後に徳川家康の正室となる築
山御前のことのようである。また徳川家康は川狩りと称して鮎を捕りにこの地区によく来ていたとか、慶長12（1607）年頃の駿府
城築城の折に使用した石垣石の大部分はこの瀬名村や長尾村の人々により切り出されたものであり、運搬途中で転げ落ちた石は縁
起が悪いと拾わずにそのままにしてあったものが「切石の由来」の看板を立て道端にあるなど、徳川家康との関わりのある話がある。
　ほかにも小さな寺や神社が多く散在し古墳や文化財もあり、狭い地区のわりには歴史や伝説の多いところである。

河合　利治（JIA愛知）

河合設計事務所（愛知県長久手市平池105番地3-202　…TEL…052-841-9578　FAX…0561-62-6511）

紛争解決センター

　もうかれこれ10 年余になりますが、JIA会員の方が参加協力している「紛争解決センター」にて、さまざまな建築紛争の専門委員とし
て仲裁をしてまいりました。中には仲裁不正立で裁判などになったケ―スもありました。しかし、ほとんどの事件は仲裁成立で解決してまいり
ました。どちらかに偏って味方をするとよくないので、それぞれの言い分をよく聞き、私は双方の悪い部分を最初に指摘します。
　紛争はほとんどの場合双方に不満・敵意などがあり、解決センターに申し立てをします。裁判外紛争解決ADRと言いますが、普通に
裁判をするよりも費用も時間もはるかに安く、短くすむわけです。離婚問題から債権取り立てまで解決センターに相談してほしいと思っています。
現実的には、双方満足する和解案はあまりないかもしれませんが、すぐに訴訟をというアメリカ的なものではなく、当事者どうしの徹底的な話
し合いで解決する妥協や反省、調査により解決に導くのが理想的お仕事です。一方で建築家のお仕事は建築的な知識、法規から現場まで、
それにプラスして法学、経済、社会、科学全般にわたり広い見識が必要と考えます。いわゆるスペシャリストではこういう紛争の解決には役
に立ちません。
　豊田市の方でこういう事件がありました。若い夫婦が叔父さんにあたる方に工事を依頼したわけですが、瑕疵が生じました。それでセンター
に申し立てたわけですが、「親戚同士みっともない」という私の一言が効いたみたいで、若い世代とおっさん世代のギャップを乗り越え解決
に導くことができました。双方とも不満は残ったと思いますが、ある程度建築的な知識を知ってもらうことが解決に結びついたと喜びを感じまし
た。ここで少し今の風潮に苦言を申し上げたいのですが、最近TVで弁護士の債務整理のコマーシャルがよく流れるようになりました。それ
は、債務整理が明確でお金になりやすいからだと思います。ややこしい建築訴訟を受けるより破産のお手伝いをした方がいいという法曹界。
民事の訴訟において裁判官の判決は、仕事の過労などから間違いが多くあることも、少し嫌味として申し上げて終わります。
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佐々木　敏彦（JIA愛知）

大久手計画工房
（愛知県名古屋市昭和区…広路町梅園9-1…マンション梅園107　TEL…052-853-9240　FAX…052-853-9241）

　正しい職人さんは愛妻弁当を手に現場にやってくる。わが方はそんな恵まれた環境にないので、
昼時に何を食べるかはなかなか悩ましい問題だ。ファストフードやコンビニなどチェーン店のものは
耐え難いとなると、ことはなかなか大変だ。必要に迫られ友人と2人で食堂探しを始めた。
　条件は次のようなもの。①廉価であること（定食で700円以下が目安。もちろんもっと安いメニュー
も）、②その場所でちゃんと（冷凍ものとか使わない。味付けは店主の判断で、基本は家庭料理）つくっ
ていること、③専門店（ラーメン屋とか蕎麦屋とかカレー屋とか…）でないこと―探すうちに面白がっ
て次の条件も加えた。④本来は夜営業の呑み屋なのだが、昼飯も提供している店は対象外―何
のことはない、かつて「大衆食堂」とか「一膳めし屋」といわれたものを探しているだけだ。事務
所の場所柄昭和区、千種区周辺で探すとなるとなかなか大変だが、なんとか4～ 5軒発掘し、ローテーションしながら出向くことにしている。
　どの店も、構えは少 く々たびれているが、使い込んだ風情があるともいえるたたずまい。客層はわれらのようなおっさん、一人の老人、
おばちゃん連、小連れの家族、職人からタクシー運転手まで幅広い。総じて年齢層は高いが、最近は若い人の姿もちらほら。
　大資本やトレンドに振り回されることなく、インディペンデントな存在で、地域に根を下ろし、皆に愛され、気負ったところがない。絶滅危
惧種ともいえるこうした食堂の生き残りの秘密は、仕入れのことといい、客との関係性といい、仕事に向かう健全なメンタルといい計り知れ
ない奥行きを持つ。住まいづくりもかくありたいと思う。

昼飯

東海とっておきガイド　｜岐阜編｜ 岡田典久（JIA 岐阜・パトス建築設計室）

　この、こぶし街道沿いはもともと平成（へなり）地区と
呼ばれて、冬は下呂温泉への湯池客、夏は津保川へ鮎
釣りに向かう太公望たちにもっぱら親しまれてきた静かな
山間交通路の村落のひとつであった。３０年前の元号変
更で一気に知名度がアップして道の駅「平成」ができ、
一時は観光バスで観光客が押し寄せるほどの人気がで
た。その道の駅・平成（へなり）の食堂「福楼」での人
気メニューが地元特産の椎茸を生かしたカツ丼だ。たっ
ぷりの細切キャベツにのせた肉厚の「しいたけカツ丼」は
あっさりとした山村の逸品。鮮度を維持するため一日10
食の限定メニューで、小鉢、味噌汁、漬物、フルーツが
付いて一食500円とお値打ち !?

しいたけカツ丼

94

　東海北陸環状自動車道の関、富加インターから通称こぶし街道（県道58号：
関～金山線）を北上、観音口の案内看板から細い峠の山道を走ること10分ほ
どでやっと仁王門前の駐車場に着く。
　正式名は大日山日龍峯寺（にちりゅうぶじ）で、本堂は五間四面の入母屋
桧皮葺き（懸崖造り）である。仁王門から鐘楼、国重要文化財指定の多宝塔
を配した岐阜県最古の真言宗の古刹で、地元では美濃清水と呼んで親しまれ
てきた。ご本尊は千手観音菩薩。本堂前には樹高20ｍほどの千本桧が鎮座
し古色蒼然とした風情をかもし出している。裏手の洞窟には開祖伝承の祠も
残っていて、湧水が万病治癒に霊験有とされている。創建は5世紀前半で、
鎌倉時代初期に北条政子の寄進により再建されたとされているが、応仁の乱
で焼失。現在の本堂は1670年に再建された高野山真言宗の寺院である。

高澤観音

平成福楼　所在地：関市下之保2503-2　TEL：0575-49-3772　
　　　　　定休日：水曜定休県・市の重要文化財に指定　所在地：岐阜県関市下之保4585　TEL：0575-49-2892

日めくり、ブラウン管テレビ、招き猫。時間が止まっ
たようなたたずまいだが、日々の手入れは必要十分
に行き届いている。
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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

　都市は、住宅や事業所が集中立地しているだけの空間で
はない。さまざまな人や活動が関わり合いをもつことによ
って、たんなる足し算とは異なる価値が生まれるところに
都市の面白さがある。社会学者のM.カステルは、教育、医
療、交通といった集合的消費が組織される空間として、都
市を描き出している。それを支える生産の仕組みも見逃せ
ない。D.ハーヴェイは、地理学の立場から、道路や港湾な
ど、土地に固定された各種のインフラがおりなす建造環境
の意味を重視した。
　それでは、多くの都市に同じチェーンストアが立地し、
人、モノ、情報、資本がグローバルに飛び交う今日にあって
も、都市は共同性の空間として存立しうるのだろうか。この
大きな問いについて、タラゴナ県中山間部の小都市、ファ
ルセットを舞台に考えてみたい。人口わずか3千人の郡邑
だが、まちをシェアするための仕掛けは垢抜けした都会に
負けない。

まちは共同利用施設

　ファルセットの調査を始めた頃、小さな市街地に都市
計画マスタープランが定められていることに驚いた。縮尺
1/2000のCAD図面に土地利用を書き込んだ詳細な計画で
ある。しかし、緻密さ以上に注目したいのは、市街地を私有
地と「システム」の大きく2つのカテゴリに区分する、現地
の都市計画に通底する考え方である。システムとは、簡単に
言えば公共空間であるが、公有地とは限らず、公共性を認
められた施設を広く含む概念である。ファルセットの場合、
教区教会、農協、老人ホーム（市が7%出資）などが民間所
有のシステムにあたる。多少の誇張が許されるなら、街路
や広場といった屋外空間と扉1枚を隔てた施設の屋内空間
がひとつながりの共同利用空間をなしていると言えようか。
　建築に関心のある人なら、G.ノリが制作した「ローマの
地図」（図1）を目にしたことがあるだろう。芦原義信の『街
並みの美学』は、ノリの地図の白と黒を反転させることで、
地をなす街路や広場が輪郭明瞭な図としても機能するとい
う、地中海都市の特質を説明した。加えて筆者は、教会や
回廊などの屋内・半屋内空間が街路と同じ白で描かれてい
ることに注目したい。そういう観点にたてば、ノリの地図に
対して、市民の共同利用空間が連なるシステムとして都市

を直截的にとらえた表現、という解釈を与えることもでき
るだろう。
　ファルセット歴史地区の核をなすクアルテラ広場（図2）
に立ってみた。緩やかな斜面をなす広場の最上部に市庁舎
が構え、広場両サイドの長辺は地上階が吹き抜けの拱廊を
なしている。この拱廊の制度上の位置づけを確認したとこ
ろ、各建物の所有者の私有地であるが、歴史的に市民の自
由な通行が慣習化しているので、補修整備は市が負担する
とのことであった。日本の市道認定に似ているが、土地利
用区分としてはあくまで建物の一部である。ノリ式の地図
なら、白に描くのが妥当だろう。
　財政力に乏しい自治体では、街路や広場とともに、公設
の各種施設を上手に使いこなすことが、まちの血脈活性化
にとって大きな意味を持つ。ファルセットが誇るべきは、
40年余り前に開かれた市民プールである。市が銀行から資
金を借り入れ、5年分の会費前納者を募ってようやく実現
した、苦労の賜物だという。プールサイドは最高の市民テ
ラス、併設されたレストランは一年を通じた日常的な溜ま

まちをシェアする仕掛け―ファルセット

図1｜G.ノリ「ローマの地図」（1748年、抜粋）

図2｜ファルセットの核をなすクアルテラ広場

第 5回
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り場になっている。他にも、劇場の建物の一室をファルセ
ット音楽隊、図書館が置かれた旧貴族の館の地下を退職者・
年金生活者組合に貸与するなど、施設活用の興味深い事例
をいくつも目にした。

連れだって踊りに行こう

　地中海都市をフィールドとしてきた筆者にとって、祭り
はとっておきの楽しみの一つである。華やかな仮装や踊り、
演技に惹かれただけではない。同じ聖人に捧げられた祭り
でも、地域色が非常に豊かで、都市ごとに意味づけやスト
ーリー展開が異なる。そして人々は、通りいっぱいに繰り広
げられるパフォーマンスに自ら加わることで、同じまちに
暮らしてきたことの喜びを新たにする。そこに一番の魅力
を感じてきた。
　寒さが身にしみる冬のファルセットの祭りを知ろうと、2

月3日に行われる聖ブライ祭の調査に出かけた。祭りの日
の朝、町のペストリーから焼き上がったばかりのコカ（オリ
ーブ油を使ったピザ風のパン）20個余りが運び出され、長
さ20m近い板の上で連結される（図3）。これを大勢で持ち
上げ、砂糖をまぶした揚げ菓子を籠いっぱいに提げた子ど
もたちを先頭に教区教会へと向かう（図4）。列の最後尾を
締めるのは、ファルセット音楽隊による元気のいい吹奏楽
である。一行が教会に入ると、司祭がミサを挙げ、中央の
通路に置かれたコカや参列者たちが持参した食べ物に祝福
を授ける。

　夜になると、子どもたちが教会から再びコカを運び出し、
楽隊とともに町中を練り歩く。行列は、周りの人々を引き連
れてどんどん大きくなり、最後は、聖人ブライの像が祀ら
れている西端の界隈に辿り着く。集まった人には揚げ菓子
とワインが振る舞われ、やがてカタルーニャの民衆的な踊
り、サルダナの輪ができる。寒さを忘れ、楽隊の奏でる音
楽に合せてサルダナを踊るのは、途中で隊列に加わったま
ちの住人たちである。最後に、籤引きが行われ、当たった人
の家へとコカが届けられる。
　なんとも素朴で無邪気とも言える展開だが、小ぶりなが
らまちの隅々まで響くイベントだと感じた。祭りを企画す
るのは市民研究者がつくったファルセット研究所、パンを
焼くのは街角の老舗店、それに教区教会が祝福を与え、音
楽好きの町衆がつくった楽隊がお囃子役を務める。そして、
子どもからお年寄りまで、連れだってサルダナを踊りに行
こうとこの日を楽しみにしている。
　現代都市の論客は、しばしば、空間と社会の弁証法とい
う概念で都市の本質に迫ろうとする。この硬い言葉の中身
は、実は、まちの姿かたちを肌身で感じ共有する人々の行
動と感性のなかに存在するのかもしれない。

図3｜聖ブライ祭の「コカ」と楽隊（ファルセット市資料） 図4｜聖ブライ祭の移動ルート（2016年2月3日、現地調査による）

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

サンタ・
マリア教会

ペストリー
・ロペス

聖ブライ像

終点

クアルテラ
広場ファルセット

城

50m
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　JIAゴールデンキューブ賞2016 ／2017
の審査会を、1月28日（土）の10：00～17：
00、ライティングコア名古屋（大光電機名
古屋ショールーム）で開催しました。この賞
は、子どもの建築教育に関するすぐれた活
動を表彰するUIA（国際建築家連合）事業
として9月に韓国ソウルで開催の第26回
UIA世界大会への日本代表作品選考会を
兼ねています。昨年12月9日を応募締切りと
したところ、応募が少なく2017年1月6日ま
で締切りを延長し、結果的に4部門に合計
35点が寄せられました（学校部門13点、組
織部門21点、出版物部門2点、視聴覚作品部
門0点）。
　審査委員会は、委員長に仙田満氏（環境
デザイン研究所）、委員として工藤和美氏
（シーラカンスK&H）、渋谷セツコ氏（NPO
建築と子供たちネットワーク仙台）、曽我部
哲也氏（中京大学大学院情報科学研究科
講師）、藤井尚子氏（名古屋市立大学大学院
芸術工学研究科準教授）にお願いしまし
た。仙田先生は、子どもの空間研究・設計者
で子ども環境学会を立ち上げられました。
昨年亡くなられた稲葉武司先生ともご懇意
でその意志のよき理解者です。工藤さんは
学校建築の設計で子どもの空間づくりに挑
戦、大きな成果を上げています。渋谷さんは
前回のUIAゴールデンキューブ賞の受賞

者で、日本でこの分野の草分け的存在。曽
我部先生は情報工学の専門家としてだけ
でなく子どもや障害者のワークショップで
活躍されています。藤井先生は前回の審査
員経験者として、また美術教育の専門家と
して審査していただきました。
　この豪華な審査員のみなさんが、何をつ
ぶやき、どう評価するのか、応募作品もさる
ことながら参加された方々は興味津々だっ
たはずです。午前中に非公開の一次審査
を、午後から公開最終審査を行い、各部門1
点の優秀賞と複数の特別賞を選定しまし
た。応募要件に沿っているかの可否とカテ
ゴリーの峻別について審査委員の判断に
委ねることになり、ご負担をおかけしまし
た。結果として審査対象は30点、カテゴリー
の変更もありました。目的、対象、手法の異
なる多様な活動事例を短時間で理解し、優
劣を判断することの困難さを痛切に感じた
ところです。
　優秀賞を受賞された内容を簡単に紹介
します。学校部門は石巻市立門脇中学校他
による「子どもたちが描く　みんなの公園
ワークショップ」。石巻の公園づくりに地域
の皆さんとともに中学生が継続的に参加し
ています。組織部門は大阪市立大学都市研
究プラザ他による「空き教室のセルフリノ
ベーション-中学校・大学・地域等との協

働による設計・施工プロジェクト-」。こち
らも主体は中学生、身近にある空き教室の
改善に知恵を出し合って主体的に取り組
んだ事例です。出版物部門はT*0（ティー・
オー）他による「着せ替えドミノワーク
ショップ」。コルビジェのドミノシステムに
触発された建築模型教材を開発していま
す。視聴覚作品部門は日本橋文化交流フェ
スティバル実行委員会による「みんなで作
る日本橋の未来～映像「未来熈代勝覧」制
作ワークショップ」。日本橋をテーマに取り
組んだ小学生の絵が映像作品としてまと
められています。この他、9点が特別賞に選
定されました。詳しくは、以下のURLにア
クセスしてみて下さい。（http://www.
jiagoldencubes.com/result.html）

　「子どもと建築」という活動分野は、まだ
十分認知されているとは思えません。しか
し、実践活動そのものは各地で先行して行
われていることも確かです。人に関わる教
育から交流まで、環境に関わる建築から都
市まで、そこに何か可能性を嗅ぎとってい
る人たちがいて、こうした活動に喜びを感
じています。ゴールデンキューブ賞の運用
主体について、UIAとJIAの関係、本部と支
部の関係、支部内の委員会同士の関係な
ど、繰り返し疑問が呈されフリクションが
生じました。にもかかわらず活動が持続で
きるのは、関係者の皆さんの多くのアドバ
イスと支援のおかげです。実行委員のメン
バーの半分はJIAの会員ではありません。
また協賛会社の皆さま（小原木材㈱、アク
ティス㈱、小野電産業㈱、揖斐川工業㈱、西
濃金属工業㈱）、協賛JIA会員の皆さま、並
びに審査会場を提供して頂いた大光電機
㈱さまに心からお礼申し上げます。作品を閲覧する参加者審査委員による討論

子どもの建築教育の広がりと可能性

JIA ゴールデンキューブ賞 2016/2017 公開審査・入賞者決定

鈴木賢一（JIA 愛知）｜ JIA ゴールデンキューブ賞 2016 ／ 2017 実行委員長
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　去る2月8日に、SANAAとしても活動され
ている建築家・西沢立衛氏の講演会「自作に
ついて」がナディアパークのアートピア・ホールで
行われた。JIA東海支部と大光電機㈱名古
屋支店の主催で、定員500名のところ、ほぼ
満席に近い状態で大盛況のうちに終了した。
西沢氏は、建築と環境をテーマに「8つの自作
（ロレックス・ラーニングセンター、軽井沢千住博
美術館、豊島美術館、小豆島パビリオン、
ガーデンハウス、鶴が丘市民ホール、ルーブル・
ランス美術館など）」を語った。
　一貫して流れるのは、氏の環境というか風
景と建築との調和であり、建築をつくるという
行為そのものが環境をつくるという姿勢であっ
た。その中で特に印象に残ったもの3点を紹
介したい。
　まずはじめのローザンヌ工科大学のロレック
ス・ラーニングセンターは、筆者も4年程前に、建
築ジャーナリストの淵上正幸氏のコルビュジエツ
アーで途中立ち寄り、内部を体験している。そ

のときの印象は、大学のセンター（図書館・多目
的ホール・カフェなどの多様なプログラムの施
設）がワンルームスタイルで連続して配置され、
さらに建築が1階からいつのまにか2階へとう
ねっているという、今までに見たことがない校舎
であった。そして内部と外部の境界をあまり意
識させず、特に内部のホールはいつのまにか
オープンな形の学習室になっており、床のうねっ
た感じはほとんどない緩やかで無理のない形
であった。この曲面はザハの曲面とは少し性格
が違うという感じであり、新しい学びの場がお
互いに触発されるという新鮮な印象を持った。
　次に印象に残ったものは豊島美術館で、水
滴をイメージしたこの美術館は瀬戸内海の豊
島に建つ建築で、海を望む小高い丘にあり、
豊島の環境とよく調和しながら内藤礼さんの作
品と共存していた。そしてこの美術館も床が地
形に合わせてうねり、屋根は開口し、その存在
感を示している。建築上の部品としての窓もガ
ラスも、そして屋根のトップライトもなにもないその
ままの状態で、建築というよりむしろ現代美術の
作品に近い存在であった。構造はRC造で、
大地を型枠代わりに使い、うねった曲面状のコ
ンクリートを打設したあと、その土を取り除いて
最大60ｍあるシェル状の形をつくるという、まさ
に環境と一体化した建築であった。
　3つ目の軽井沢の千住博美術館について

は、軽井沢という自然と文化が調和する場所
に、日本を代表する千住博氏の作品を収蔵
し、かつ展示するという施設で、軽井沢の森と
千住作品とが一体化しているイメージでつくら
れていた。建築は鉄骨造で、床は土地の起
伏のまま、明るい美術館の中を外部といくつか
の円形の中庭を見ながらいろいろな場を巡り、
各所に配された家具の中でくつろぎながら作
品を鑑賞するという、いわば美術館そのもの
が森のイメージであった。
　講演会が終了した後の懇親会では、気さく
に話をしていただいたが、特に環境の中で土
地の起伏を意識し、また、大地を型枠代わりに
コンクリートを打設するので、環境と一体となる
のはコンクリート造と鉄骨造のどちらが意識的
になじみやすいか、という質問に関しては、意
外とケースバイケースでそれぞれの利点があ
り、鉄骨造の方が透明感としては環境と一体
化できるのではというミースを意識した答えは
意外なものであった。
　最後に環境と建築を考える場合、パソコン
上や紙の上でなく建築家自身が建築が存在
する環境という場所に絶えず吸引され関わっ
ていき、ハードな建築という現場だけでなく、お
のずと環境と建築を絶えずチェックするという
立場に追い込まれている。だからこそ、いくつ
かの仕事を同時にやろうものならめまぐるしい
旅を続けることを余儀なくされるのであろう。海
外の出張を終えてこの講演会に駆けつけてい
ただいた西沢氏の風貌も、旅の途中にあり、
旅人のような印象を受けたのは筆者だけでは
ないかもしれない……。

西井信幸（JIA愛知）｜
西井都市建築設計事務所

西沢立衛氏講演会

建築と環境を語る
～旅人としての建築家・西沢立衛～の講演を聞いて

会場の西沢立衛氏

ロレックス・ラーニングセンター

豊島美術館 軽井沢千住博美術館
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■第1日目
　3月5日～7日までの3日間、全国設計事務所
健康保険組合「熱海リフレッシュセンター」で
JIAリフレッシュセミナーが開催されました。全
国支部と運営会員の22名が参加しました。1
日目、「建築の拡張」をテーマとして㈱リライト
の古澤大輔さんに講演いただきました。近作
の東小金井中央線高架下プロジェクトで話題
となった建築家です。エリアでのフリーマガジ
ン発行、対話型イベントによるコミュニティーの
醸成、核となる場所をテナント誘致と併せて事
業計画化、提供者を説得して高架下に集い
の場を創生、引き渡し後のイベント企画や施
設運営も実施している事例として紹介されま
した。計画ありきから始まる建築の発生過程
を遡り、種まきの段階から携わる手法に皆興
味深々、古澤氏に多くの質問が寄せられまし
た。古澤さんの組織は建築コンサルデザイン
など4ジャンルで独立採算とのことですが、
「建築の拡張」として類のないオールマイ
ティーな古澤さんのスタイルに「専門家に任せ
るべき」「建築家の職能を超えている」「採算
性」など疑問視する意見も出てQ&Aは講演
後の懇親会まで多いに盛り上りました。
　独自の価値観と手法で専業化・分業化に
逆行し、自らボーダレスに行動する古澤さんの
バイタリティーから新しい何か
が生まれる予感を感じました。

■第2日目
　午前は前日の古澤大輔先生のセミナー1を
受け、ディスカッションとそのまとめ。新しい視点

から「建築家の職能」について考え、「今後ど
ういう建築をつくっていくか」、「自身の事務所を
どうしたいか」という課題が示された。4つのグ
ループに分かれ、課題についてその目的・手段・
アクションを討議した後、各々が発表した。
　午後は「建築の深化」として、構造家・山
田憲明先生のセミナー2が始まった。テーマは
「木構造のコンセプトとデザイン」。伝統木造
の技術を活用した天守閣の復元、極小材で
つくるレストラン、定尺材や地域材使って大空
間を構築した町役場や幼稚園など、既往の
構法を超えた事例が数多く紹介された。構造
システムは素材・かたち・接合の3つの要素か
らなり、これらを統合するシステムを構築する
ことが構造設計の本質と語られた。
　夕食後のネットワーキングセッション2では山
田先生を囲み、特に若手の参加者が意匠設
計者と構造家とのコラボレーションの取り方に
ついて熱心に聞いていた。
　当施設は健康・体力づくりを目的に開設・
運営されている。昼食後のフリータイムでは
プールを利用する参加者もいた。筆者は近接
のMOA美術館を訪ね、期間限定で公開さ
れる国宝「紅白梅図屏風」
を幸運にも観賞できた。

■第3日目
　3日目は、建築家と構造家のコラボレーション
というテーマで、会場である熱海リフレッシュセ
ンターの芝生広場にカフェレストランを計画し
ました。今回構造設計者が2名参加している
こともあり、山田先生を交え3グループに分け
て取り組みました。私のグループは静岡、東
京、福島、兵庫、長崎。構造は福島の濱尾さ
んです。10ｍ角、100㎡の平屋という条件でス
パンをどう飛ばすかが考えどころです。芝生
広場は建物際から海に向かった先端までの
間に6ｍ程の傾斜があります。私たちは、建物
内から広場越しの海への眺望を邪魔しないよ
うに、また散策途中で訪れることができるように
と考え、斜面先端付近にウエハースのようにス
ラブを水平に2枚差し込み、その間をカフェに
する計画としました。私は断面図を担当し、共
振を抑えるために屋根スラブを上に反ること
を提案しました。制限時間2時間の間に構造
的工夫が双方から飛び交い、BIMのように
平面と断面をライブで調整しながら建築がど
んどん生み出されていきました。お互いの手
の動きを見つめながら、できる人たちとやると
こんなにも楽しいのかと実感した素晴らしい
経験となりました。貴重な機会をいただきあり
がとうございました。

2016年度リフレッシュセミナー参加者レポート

伊藤彰彦（JIA愛知）｜
パパカンパニー

澤村喜久夫（JIA愛知）｜
伊藤建築設計事務所

八木紀彰（JIA静岡）｜
八木紀彰建築設計事務所

上｜ 3 日目のグループ設計の様子
下｜八木班が提案したカフェレストラン

1 日目のセミナーの様子

上｜ 2 日目集合写真
下｜熱海リフレッシュセンターの芝生広場
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JIA 愛知発

六車誠二×吉元学　木造住宅を語る

住宅研究会主催　講演会

　香川県木田郡三木町にアトリエを構える六
車誠二さんは、独立して自分の設計事務所
を始めたときから、彼の父が運営する六車工
務店という理想的な施工業者とともにそのキャ
リアをスタートさせた。それはとても幸福なこと
だと思う。当時の六車工務店は手刻みの伝
統工法での施工環境を確立していた。そこ
には大工のみならず木製建具や左官といっ
た協力者達も揃っており、彼が今「チーム六
車」と呼んでいる施工チームの原型はほぼこ
のときに出来上がっていたものと思われる。私
は、妻の実家と彼のアトリエが同じ町内であっ
たこともあり、里帰りの際は彼のアトリエや六
車工務店の作業場、そしていくつかの建設
途中の現場や完成した建物を案内してもらっ
たことがある。清掃の行き届いた現場は、土
台の上に土足の足跡など無く、ハシゴを掛け
る梁には当て木が添えられていた。基礎の型
枠から始まり造作家具、果ては彼の自邸浴室
のFRP防水までも六車工務店の大工がこな
しているという。そんなチーム六車の人たちは

江戸時代の技術といわれる伝統工法にばか
り拘っているわけではない。ローコストの施工
方法を追求したり、その施工精度の高さから
可能となる、ある種のプレ・ファブリケーションを
実験的に行ってみたり、伝統工法を鉄骨や
RCと掛け合わせてみたり、かなり自由な発想
で今も進化を続けている。
　そんな六車さんから昨年の春先の頃に
「名古屋で現場があるのですが……」と相談
の電話を受けた。そして、7月27日に上棟す
るというので見学に行ってきた。コンパクトな
建物で、造作工事は六車工務店で修行した
柘植工務店（名古屋市）が担当するという。
チーム六車がまた増えた。
　そのときに彼にお願いしたのが、今回の
トークイベントになったわけである。「とにかく
竣工までに一度名古屋で喋ってよ」と水を向
けると、「一人で喋ってもおもしろくないので
対談形式が良いと思う」と返してきた。六車
さんは山の声を聴いて「若杉活用軸組工法」
を考え出した。それならば同じく山の声を聴
いて木造でHPシェルをつくってしまった吉元
さんしかいないとピンときた。相談すると、吉
元さんも快諾してくれたので、今回のイベント
が実現した。
　「1/2」と命名された六車さんの建物は、
若杉活用軸組工法の都市型実践版である。
5寸角の杉材のみを使った軸組は平面も断
面も150グリッドの中に全ての材が存在すると

いう明確な構法に
乗っ取っている。私
が特に興味深く感じ
たのは、必ずしも伝
統工法に拘っていな
い所だ。独立したと
きから、伝統工法の
ほぼ完成形をスキル
として持つ施工部隊

と一緒にやっていたので、そこから、さらに次
のステップに行くことには何の障害もなかった
かのようだ。今回の建物も一見、伝統工法
真壁づくりのように見えるが、貫こそ使ってい
るものの土壁を使わない乾式工法が採用さ
れている。
　一方の「nagono… no…mise」と命名された
吉元さんの自邸は最初に建物のカタチが決ま
り、それを実現するために身の回りの人に相
談して完成した。そのひとつが製材所との協
働である。勾配屋根の垂木に相当する梁部
分と柱材をかみ合わせて構成する構法を採
用している。HPシェルなのでフレームの一つ
一つが全て異なる寸法で加工されている。プ
レカットではできない手刻みの世界だ。円頓
寺商店街近くのこの建物は、施工途中、私
も何度も目にしている。フレームが並んだとき、
まるで教会のようだと思った記憶がある。彼
はこの建物をブリコラージュになぞらえてい
る。最初から「こうしたい」ではなく、身の回り
の人に聞いたら、「こんな提案が出くる」。そ
れを吉元さんが気に入れば採用されるという
流れで、一つ一つが決まっていったそうだ。
かなりコンパクトな間取りなのだが、ちょっとし
た吹き抜けで視線が通り抜けることもあり、実
際に中に入ると想像を超える広がりを感じら
れる。
　理論を詰めた上での若杉活用軸組工法
を標榜する六車さんに対して、直感的に形を
決めて飄 と々大変なフレームをつくってしまう
吉元さん、二人の対談の進行役は、成り行き
とは云え、私には重荷でございました。本当
は、六車さんが今取り組んでいるアトリエ・ムン
バイとの協働のことも書きたかったのですが、
またの機会に。

「nago no mise」内部

吉元さん（左）と六車さん（右）

「1/2」1 階廻り外観

齋藤正吉（JIA愛知）｜
齋藤正吉建築研究所
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JIA 岐阜発

岐阜のイメージを払しょくするシンボル的存在に

完成後1年、利用者の率直な感想

第 2 回 JIA の窓　岐南町庁舎見学会

　庁舎1Fの屋根を見て「すごい」の一言
しか出ませんでした。曲線の屋根、よく工
事ができたもんだ。弊社は金属工事が主
で躯体工事のことはあまり分かりません

　建物見学の後、同建物内にある中央公
民館の集会室にて「意見交換会」を開催し
ました。引き続き、くらし安全課堀場課長
と川出氏に参加いただき、建物の概要説
明、プロポーザル初期案について、工事中
の様子と完成後1年が経過しての感想など
を順を追ってお話しいただきました。
　工事中の説明については、川出氏は当
時現場監督をされていたこともあり、現場
写真資料に基づいて詳しく説明いただき
ました。RCによる流線型の大屋根が特徴

が、施工時の資料を見て、また「すごい」
の一言。今までいろいろな庁舎を見学す
る機会がありましたが、事務所的なあま
り変わり映えのしない所が多かったよう
に思います。それに比べ岐南町庁舎は、天
井がコンクリートでそこに蛍光灯がぶら
下がっている、お洒落で開放的な空間で
した。ありがちな閉鎖的で暗い庁舎のイ
メージはなく、明るかったのも良かった
です。室内も屋根の曲線を生かした、あま
り見たことがない仕上げで、こんな納め
方もあるのかと感心してしまいました。
また庁舎5Fの議場は木がふんだんに使っ

的な建物であり、その部分の施工が最も
難しかったようでした。完成後のシンプル
な形状をつくるための過程では、とても複
雑な型枠やそれを組むための支持材が大
量に組まれていました。
　現在、完成後1年以上が経過しており、
利用してみての率直な感想をお聞きした
く、今回事前に質問書を作成しそれに基
づいて回答をいただきました。新庁舎を利
用してみて良かったこととしては、①まち
のシンボルとしての外観・デザインになっ

たこと、②全体にゆったりと
したオープンスペースが増え
たこと、③南北に開放できる
窓によって、自然換気がうま
くできること―などが上げら
れました。反対に悪かったこ
ととして、①仕上材や天井形
状による音の反響、②VEに
よりエレベーターが1基に

てあり普段金属ばかり触れている私には
柔らかいイメージでした。
　建物の感想だけになってしましました
が、私は岐阜県大垣市に住んでいます。
ある情報誌で読んだのですが岐阜県のイ
メージは、あまりよくなかったので今後
建設される県庁、岐阜市役所、大垣市役
所など、岐阜のイメージを払拭するシン
ボル的な存在になってほしいと願ってい
ます。

なったことで入口から遠くなったこと③、
近隣クレームとして、北面室外機の騒音、
流線型の大屋根のトップコートによる照
り返し、④デザイン重視により案内表示が
判りづらくなってしまったこと―などが
あったそうです。
　お話を聞き、細かな点では問題点や改
善点はあるものの、全体としては旧庁舎に
くらべ非常に良くなったと感じている印
象を受けました。プロポーザルによる設計
コンペも満足されているようでした。ま
た、現在隣接の各務原市が新市庁舎を計
画しており、偶然のタイミングで各務原市
建築指導課からも質問書を預かり答えて
いただきました。思わぬところで行政同士
の架け橋となることもできた見学会となり
ました。

特徴的な流線型の大屋根

くらし安全課のお二人に竣工後 1 年が経過しての感想を聞きました

岡田好生（法人協力会員）｜
㈱サンレール

山田浩史（JIA岐阜）｜
ヒロプランニング
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JIA 三重発

JIA会員研修について

第 8 回会員研修

　2017年2月10日、YKK株式会社三重工
場にて、アルミサッシのお話（性能と納ま
り）と、ペアガラス製造・サッシ組み立て・発
送の品質管理など非公開部分の工場視察
が行われました。JIA会員とその所員のみ
が対象で、工場内の写真撮影は禁止です。
日頃、われわれは開口部の設計に当たり、
その形状や性能について疑問に感じる部分
や、昨今の目まぐるしく変わりつつある省
エネ施策との関連性も含め、何かしらの答
えを見つけようと期待感が膨らみました。
■ YKKAP株式会社概要
　最初に第一会議室での研修はYKK…AP
の会社概要と三重工場の説明がありまし
た。YKK㈱はファスニング事業関連会社
とAP事業関連連会社があり、アルミサッ
シはAP事業関連会社で運営しています。
前者はズボンのファスナーだそうです。そ
して富山県黒部市に最大製造拠点工場を
置き、全国各地に組み立て工場をもつてい
て、三重工場は東海、近畿地方に製品供給
をおこなっています。
■ YKKAP窓と健康について
　「窓と健康について」の説明です。断熱に
おける窓の重要性を、具体的な仕組みや数
値から解きほぐします。日本のエネルギー
事情、省エネ基準・ZEH（ネット・ゼロ・エネ
ルギーハウス）に対する行政の動き、ZEH

とは？、省エネ基準やZEH基準の家づくり
の考え方から断熱における窓の重要性を
学びました。さらに断熱（窓）健康・快適性
ではZEHにするメリットは？、断熱と健
康・快適性、樹脂窓の提案、住んだ後の住
宅に対する不満、住宅の省エネにおける窓
の重要性、窓から熱を流入させない、樹脂
窓なら熱損失をこんなに削減、窓を断熱材
の厚さに例えると、樹脂窓の様々な性能、
などの説明から断熱と健康・快適性の提案
をされました。三重県の気候は比較的、温
暖で暖かいところですが、樹脂窓を使うこ
とにより、さらに快適な住環境ができるこ
とを学びました。
■ 工場視察
　スライドによる研修の後は工場視察で
す。ビルライン、住宅PUHライン、住宅
XMHライン、住宅PCライン、中部DCの
順序で見学しました。建築現場ではペアガ
ラスそのものは確認いたします。しかしペ
アガラス組み立てそのものを見るのは初め
てでした。空気層部分の空気管理を行うた
め、工場内の温度湿度やチリゴミを無菌室
さながらの気配りで製造管理をして、納入
後の故障を最小限にすることを目標にして
いました。サッシ組み立てラインではアル
ミ曲げ物からビス、パッキン、シールなど
部品の一つ一つを確実に組み立てるシス

テムが確立されていました。網戸の製造ラ
インでは最新の機械が入っていて、水平に
置かれたアルミ枠に、サラン網を一瞬に張
り、アルミ枠付近の網のシワひとつ無く、
きれいに仕上がっていました。出来上がっ
た製品を傷つけないための梱包の工夫や、
確実に届ける配送の管理部分も見学しま
した。全ての製造現場で行われている、
YKK独自の知恵と工夫を知りました。
■ 質疑応答
　工場視察が終わり、第一会議室で質疑
応答が行われました。樹脂サッシの樹脂部
分（材質：塩ビPVC）の紫外線劣化が質問
に挙がりました。その回答は樹脂サッシが
つくられて30年経っているが、今までにそ
の故障はないとのこと。実績評価で製品の
寿命を推測していくようです。また、ビル
用サッシの樹脂窓対応の質疑もありまし
た。YKK商品名でシステマ、エクシマの
ビルサッシは今年中の樹脂サッシ対応商
品化を目指しているとのことです。それは
芯にアルミ形材を入れ、その周りを樹脂が
覆う構造で、今まで通りの開口寸法を実現
されるようです。

　第一会議室では、これから求められる窓
と健康について、そして工場視察では正確
な製品づくりには徹底した品質管理がある
ことを紹介していただきました。時代の変
化とともにさまざまな工夫やアイデアを取
り入れながら、いい商品を現場に届ける真
摯な姿勢を感じました。研修会にご説明し
てくださいましたYKKAPの小杉様、森
様、繁木様、そのほか関係者さまには深く
感謝を申し上げます。

断熱における窓の重要性や ZEH などについてスライドで解説いただきました 工場内も見学

山下和哉（JIA三重）｜
建築デザイン研究所
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　「ARCHITECT」の表紙写真を担当させ
ていただくことになって、今回の家庭用品
で空間を探っていく『スケールと幻想』と
いうシリーズを制作する上で、実は勝手に
条件設定したことがいくつかあります。
　①JIA公益社団法人…日本建築家協会東
海支部の機関紙として「ARCHITECT」は
発行されていますので、誰が見ても建築や
空間を感じられるような表紙写真にするこ
と。その上で直接的に建築を撮影せずに、
しかしながら見た人が建築や空間を感じら
れる建築家としての知性や品性を持った
表紙写真にしたいと思いました。
　②表紙写真を建築家で写真家にしかで
きないモノにすること。模型制作の点景と
して使用される1/50の人物模型を使って、
スケール感・素材感・光と影などについて、
建築家として厳密にコントロールし空間を
感じられる状況をつくり、そのことが的確
に伝わるように写真でデリケートに物の配
置やライティングを調整・撮影し表現しよ
うと思いました。
　③表紙の写真と表紙裏の小写真・文章で
構成されている紙面をうまく活用するこ
と。何だかよくわからない表紙の写真の種
明かし（ネタバレ）といいますか、料理と素
材のような関係にして、興味を持って何度
も見てもらえるようにしたいと思いました。
また「ARCHITECT」は印刷の関係から表
紙2色刷り・中1色刷りとなっています。こ
の状況を生かし家庭用品の素材の色をモノ
クロームで消すことにより、より純粋に空
間と向き合う効果が得られたと思います。
　④撮影条件をあえて誰もができる条件設
定にして、しかし実は誰にでもできるわけ
ではない空間写真にすること。あくまで普
段私が家で使っている家庭用品を使って建
築・空間を感じられるモノをつくりたいと思

いました。一般的に家庭にある物
をあまり加工せずに使い、プラス
チック棒などの専門的な建築模
型材料を使わないと決め、ネタバ
レ写真のためにも撮影後に解体
できるようにしています。
　⑤写真の歴史とつながったも
のにすること。写真の歴史の中に
代表的な2種類の写真がありま
す。「嘘をはらんだ写真」本当は
そうではないのに、そういう風にしか見え
ない写真（例:セットアップ）。「真実をあば
く写真」詳細に撮影された物事を明らかに
する写真（例:ドキュメンタリー）。一般的に
このふたつの写真は作品としては一緒に存
在しないのですが、あえて組み合わせてあ
ります。そうすることにより写真同士がお
互いを引き立て合い、また見る人を混乱さ
せる状況を意図的につくりだしています。
　実際の撮影状況は、家族が寝静まってか
らゴソゴソとダイニングテーブルを片付
け、壁から背景紙を垂らして（時には背景
紙の色を変え）、デスクライト1灯を使用し、
おおよそ使おうと思っていた家庭用品を並
べたり・組み立てたり・組み合わせたり・何
かないかと夜中に家探ししながら、一晩か
二晩で撮影（調子の良い時は一晩で2作品、
悩んだ時は二晩で1作品）していました。撮
影を通じて、このような撮影は勢いが大事
で、閃きを一気に変化させながら形にして
しまわないと写真の鮮度がなくなってしま
うと気づきました。グダグダと考えすぎて
空間やコンポジションをこねくり回し、結
果残念な感じになってしまう…。スナップ
写真と同じように、そのときに出会って感
じたり・見えたりしたモノが、そのまま写真
に写り込むといいますか…。セットアップ
写真も、作為を消す（感じさせない）加減

が、なかなか難しいモノだなぁと思った次
第です。またこれは建築設計にも通じるこ
とで、当然ある程度の演出はするのだけれ
ども作為が見え過ぎたり、つくり込み過ぎ
たりすると、どうだ！これでもか！という嫌
らしさが目につく残念な感じになってしま
うことと同じだとも思いました。
　この『スケールと幻想』の6月まで撮影し
てあった写真をまとめ若手写真家の登竜
門として知られている公募展「キヤノン写
真新世紀」2016に応募し、応募者全体
（1723名）の1％を争う過酷な状況の中、佳
作を受賞することができました。東京都写
真美術館で展示の機会をいただき、合わせ
て恵比寿で個展も開催することができまし
た。表紙写真を担当させていただいて、
JIA日本建築家協会東海支部の機関紙
「ARCHITECT」を微力ながら多方面に広
報できたかもしれないと思い、また自分自
身の可能性を広げることができたような気
もしています。『スケールと幻想』のシリー
ズはまだしばらく撮影を続けていきます
が、表紙写真として1年間お付き合いただ
きましてありがとうございました。

表紙シリーズを振り返って

『スケールと幻想』のうらがわ

実際の撮影の様子

牧ヒデアキ（JIA愛知）｜
makira DESIGN
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　東海支部で継続している各事業を成立するには、ARCHITECT
の広告収入、各事業での協賛金の確保が必要であり、法人協力会員・
賛助会のご協力に感謝する次第である。
　ただ、今後もスムースな事業継続を考えるには見直しが必要と感
じた。各事業責任者の方々にとっては、事業参加者や関係者との
交流を図る取り組みを工夫する一方、支部財政への負担を軽減す
る努力を暗黙の了解とされています。
　その中で、継続することの大事さとニーズに迎合するだけでな
く、JIAとしての質・価値をもった公益活動との折り合いをつけて
いくことの難しさに直面していると感じました。
　何よりも活動する会員が楽しく取り組める雰囲気がないと事業
は上手くいかないので、多くの会員のみなさんの意
見を交えて、事業の見直しを考えていくことになる
と思います。

日　時：2017年2月8日（水）15：00 ～ 16：30
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、幹事11名、監査2名、オブザーバー 9名

1．支部長挨拶

　本日は短い時間ですが、十分な審議をお願いします。
2．報告事項

（1）本部報告

①…第238回…本部理事会（1/25）（車戸）
②…JIA教育・表彰委員会CPD-WG（1/25）（鈴木）
③…本部広報委員会（2/8）（奥野）

（2）支部報告

①…ゴールデンキューブ賞2016/2017特別委員会（1/27）（上原）
・…1/23の審査会で入賞者決定。各優秀作品の応募者が英訳の上、3
月上旬にUIAに応募。
・…次回、修正のうえ事業報告書を提出してもらいたい。（矢田）
→協賛企業が広告費として処理できるものは担保してもらいたい。
（車戸）
②…東海支部大会特別委員会（2/8）（…長尾…）
・…会場は岐阜市で懇親会は鵜飼船で行う予定。
・…日程は9/15で正会員参加目標65名（岐阜17、静岡8、三重5、愛知
35）です。（矢田）

（3）各地域会からの報告（各地域会長）　　　　　　
3．その他

①…平成28年度中部公共建築設計懇談会（2/1）（車戸）
議　事

1．審議事項

①…事業報告書「JIA東海設計競技2016」（寺下）　⇒承認

→以前は応募数が300余あったが最近では60件くらいとなり、賞金
を出すようになった。昨年度は47万の赤字だったが、今年度は17
万の赤字で納まるよう努力されている。他の賞と横並びに比較で
きない経緯があるが、一方で、事業の取り止めも含めた見直しも
あるかと思う。（水野）
→次回、委員会で来年度事業の見直しを協議する。（寺下）
②…2017年度…東海支部…事業計画・予算（車戸・矢田）　⇒承認
・…ARCHITECT広告収入1頁4社10万円、愛知で10カ月で計100万に
なるが、各社で決済がもらいにくい状況で、退会者が出てくる可
能性が大きい。今後、10万を6万とし、その分、新年広告をお願い
するなど工夫が必要と思われる。（久保田）
→名刺広告が減り協賛金が大きく減った（賛助会：82社→49社、会
員：45社→43社）（水野）
→暑中広告1.5万を見直して決済がおりやすい金額で数を増やせな
いか。（服部）
→幾度かシミュレーションをしたが、金額を下げると一気に赤字に
なる。（水野）
→決算の結果を見て4月の支部総務委員会で協議する。（矢田）
③…2017年度…事業計画・予算　静岡地域会（大瀧）　⇒承認
④…2017年度…事業計画・予算　愛知地域会（久保田）　⇒承認
⑤…2017年度…事業計画・予算　岐阜地域会（長尾）　⇒承認
⑥…2017年度…事業計画・予算　三重地域会（奥野）　⇒承認
⑦…入会申込　個人協力会員「谷川ヒロシ（愛）」（久保田）　⇒承認
⑧…フェロー会員推薦書「鈴木利明」「谷村茂」「服部滋」（久保田）　
⇒承認　

2．協議事項

　なし
3．その他

①…2017年度…東海支部役員・委員会…構成について（矢田）
・…理事会にて本部理事として石田さんが承認された。（車戸）
②…2017年各地域会総会日程について（矢田）
・…4/24静岡地域会、5/12愛知地域会、
… 三重・岐阜地域会は決まり次第事務局へ連絡ください。（矢田）
③…2017年東海支部総会議案書…原稿依頼について（矢田）
４．監査意見

服部監査：支部大会のカラー刷り資料をモノクロで配布されたが判
読できない。判読できない資料を印刷して配布する必要はない。最
小限の判読できる資料を配布するか、回覧で対応してもらいたい。
鳥居監査：事業間の整合性を横断的に図る必要がある。事業は縦
糸で、それぞれが完結した個別的な事業でそれぞれの歴史ととも
にある。今求められているのは、それらを横断的に整合させる横
糸が必要かと思われる。予算規模の異なる4つの地域会を束ねる
支部は、それぞれの地域会の独自性を保ちながら、高い質の事業
を行っていただきたい。

東海支部役員会報告

高嶋繁男（JIA愛知）｜黒川建築事務所 
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尾州廻船内海船船主　内田佐七家データ発掘（お気に入りの歴史的環境調査）

■発掘者コメント
　江戸時代、物流の主役は船、「尾州廻船」と
呼ばれた尾張の船団のうち、内海付近の船は
「内海船」と呼ばれ、全盛期100艘もの巨大船団
で、瀬戸内海から江戸にかけ米・塩・大豆・肥料な
どを運び広く活躍した。中でも有力船主内田佐七
家は屋号「住田屋」、最盛期には10艘近くの船を
抱えていた。明治に入り蒸気船や鉄道が登場、
廻船業は衰退、3代目は郵便局を開設、4代目は
内海町長を務める一方、バス会社の創設、観光
開発など、内海の行政・経済に大きく貢献した。
　明治初期、2代目内田佐七が伊勢湾からの強
風を避け山際に建てた住まいは、分家の内田佐平
二家と隣り合い、どっしりと構え、主屋と隠居棟、納
屋・倉で構成されている。主屋に入ると天窓・煙出

し、豪快な小屋組みがある「にわ」と呼ばれる土間
があり、井戸や大小5つものかまど、調理用具が揃
い、かつては多くの人が炊事や作業で忙しく働い
ていたことを物語る。にわに面しだいどこ（家族の
居間）・中の間・お勝手が広がり、その奥におでい
（主人の居間）や仏間・神屋（航海安全祈願など5
神）、寝所、船主などの寄合や冠婚葬祭に使った
久田流栄甫宗匠監修と伝わる座敷、茶室がある。
　建物を見るとき、その建物をめぐる人たちの生
活・信条・歴史を抜きには語れない。船主の先見
の明と実行力、まちの人たちとの熱き交流の気風
は戦後105才を生きたフミ子さん、当代吉泰・明恵
ご夫妻に脈 と々受け継がれている。遺産を後世
に伝え、地元に貢献するため平成17（2005）年
に町に寄付、その後も地元ボランティアの方 と々

内海小学校●内海小学校●

●泉蔵院
内海港

尾州廻船内海船船主
内田佐七家

名鉄内海駅名鉄内海駅

上｜写真右が佐七家、左が佐平二家　
下｜佐七家西面

「にわ」の梁組み

所在地：知多郡南知多町大字内海字南側 39
交通：名鉄内海駅より「海っ子バス」内田佐七家前下車
建築年：主屋　明治2（1869）年、全体　明治5年
番匠：内田喜左ェ門次陳　
構造規模：木造一部 2階建、瓦葺き　
建物面積：約 890m²　敷地総面積：2765m²
開館：毎週土日祝日公開　9時～ 16時
文化財指定：南知多町指定文化財（2008年）
参考資料：①「知多半島の歴史と現在」3・5・15号
　日本福祉大学知多半島研究所　②「尾州廻船内海船
船主内田佐七家　保存修理工事報告書」　南知多町教
育委員会 /名古屋工業大学大学院　麓和善教授 2013

共に公開に携わっている。ここは筆者一家にとっ
ても思い出の深いところである。

座敷広縁　主庭

三井富雄（JIA愛知）｜
モモアーキテクツ ネットワーク
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■趣旨・一般事項
　（公社）日本建築家協会東海支部は、実社会で活躍する建築家と、
建築を学ぶ学生との交流の場をつくり、広く建築家の仕事を理解し
ていただくとともに、優れた後進の育成をめざして、第24回JIA東
海学生卒業設計コンクールを実施します。
主催：（公社）日本建築家協会東海支部
後援：（一社）日本建築学会東海支部、中日新聞社
■応募資格
　東海地方（愛知県、静岡県、岐阜県、三重県）に所在する大学、短
期大学、高等工業専門学校またはそれに準ずる専門学校に在学し、
2017年3月卒業見込みの学生。個々の学生の自由意志により応募す
るものとします。
■審査委員
審査員長：千葉…学（東京大学大学院教授・千葉学建築計画事務所・JIA
会員）
審査員：榎戸正浩（石本建築事務所・JIA会員）、川本敦史（エムエース
タイル建築計画・JIA会員）、塩田有紀（塩田有紀建築設計事務所・JIA
会員）、鈴木利明（一級建築士事務所デザイン…スズキ・JIA会員）
■スケジュール
○公開一次審査
4月15日（土）　13：00 ～　名古屋都市センター…（CPD4単位予定）

　ポスターセッション方式にて行います。審査の様子はどなたでも
見学することが可能で。
○公開最終審査
5月27日（土）　11：00 ～　名古屋都市センター…（CPD4単位…予定）
　一次審査で入選した作品による公開最終審査を行います。どなた
でも見学することが可能です。JIA卒業設計コンクール特別委員会
により選出された下記の審査委員により審査を行います。
○入選作品展示会
　2017年5月23日（金）から6月4日（日）まで応募作品及び入選作品
の展示会を行います。金賞・銀賞・佳作から数点を選出しJIA全国卒
業設計コンクールへの推薦を行います。
　推薦者には補助金が支給されます。
○表彰式・記念講演会
5月27日（土）…15：30 ～…　名古屋都市センター
　公開最終審査に引き続き、千葉学氏による記念講演会を開催します。
■問い合わせ先
〒460-0008　名古屋市中区栄四丁目3‐26　昭和ビル5階
JIA東海学生卒業設計コンクール特別委員会事務局　
TEL：052-263-4636
JIA東海支部事務局　MAIL：shibu@jia-tokai.org

～ 学生ボランティア募集中 ～
　学生ボランティアを募集しています。事務局までお問い合わせく
ださい。

一次審査も公開

第 24 回 JIA 東海学生卒業設計コンクール 2017
一次審査結果は 6 月号にて詳細掲載予定

地域会だより

＜東海支部＞ 
4/15… 第24回JIA東海学生卒業設計コンクール2017公開一次審査
＜静岡＞ 
1/8… 静岡地域会忘年会の開催
1/19… 1月静岡地域会定例役員会の開催
　　　今年度事業の開催内容について検討
　　　次年度建築フェアー構想・計画立案検討
　　　建築文化研究会講師の人選、総会時建築家講演会講師の人選
1/20… 建築関係団体新年会（建築5団体）の開催
2/6… 三谷…徹氏による静岡文化芸大講演会「ランドスケープのかた

ち」開催。
… 亀井暁子正会員とのディスカッションなど
2/7… 杉山貞利正会員による木造大架構現場完成見学会
2/23… 2月静岡地域会定例役員会の開催
　　　建築フェア実行委員会開催
… 建築文化研究会実行委員会開催
＜愛知＞　　　　　　　　
1/6… 新年互礼会
1/20… JIA愛知新年会
2/1… JIA愛知・賛助会役員会
2/6… 建築八団体連絡会議

2/8… 西澤立衛氏講演会「自作について」
2/9… 愛知県木造住宅生産体制強化地域協議会
2/11… 住宅研究会　六車誠二×吉元学　木造住宅を語る
2/24… JIA愛知役員会
3/1… JIA愛知・賛助会役員会
2月～6月　住宅研究会　連続環境セミナー（全5回）
＜岐阜＞
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）
2/24… 日帰り研修会（8：30～ 17：00）みつかん博物館等
… 第10回役員会開催予定（17：00～ 18：00）（懇親会場にて）
＜三重＞　 
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
… 会員研修会6：YKK…AP…工場見学　
… 「アルミサッシュ　性能と納まり」
3/10… 第8回例会
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取り入れたいと思う。しかし、国がこれを施
策するとなると書類作成作業が先行し、マ
ニュアル化され、方向性が変わりそうだ。
個々の建築に携わる者が個々のアイデアで
オリジナリティーを出せれば生命を維持す
る建築デザインができるのではと考える。

　　　　　……（阪　竹男）
●「ARCHITECT」の編集をしていて、最近
特に「楽しく取り組む」というキーワードをよ
く見かけるように思います。今号の支部役員
会報告のメインは、支部財政の負担軽減と事
業見直し必要性でしたが、ここでも「会員が
“楽しく取り組める”雰囲気がないと事業は
上手くいかない」という一文がありました。楽
しそうなことを楽しそうにやっている人は魅
力的です。ただ、実際には「楽しくはないけど
もやらなくてはいけないこと」も多く、「楽し
いこと」をすること自体も大変な労力が必要
です。省力化の方向に進む中で、JIAの魅力あ
る事業の一つとして「ARCHITECT」を継続

●東日本大震災から6年目を迎え、防災意識
も形を変えてきたと感じる。先日も仕事の合
間に見たFACEBOOKからの情報で、防災
グッズが進化していることを知った。従来の
防災グッズには見えない現代の生活に溶け
込むようなものに変化している。たとえば、植
木鉢が防災ヘルメットに早変わり、頭に被る
ことのできる防災スツール、防災グッズが
入ったクッションなどインテリアとしての用
途を兼ねたアイデアが満載で見ていて楽し
める。震災を機に今まで感じることのなかっ
た「生命を維持するということ」をリアルに考
えるようになった。戦後平和主義の日本でつ
くられてきた建築の価値観を考え直す岐路
に立っているのではと思う。社会、経済情勢
も含めわれわれの設計業務にも防災グッズ
同様非常時に備えた発想をもっと意識的に

編 集 後 記 していくために、…力を貸していただいて、「楽
しいこと」としてかかわっていただければと
思います。　　　　　　　　　　（山崎太資）


