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　大型ばら積運搬船の進水式のチケットをいただきまし
た。設計の仕事をやっていてまれに遭遇する役得イベン
トキター !! とばかりに、ライカを持って神戸へと向かいま
す。当該船は約L190ｍ×W32ｍ×H17ｍ。垂直に立ち上
げて４ｍで割り戻すと、約50…なるほど50階建てのビル
が横たわっているようなものですね。船の工事期間は着工
からここまで、半年程度、実施設計も２～３カ月とのこと。
なにそのスピード感！ はぁー…と溜息を漏らし、自らの設
計スピードを内省しながらも一心に撮影を続けます。
　鉄の塊である船の建造コストは、昨今の目まぐるしい資
源価格の変動が大きく影響することでしょう。建築同様、
設計や建造のスピードが重要なのだろうな…とついつい
建築になぞらえながら眺めていたそのとき、横たわるビル
はほぼ無音で豪快に大海原に向けて滑り出してゆく! その
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瞬間をおさめました。
　長い航海に耐え得るための大きな鉄の船体は、圧倒的な
力強さを感じさせます。「素材と機能が生み出す力強さ」は
あらゆるものづくりに共通する核であるとあらためて感じ
る瞬間でした。
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自作自演○210

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⑤　①②はARCHITECT 2012/1-2、③は2016/12、④は2017/3を参照

　盛り上がりもなく長々と書いてきたが、そろそろ終盤。たこ焼きのあと大学院生のときに製作を始めた 1/12 マクラーレ
ンホンダ MP4/6 が目下最新の制作モデルだ。そう、作業は 20 年も凍結している。コクピットをつくり終え、V12 エンジン
のプラグ周りの電気配線を自作していたときに力尽きた。そもそも F1 マシンというのはレースごとにセッティングが違う。
まずどのレースの仕様でつくるか ?…を悩む。決めたら次は形が違うパーツや、キットにはないパーツが続出する。カウルの
広告やウイングの角度程度と思っていたら、ノーズコーンの長さまで変わっているではないか。インターネットで資料が集
まりすぎるのが悪い。その先の作業量に呆然とし、萎えてしまった。
　1/24 を数台つくったあと、物足らず 1/12 に手を出したのが失敗であった。日本製の素晴らしいモデルだが、もうやる気
が起きない。車は 1/12、飛行機なら 1/32 以上のモデルには手を出してはならない。夢が膨らみ風呂敷を広げるのはよいが、
収拾がつかないのでは格好悪い。私が設計時に着地点が見通せるデザインを心がけているのは、こうした経験が背景にある。
　このようなプラモデル遍歴から私は建築の設計につながる多くのことを学んだが、最近までそれを忘れていた。父が「エ
アブラシを貸せ」と言ってくるまでは。
　定年後は趣味のゴルフに打ち込んでいたはずだが、退職を期にまた飛行機のプラモデルをつくり始めるのだろう。しかし
予想に反して父は「建築模型」をつくるとのこと。私が建築設計をしていることと無縁ではないのだろうが、まさかそう来
るとは思わなかった。しかし、エアブラシが必要な建築模型とは如何なるものか。（完）

志賀　勝則（JIA愛知）

志賀設計（北名古屋市…片場新町１　TEL…0568-23-8855　FAX…0568-23-0222）

古希を過ぎて

　13 年程前のことですが、還暦を期にロータリークラブやボーイスカウトなどのボランティア系
の団体の役員を返上し、生き方の方向を変えようと思い立ちました。もちろんボランティア精神
は持ち続けながら……。変革の初めは2005 年、明治村での旧芝川邸（兵庫県）の移築ボ
ランティアに応募し、2 年程作業に従事。村内に保存されていた古材の清掃・野帳づくりから
始まり、木摺打ちなど大工の手元として作業を手伝い、無事完成しました。その後数年にわ
たり芝川邸の建物ガイドボランティアも体験。歴史的建造物への関わりの第一歩でした。
　2012 年には名古屋市の歴史的建造物保存活用推進員（なごや歴まち人）養成講座の受
講。延べ 12日間、およそ70 時間の充実した講習を終え“なごや歴まち人”として登録。翌年、その会の派遣相談が縁で、名古屋

市有松町の古い土蔵の持ち主から修理の依頼あり、ここ数年に
わたり関わっています。敷地内には江戸、明治、大正時代の蔵
や離れが点在。昨年、有松地区が重要伝統的建造物保存地
区に指定され、歴史ある町並みの保存は意義があり、使命と感
じます。先人の手の跡をたどりながら、講座での勉強の成果を
修理に生かす作業は楽しいものです。

芝川邸（明治村）

修理前 修理後
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川崎　貴覚（JIA三重）

川崎建築設計室（三重県三重郡朝日町縄生663　TEL…059-377-2134　FAX…059-377-2092）

　先日、ブラックジャックに憧れて外科医になったという某医師 F 氏（医師の免許は持っているはず）の講演を聞く機会があった。
題目は「がん家族論」である。とりあえず、私自身はまだ“がん”と宣告されたわけでもないのですが、F 氏の人柄に興味があり、
一度話を聞いてみたいと思った次第です。
　F 氏曰く、がんの基本認識として、人は誰でもがんになる宿命にあるという。そして、がんは本来、人間が持つ治癒能力で治
るようになっているにもかかわらず、病気になるのは、治る力を今の自分の生活習慣（睡眠、食事、運動、生活、考え方）が邪
魔しているからに過ぎない、という認識が重要であるという。「がんは本当の生き方に気がつけと、生き方を転換するためにプレ
ゼントされた愛ある存在かもしれません」＝「がん家族論」ということらしい。
　きっといつかは自分もなるのかなと心配し、がんとは降って湧いた災難のようなものだと思って
いたのですが、「そうなんだ、そんな考え方があるんだ」と、半ば安心したような話の内容でした。
　しかし、思えば、われわれ建築に携わる者はとかく時間に追われ、睡眠不足や運動不足、食事も
不規則になることが多く、こんな無理がまさにがんを治す力を邪魔しているのではないでしょうか。
　きっと若い方は抵抗力があるから多少は無理がきくのかもしれませんが、がんにならないためだ
けでなく、いろんな面で自分を見つめ、自分の生き方を見直す機会を設けても良いのではないかと
思います。

がん家族論プラモデル遍歴⑤　①②はARCHITECT 2012/1-2、③は2016/12、④は2017/3を参照

東海とっておきガイド　｜静岡編｜ 萩原健一（JIA 静岡・池田建築設計事務所）

　珈琲好きの私にとって、こんな素敵な珈琲屋さんが近所にあるこ
とはとてもありがたく、ちょっとした自慢でもあります。わが家からほど
近いクリーニング屋さんの隣に、その店舗はひっそりと佇んでいま
す。わずか三坪ほどの小さなスペースには、商品や機材がところ狭
しと並んでいて、不思議と心地のよい空間をつくり出しています。
店舗にはいつも十数種類の個性的な珈琲豆が用意されており、希
望すれば試飲もできます。私のお気に入りは「ヒュッテブレンド」

（ヒュッテとは山小屋のことだそうです。山小屋で飲む珈琲をイメー
ジしたんでしょうか？）程良く苦味の効いた味は、スイーツと合わせる
と最高です。この珈琲を飲みながらのんびり過ごすのが、最近の
週末の日課になっています。コーヒーが大好きな人も、それほどで
はない人も是非お気軽にお越しいただきたいお店です。きっととっ
ておきの一杯が見つ
かると思いますよ。

大切な時間に寄り添う一杯

95

　天龍出身の友達に連れられて初めてここを訪れたとき、こんな建物があ
るのかとしきりに感動したことを覚えています。後で調べて、藤森照信氏の
設計だと知り、妙に納得したものでした。浜松市中心部からやや離れた場
所に位置する天龍二俣町、この地ゆかりの日本画家、秋野不矩の作品を
展示するために建てられた美術館。緑豊かなこの場所に溶け込むように、
天竜杉の板壁や藁の入った塗壁などさまざまな自然素材を使ってつくられた
建物は、なんとも独特な個性を放ち、とても野性的でありながら、優しく来
館者を包み込んでくれます。靴を脱いで座敷に上がる感覚で作品を鑑賞す
るというスタイルも独特で新鮮です。天気のいい日はドライブがてら訪れたく
なるおすすめの美術館です。

天龍の自然に溶け込む美術館

「鳥仙珈琲」自家焙煎珈琲豆
販売所

（※珈琲豆の販売店です。喫
茶店ではありません。）
所在地：
静岡市葵区瀬名中央4-1-11
TEL：054-294-7495
http://torisencoffee.com「秋野不矩美術館」　所在地：浜松市天竜区二俣町二俣130　TEL：053-922-0315

ブラックジャック
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W都市部で木材を使う

　連載の第1回目に、「環境問題がなぜ起こるのか？」という観点から
木材利用の意義について述べました。木材は人間が生きるために必
要な住環境を支える材料の中で、人類が最も簡単に扱うことができ、
かつ再生産することができる持続可能な自然材料です。このような
材料を適正な循環の下で最大限活用することは、地球という星の限
りある環境で人間社会を持続的に営むための基本ですが、現代社会
においては生産システムが工業製品と大きく異なることが木材利用
を阻害しています。阻害要因を克服し、木材を活用しやすいシステム
を確立することは、未来の人類社会を持続可能なものへ成長させよ
うとするときの一つの道標になるでしょう。
　現在日本の人工林には、木材需要を上回る成長量を維持できる生
産環境がありますが、一方で資源生産と利用の循環体制は適正な状
態になく、生産現場である森林の荒廃につながっています。まずはこ
の状態を適正化する方策を考え、実践していく必要があります。また、
木材利用においては、炭素貯蔵効果をできる限り発揮させ、生産時の
炭素吸収量と廃棄時の炭素排出量がトータルでバランスの取れた状
態を目指すべきです❖注1。図1に愛知県を対象とした人工林と木材利
用に関する炭素収支のシミュレーション結果を示します（条件：人工
林面積を維持し、その齢級構成を平準化させた場合）。少々極端な条
件で計算していますが、資源としての最大ポテンシャルだと考えてく
ださい。縦軸の中央のゼロより上部が人工林で吸収された炭素量、下

部が木材を燃やしたことにより排出された炭素量です。この両者が
均等、あるいは吸収量が排出量を上回れば炭素排出を抑制したこと
になります。左図は戸建住宅だけに木材を利用し余剰資源は燃料利
用した場合、右図は可能な限り都市部でマテリアル利用をした場合
です。左図のように木材の利用先を戸建住宅に限定すると排出量が
吸収量の185％と2倍近くになってしまいますが、右図のように都市部
で利用することにより両者のバランスが取れるのです。
　このように、人口が大きく、需要の高い都市部での木材利用は前述
の課題解決に向けて必要不可欠なものです。ただし、今となっては森
林から遠く分断されてしまっている都市部です。木材のマテリアル
利用を促進するためには、その理解を得ること自身が木材利用や木
材生産に関する技術的な課題よりも実のところ難しい課題なのかも
しれません。…

W都市の木質化プロジェクトの誕生

　このような森林と木材利用を巡る課題について、2009年にスタート
した名古屋大学グローバルCOEプログラム「地球学から基礎・臨床
環境学への展開」で、分野の垣根を超えた研究者と議論できる機会が
ありました。このときの化学反応により生まれたのが「都市の木質化
プロジェクト」❖注2です。理念や経緯の詳細はGCOEプログラムの著
書「臨床環境学」（2014年・名古屋大学出版会）やいくつかの論文❖注3

に紹介されていますのでここでは省略しますが、現代の都市部が抱
える問題と中山間地が抱える問題、この両者は現代社会の構造的な

問題という点で根幹を同じくすることに異分野の専門家
が気づき、これらを同時に取り扱うことこそが解決に向
けての本質だということを共有しました。そのための取
り組みとして「木材利用」という行動を利用したところが
このプロジェクトの非常にユニークな点だと思います。
　この連載の後半は、都市の木質化プロジェクトについ
てご紹介しながら、都市部での木材利用への理解を広げ
る取り組みについて考えていきたいと思います。

W都市の木質化プロジェクトとは

　「都市の木質化プロジェクト」は、木をつくる「森づく
り」、木の担う「人づくり」、木を使う「まちづくり」の3本の

隔月 6回連載W第 4回
木材利用の意義と地域資源の可能性　

都市の木質化プロジェクト（その1）

山崎真理子 |名古屋大学大学院生命農学研究科 准教授

図１　森林の成長と木材廃棄における炭素収支シミュレーション
　　（左図：戸建住宅のみで利用，右図：中高層建築物を含めた複合利用）
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柱が相互に連携した取り組みです（図2）。「森
づくり」では、都市部でマッシブに木材を使う
ことで森づくりに都市部からの参画を促しま
す。都市居住者の日常に、顔の見える生産者か
ら・ありのままの木を・気楽な形で投入するこ
とを心掛け、利用者が自ら製作する現場を創
出しています。「人づくり」では、多世代の参画
を促して現場で実践する場づくりを。加工の楽
しさはもちろんですが、木に触る機会は森への
つながりをより深く感じさせてくれます。ま
た、木材利用のアイデアを練り、実行するプロ
セスはまちづくりへの参画を促しています。

「まちづくり」では、たとえ内容は些細でも実現
できる木材利用を実現させ、活動を見せること
でまちの人々の関心を引き出しています。多彩
な人々の参画により、木材やまちの新たな文脈
や価値が創出され続けています。
　メンバーは、大学関係者（林学、林産学、建
築学などの研究者や学生）、実務家（林業従事
者、森林ボランティア、建材業、建築士、都市コ
ンサルタントなど）、一般市民で、共感する人
は「いつでも・だれでも参加できる」がモットー
です。活動内容は、月に1 ～2回程度の定例会
で活動の提案や進行中の木質化活動の準備を
行い、年に数回ほど木質化を実践（木工作業）
しています（図3）。また、メンバー以外の方（学
生、実務家、一般市民）も対象としたセミナー
を開催していますが、その形態は講演形式、
ワークショップ、実地体験（森林、製材、建築物
など）（図4）などさまざまです。近年では、海外
にも関心が広がり、国際交流も始まっていま
す（図5）❖注4。

やまさき・まりこ｜専門は木材科学。木材のマテリアル利
用に軸足を据え、材料学・環境工学をベースに、「森
林資源のサステナビリティと地域社会再生」、「大径材
の強度性能評価」、「木質構造物における部材の残存
強度評価」など、木材・木造建築に関わる研究成果
を数多く発表している。近年は、名古屋大学の多分野
の研究者が実務家とともに始めた「都市の木質化PJ」
において精力的に活動している。学生・市民・異業種
をも巻き込んだ活動が、国内外で関心を集めている

❖注1……燃料利用は、その資源単体としてはカーボンニュートラル（樹木が光合成により固定した炭素を燃
焼により排出したことになり、大気中の二酸化炭素量の増減に関与しない）ですが、生産スピードを上回る燃
焼がなされれば、資源群としての炭素収支はバランスしなくなります。
❖注2……都市の木質化プロジェクト…
http://www.agr.nagoya-u.ac.jp/~biomeng/toshimoku/index.html
https://www.facebook.com/toshimoku/
❖注3……◉佐々木康寿、山崎真理子他4名：森林と都市の再生をめざす都市の木質化プロジェクト、森林遺伝
育種、第4巻（2015）、pp.87-91　◉佐々木康寿、山崎真理子：都市の木質化プロジェクトー森林と都市の持続的
調和をめざしてー、不動産研究、第59巻第2号（2017）、pp.11-22
❖注4……2016年12月にはインチョン市の支援で「第1回IWCC&F（International…Woodism…City… Conference…
&…Festival）」が開催されました。日本からも25名が参加し、森林組合、まちづくり団体、行政、教育機関、公設試
験機関、芸術家など、専門分野どうしの意見交換を行うことができました。今年は日本がホスト国となり、10月
28 ～30日に名古屋で第2回IWCC&Fを開催予定です。また、セミナーについては、2016年より森林・木材・建
築物の一連の流れを学び、多様な議論ができる場として連続講座を開催しています。今年も5月から開催しま
す。詳しくは上記のFacebookをご覧ください。…

図２　都市の木質化プロジェクトの３本の柱

図３　公開空地に「長いベンチ」を製作
（名古屋市中区）

図４　都市の木質化プロジェクト連続講座（左：森林の健康診断，右：木材市場での研修）

図５　第１回IWCC&F
（International Woodism City 
Conference & Festival．インチョン市）
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　昨年12月19日（月）、「第33回JIA東海支
部設計競技」審査員の方 に々お集まりいただ
き座談会が行われました。出席者はゲスト審
査員の高橋晶子氏、審査員の生田京子氏、
道家洋氏、鈴木貴紀氏、山田昌毅氏の計5
名の方々です。約1時間に渡った座談会の様
子を抜粋・要約して紹介します。アーキテクト
2017年1月号に掲載された2次審査の記事と
合わせてお読みいただければ幸いです。

〇入賞案について
　（金賞「限界のパッチワーク」、銀賞「今際の

　在り処」、銀賞・審査員特別賞「鬩ぐ筒」）

高橋：「限界のパッチワーク」は物と人との限
界を見据えた結果生まれたストーリーを描き
出していますね。このような表現は「今際の在
り処」にも言えると思います。この２作品は不
思議と共通点があり、方向性は全く違います
が「限界」というワードに対してもっとも正面か
ら答えた案ではないでしょうか。
鈴木：金賞に描かれているドローイングは個々
人の抱えている背景がとてもリアルで鮮烈な
印象を受けました。面白いのは建築らしくない
ところ、空間を提示するのではなくパフォーマ
ンスに徹しているところでしょうか……通常だ
とこの次の展開を描きたくなると思いますが、
それを敢えて表現していないんですね。

山田：「限界のパッチワーク」、「今際の在り処」
とも読み手に想像させる案、審査する上で深
読みせざるを得なかったです。「今際の在り
処」のプレゼンテーションからは、独特の雰囲
気を感じとれ、パーソナルなところから発信し
ている印象があり惹かれるところがありまし
た。反対に「限界のパッチワーク」の画力には
想像力を掻き立てられましたが、プレゼンテー
ションを聞いても、画力以上のプラスαを感じ
ることはなかったです。
道家：個人的にこの課題の「限界」というワー
ドはクリティカルな状況ではなく、マージナルな
状況を語るのではないか、世の中の際・制度
の際ということが意識されるのではないかと
思いました。「今際の在り処」はそこにストラ
イクした案でしたね。こちらに解釈を委ねるよう
な感覚があり、強い表現を持った案だったと
思います。ただプレゼンテーションが弱かった
のが惜しかったですね。
高橋：「鬩ぐ筒」は非常に単純な空間操作で、
人と自然現象の呼吸を近づけたいという思い
が読み取れました。よくみる案かもしれないけ
ど、とても上手く描ききっている、個人的には審
査賞に入ればよいと思っていましたので、ここ
まで票が伸びるとは思いもしませんでした。
鈴木：空間操作自体に魅力は感じませんでし
たが、「鬩ぐ筒」のプレゼンテージョンを聞くと

空間に現れる自然現象をフォーカ
スしており、「現象」ということから
「限界」を語っている案はなかった
と思います。そこにとても魅力を感
じました。
生田：「鬩ぐ筒」はとてもストレート
な案だと思いました。実際につくっ
てみるとよいのではないでしょう

か。最終投票では、この「鬩ぐ筒」に投票した
のですが、これまでの皆さんの解説を聞いて
いると金賞の「限界のパッチワーク」の方が、
読み手に想像させる範疇が広く、またけっこう
トリッキーにできている提案なのではないかと
思いました。

〇「限界住居」という言葉の捉え方、
　 コンペテーマについて
生田：銅賞で「限界住居」としての対象を「既
製・既存の物」として捉え、その先を描こうとし
た案が幾つかありましたが、金賞・銀賞はそう
ではない別の「限界」という気がします。
高橋：それは「ザ・限界」という物に向かって
どこまで迫れるかということかもしれない
……。やはり「限界」というワードが凄いんで
すね。結果として具体的な建築風景を提示し
た案が銅賞、そうではなくイマジネーションを
喚起した案が金賞、銀賞に残ったんだと思い
ます。ところでこの設計競技のネーミングです
が、昨年は「首相官邸」、今年は「限界住居」
と例年、なかなか刺激的ですよね？
生田：ネーミングがほんとに凄いですね!
山田：銅賞（「家の花」）に入賞した学生はこ
の変わったテーマになってから、毎年チェック
しているそうですよ。
道家：意外と学生には話題を提供しているら
しんです。毎年変わったテーマを出すところだ
ぞと。この調子でいくと来年はトランプタワーで
しょうか……?
皆：笑
高橋：アイデアコンペの場合、最後に矛盾が
残って終わるのはよいですね。出題も解りきら
ない、色 と々考えて出してもどこかが矛盾して
る、それが現実ではないでしょうか。

※この座談会の模様は無料動画サイトユーチューブ
にてご覧いただけます。URLはhttps://www.
youtube.com/watch?v=fYMFTg7QwOo&featur
e=youtu.be　になります。ご興味のある方はぜひ御
覧下さい。

第 33 回 JIA 東海支部設計競技「限界住居」

審査後座談会を開催

座談会の様子 寺下　浩（JIA岐阜）｜スマイロ
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震災への黙とうと　語り合える夜と

　震災6年目の3月11日より仙台メディアテー
クでフレッシュマンセミナーが開催された。北
海道支部から沖縄支部まで総勢16名が参
加し、2日間の日程でJIAについてのレク
チャーや被災地視察・ディスカッションをすると
いう多様なプログラムが用意されていた。ま
た11名のフェローシップ委員会の皆さんも同
行サポートいただくという機会にも恵まれた。

□ レクチャー「JIAとは」　

針生承一元東北支部長

　組織の話かと思いきや、針生氏のお話し
はご自身の建築家としての成り立ちやポリ
シーをまず静かに語られた。権力には頭を下
げない、設計入札はしないという強い意志を
感じた。そしてレクチャーの途中であったが、
15時46分メディアテーク全館で一分間の黙
とうが行われた。
　ピュアな建築家像を具現化された氏の言
葉はとても重いものだったが、自作の紹介な
ども数多くお話しいただいた。特に2011閖上
ルネサンス計画は人工地盤での築的な立体
提案がなされていて、復興に建築家がどうか
かわるべきかのビジョンを示していただいた。
□「熊本復興支援報告」

菅賀沼整災害対策・復興支援委員会副委員長

　愛知にいるわれわれは災害に関して鈍感
ではないか。東北支部から熊本地震被災地

へ支援目的の予備調査に出かけ、報告書が
作成されていた。被災した住まいや集落の
状況をカルテ化して今後の支援に活用しよう
というものだ。住いを改修して自立再建しよう
する人へ調査をして、今後の震災支援に対
する課題提言されている。また青森・山形の
地域によりそった活動も紹介された。
　災害が起こったとき、このような災害支援
活動がJIAと社会の重要な接点になるのだ
と痛感した。
□ 刺激しあう夜

　 自作プレゼンテーションの懇親会

　参加者はスライドで自作の説明をして質問
を受ける。懇親会の場だったが、我先に発表
しようと手を上げる姿に驚愕しつつも興味深
い内容。大幅に時間をオーバーし12時を
回っても話が尽きず、最後は設計ポリシーを
発表した中で「住宅とは」との定義で意見を
かわしていた。地域性、建築家としての姿
勢、こだわりなど人となりも窺えて楽しい夜
だった。
□ 被災地視察

　2日目はバスに同乗して見学へ。まず東松
山氏復興伝承館に到着して津波という災害
の記憶と爪痕を見学した。民家が流されて
荒地になっている海岸部と対照的に新設し
ていく高台の新しい駅舎、住宅地、学校が
野蒜駅周辺に形成されていた。今回同行い

ただいた東北支部のJIA先輩方の設計され
たプロジェクトもご本人の説明で見学できた
ので、臨場感をもって受け止められる。玉浦
西地区の移転住宅地では住民参加型の中、
エリアごとでの建築家の個性的な提案が採
用された例を見ることができた。
　塩竈市杉村惇美術館にも立ち寄ったが、
1951（昭和26）年竣工の木骨編板構造とい
う高さ10メートル近いドーム形状の大講堂が
あり、市民活用されていた。地元の人に案内
されなければ見逃すポイントである。
　最後に岩沼市千年希望の丘に向かう。海
岸線にはすでにコンクリートの堤防が延 と々続
いていたが、その内側に避難する築山と減災
してくれる緑の堤防をつくろうというプロジェクト
だ。寄付や交付金でみんなの手で植樹をし
ている。堤防が朽ちてもこれらの木は千年先
までこの地に根付いてほしいと願うばかりだ。

　JIAという組織であるからできることを先輩
方に示してされ、また個々の建築家としての
姿勢も教授いただいた。そして全国の仲間
の存在も体感できた。濃密なプログラムをご
準備いただき、参加の機会が与えられたこと
は感謝に堪えない。

　      フレッシュマンセミナー　参加者レポート

近藤万記子（JIA愛知）｜
ホームデコール設計事務所

会員設計の宿泊ペンションをバックに 高台への移転が進む東松山市 自作プレゼンテーションで語り合う
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JIA 愛知発

台湾建築の旅

住宅研究会　台湾建築視察

　3月5日から3泊4日にて、台中・台北の建
築を巡る視察の旅が住宅研究会の有志によ
り行われた。今話題の現代建築から地域の
古典的な寺社、新築にリノベーション建築、
設計者もさまざまな国籍の建築家の作品を
横断して視察し、台湾建築の今を捕まえに行
く旅だ。以下に旅程を紹介する（建築家名は
敬称略）。

　特に印象に残った4作品について所感を
述べたい。

■日月潭風景管理処

　（湖畔の公園管理センター　設計：團紀彦）

　形態やRCの素材感が力強い印象を与え
る一方で、遠くから眺めると風景と柔らかく溶
け込む、不思議な印象の建築。建築自体・そ
して建築に切り取られた風景の双方が、歩く
たびに新鮮な魅力を見せ、ウキウキとつい歩
き回ってしまう。
■日月潭涵碧樓大飯店・ラルー
　（設計：ケリーヒル）

　現代のラグジュアリーホテルのクラシック。
女性参加者は宿泊視察も行った。隣接する
涵碧樓記念館（写真）を施設全体の魅力づ
くりに活かす手法が個人的には興味深く、応
用が効きそうだと感じた。
■台中国家歌劇院（設計：伊東豊雄）

　著名専門誌の表紙にもなった話題の作品。
ホール内の視察は残念ながらできなかった
が、公演チケットを持たない人でも内部空間
や屋上庭園を十分に楽しめる。まるで街が建
物の内部に深く入り組んで屋上まで抜けてい
るような、もしくはオペラハウスを街でくるんでい
るような、そんな建築だ。造形的な魅力を活
かすディテール、そしてカーテン等通常付帯
的に扱われるインテリアの要素を建築側に引
き寄せて活用している点も興味深かった。
■松山文創園区

　近代建築である古いタバコ工場をリノベー
ションしアートセンターとして活用した建築。
　伊東豊雄が設計した新しい高層ビル（ホ
テルと商業施設）と一体の街区（写真）となっ

ており、高層ビルの合理的で伸びやかな外観
と古い建物郡が、さりげなく細やかに馴染ま
せてある。様 な々歴史・用途・規模の建物群
が一体となり、内部のソフトも含め多様な個
性の集合体としてあることが、休日を過ごす
場としての魅力を相当に増していると思う。

　訪問先の建築そのものにとどまらず、近代
以降の新旧建築が混在した街並から学べる
こともたくさんあった。建築の形態の新奇性
の追求が建築家の夢の一つであることは、
近代以降の建築家にとっては今も変わらぬこ
と。しかしその振る舞いの目指すものが、か
つて建築単体の見え方（オブジェとしての新
奇性）であったのが、今は関係性（まちとの
関係、内部での活動との関係、歴史との関
係など）の構築へと移行しており、その関係
性はメディアを通じて把握しにくい。建築を実
際に訪れ体験することの重要性はより高まっ
ている。今の台湾だからこそ、学べることは
多い。未体験の方には冒頭のルートをご参
照の上、現地を訪問いただくことを強くおす
すめしたい。
　本視察に当っては、住宅研究会委員長の
宮坂氏、視察先の選定を取りまとめていただ
いた田中氏、現地をご案内いただいた黄氏
はじめ関係者の皆さまに大変お世話になりま
した。この場をお借りし感謝
申し上げます。

塩田有紀（JIA愛知）｜
塩田有紀建築設計事務所

日月潭風景管理処（設計：團紀彦） 日月潭涵碧樓記念館 台中国家歌劇院（設計：伊東豊雄） 松山文創園区

〇1日目
空路で台北着。新幹線にて台中に移動。
亜洲大学内の現代美術館（設計：安藤忠雄）
日月潭風景管理処（設計：團紀彦）
〇2日目
日月潭涵碧樓大飯店・ラルー（設計：ケリーヒル）
文武廟
紙の教会（設計：坂茂）を含む新故郷見学園区
台中国家歌劇院（設計：伊東豊雄）
東海大学チャペル（設計：I.M.ペイ）
〇3日目
国立公共資訊図書館(設計：潘冀)
台中から台北へ新幹線で移動。
台湾大学社会科学部棟（設計：伊東豊雄）
九份（古いまち並み）
誠品行旅（設計：伊東豊雄）
士林夜市（観光夜市）
〇4日目
故宮博物院
松山文創園区
台北市立美術館（設計：高而潘）
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JIA 愛知発

間宮晨一千さん講演会「住宅のつくり方」

住宅研究会　住宅のつくり方　第 4 回

　2017年3月24日、愛知県名古屋市の株
式会社TJMデザインキッチンハウス
ショールームにてJIA東海支部愛知地域
会住宅研究会主催の連続公演企画「住宅
のつくり方」第4回が間宮晨一千さんを講
師に迎えて開催されました。はじめに会
場を提供していただいたキッチンハウス
の担当者さまと進行役の竹中設計事務所
アッシュの竹中さんに挨拶をしていただ
きました。
　今回の講演会の受講者は50名ほどで、
学生が多いように思いました。一般の方
より学生が多いことに少し以外だなと思
いでした。間宮晨一千さんが愛知淑徳大
学創造表現学部の教員をされていること
もあるのかもしれませんが、講演を聞い
て、間宮さんのものづくりに対してのエ
ネルギーや動機、パワーが私の中に

「すっ」となんの違和感もなく入ってきま
した。受講者に学生が多かった理由かも
しれませんね。学生にとってもとてもわ
かり易く今後のものづくりに対してのモ
チベーションになったのではと感じます。
　では、講演会のお話です。間宮さんが目
指すもの、それは「ディベロッパー・アー
キテクト」だと言います。デザインで人を

幸せにする。社会を豊かにする。この言葉
は講演会の中で何度か出てきました。間
宮さんのHPにはこう記されています。

“私たちは人や街や風景をもっと楽しく、
豊かにしたいと真剣に考えています。私
たちがデザインする目的は人がワクワク
したり、安らいだり、感動したりする「気
持ちをデザイン」することです。多くの人
の気持ちをデザインして、幸せにするこ
とができるなら、社会はもっと楽しく豊か
になる。この思いが「デザインで人を幸せ
に、社会を豊かにする」という言葉につ
まっています。”と。
　ご自身の経験を交えながら現在の都市
の問題とこれからの可能性を広げる活動
についてお話しいただけました。
■2009年10月

   「ケンケンパこどもと遊ぶ風景展」

　ギャラリーの側面から道路へ連続して
長さ150ｍのケンケンパを歩道にチョーク
で描く。子どもたちがケンケンパをしな
がら自然と遊び場ができ、ときには大人
たちもケンケンパをしている。そんな昔
の風景を思い出す空間をつくったそうで
す。
　このイベントを開催するに当たり、警

察に「君は何を考えてる
んだ」と怒られたようで
す。何度も説得を試みて
開催にこぎつけたと仰っ
ていました。イベント開
催終了日ケンケンパを消
しに行った日、ご老人か
らケンケンパをしている
子どもたちを見ていると
とても元気がでましたと
言っていただけたとのこ
とです。話を聞いている

だけで、微笑ましいい光景が目に浮かび
ました。人を元気にすることで名古屋の
まちを元気つけよう。楽しもう、というイ
ベントですね。
■2010年10月

   「NAGOYA DESIGN WEEK 2010 

　しらかわ体操」

　愛知トリエンナーレでの催しの一つで、
白川公園で「しらかわ体操」という名のの
もと公園内の歩道に絵を描くイベントで
す。公園内にチョークでフレームを描き
その中に絵を描いてもらう、というもので
す。フレーム内に絵を描く子もいれば、フ
レームから飛び出して絵を描く子、さま
ざまな絵を描いてもらったそうです。
　これもなかなか許可が下りなかったよ
うですが、体操というイベントの名のも
と何とか許可をいただいたとのことです。
こちらのイベントも多くのお子さんが参
加され、白川公園の風景が幸せになり、参
加した方も喜んでいたとのことです。
　チョークを持った子どもたちが地面に
絵を描く。私も子どもの頃を思い出しま
す。昔は当たり前のようにしていた遊び
を目の前でしていたら何気なく幸せに感
じますね。
　間宮さんのものづくりの原点はまちを
元気にすること、人を元気にすること。人
が元気にならないとまちも元気にならな
い。人もまちも元気になると幸せになる。
デザインというソフトで人とまちを真剣
に元気にしたい。「真剣に」という言葉を
伝えるときの間宮さんのお顔がとても印
象に残った講演会でした。

講演の様子 鈴木道夫（JIA愛知）｜工房　道
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JIA 岐阜発

INAXライブミュージアム視察

JIA 岐阜地域会　日帰り研修

　2017年3月23日、愛知県常滑市にある
LIXIL・INAXライブミュージアムを視察
しました。施設は主に、陶磁器製品の製造
方法や歴史を学ぶことができる施設と
なっています。
　建築材料であるタイルに関しては、最も
古いとされる日干しレンガから、近代的な
装飾タイルまで、実際に当時つくられた物
が展示されています。それらの中には昔の
庶民の生活を感じられる物があり、とても
魅力的でした。
　17世紀～ 18世紀のオランダでは貿易大
国であり、世界的な富を得たそうです。こ
の時代には市民層の住まいに、つつましや
かにタイルを取り込みました。それは異国
情緒豊かな中国の染付磁器を参考に白地
にコバルトブルーで花や風景など身近な
ものを描いたタイルでした。装飾としても
魅力的になってきたタイルでしたが機能
性にも着目するべき点がたくさんありま
す。実は、耐候性、防火性、防水性に最も

優れた建築仕上げ材として、建物の壁や
床を保護する機能を持っています。現在
の生活でもこれらの性質を生かした陶磁
器を建築に取り入れられています。17世
紀当時の人々は電気もない時代であり科
学的にこのような性質を検証したのかは
不明ですが、実際に暖炉の装飾や水気の
あるキッチンの装飾に使用されていたと
のことですので、本当に神秘的であり考え
深い物であると感じました。
　次に、半田にあるミツカンミュージアム
へも伺わせていただきました。ミツカンの
酢は私の家にもなくてはならない調味料
の一つです。1810年からこちらの会社で
大量に生産が開始されたとのことです。当
時の物流方法は帆船しかなく、江戸へ運
搬する事も困難であったとされておりま
す。こちらのミュージアムですごいのは、
当時の帆船を復元して展示してあること
です。とても大きく大迫力でした。またそ
れ以上に大量のお酢を運搬することがど

れだけ大変だったのかを実感できる最新
の体感型の映像説明も魅力的です。
　近くの運河沿いの工場風景は当時のロ
ケーションを色濃く残してあります。また
外にいても、かすかにお酢の香りがして、
暖かい春の日中にぶらぶらと散歩するに
はお薦めの場所だと個人的に感じました。
本日は観光バスでの日帰り研修ではござ
いましたが、帰りの車中にてテルマエロマ
エという映画が流されました。古代ローマ
帝国時代の風呂文化と現代の日本の風呂
文化を描いた映画です。映画中にもたくさ
んのタイルがでてきており、タイル1つを
取っても世界とわが国もつながっており、
各種さまざまな建築資材、構造物におい
ても同じで、今携わっている私の仕事も未
来へとつながるかと思うと、感慨深く実り
ある研修となりましたこ
とを感謝いたします。

佐々木修平（JIA法人協力会員）｜
文化シャッター㈱

上左｜ 17 ～ 18 世紀に実際に使われていたタイル装飾
上右｜ミツカンミュージアム内に復元展示された帆船
下｜当時の風景を色濃く残す、運河沿いの工場

視察の様子
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伊勢神宮にて 懇談会の様子 昼食会場での集合写真

　柳ヶ瀬の行き付けの寿司店では、初鰹と共に志摩半島の「坂手島」の
“ウニ”が初夏の訪れを告げる寿司ネタで、しかも2カ月も過ぎるとその姿を
消す貴重なネタゆえ、ウニの苦手な私も、通ぶって「坂手」だけは食します。
　その「坂手島」を目の前にした鳥羽シーサイドホテルで、3月20日（祝・
月）・21日（火）の2日間、全国支部長会議が東海支部設営のもとで開催
されました。
　その折には、三重地域会に御協力をいただき、特に高橋徹会員には
伊勢神宮の案内・解説で大変お世話になり、ありがとうございました。
北海道支部から沖縄支部まで、全国10支部の内9支部の支部長と森顧
問、山本監査、北陸支部の次期支部長に出席していただきました。東海
支部からは矢田幹事長、奥野三重地域会長、豊田幹事、長尾岐阜地域
会長がオブサーバー出席いたしました。
　初日は懇談会と懇親会の二部構成で行われました。懇談会では各支
部の活動状況・報告をいただき、引き続き「支部の役割・責任」をテーマに、
車戸の拙ない司会にも関わらず、談論風発な意見交換会となりました。懇
談会後は伊勢の海の幸を肴に、自由闊達な懇親の場が持たれました。
　翌日は、小雨混じりの“梅”の花冷えの日となってしまいましたが、多くの
支部長からリクエストがあった“お伊勢参り”をしていただきました。「難し
いことを易しく、易しいことを深く、深いことを楽しく興味深気に」、高橋氏の
人柄そのままに解説していただき、各支部長からは有意義な解説へのお
礼、そして神楽の奉納と玉砂利を踏みながらの公式参拝への感謝の
メールをいただきました。
　本部での理事会が審議事項の説明・承認と報告事項で大半の時間
が費やされてしまい、審議に時間が取れない実情を思うと、支部長間の
情報・意見交換は確かに貴重な場であることを痛感いたしました。文末
になりましたが、岐阜法人会の岡田・武藤両氏の2日間のサポートにお礼
申し上げます。
　懇談会での話題提供のために、あらかじめメールで配信した、車戸なり
のテーマに対する素描を下記に示します。

　「東海支部の4地域会は、所属会員数、地域会事業、年間予算が、
各 に々大きく異なります。そのような支部状況の中で、支部事業として、23回
目を迎えた「東海学生卒業設計コンクール」、33回目の「JIA東海支部設
計競技」、そして第4回目を迎えた「JIA東海住宅建築賞」が実施されて
います。これらの「設計」と「東海・地域」を軸に置いた継続的・対外的活
動は、JIA東海支部ならではのものであり、今まで東海地域に果たしてきた
役割には大きなものがあります。ただ、今日の大学の設計教育の変化、他
団体による同種の事業による応募作品の減少、そして運営のための賛助
金への高い依存度（特に愛知地域会への依存が大きく、愛知の法人会
員への負担増となる）が課題となっています。
　懸案であった支部財政は、事務局の家賃はじめ固定費の削減、支部
機関誌「ARCHITECT」の印刷編集費の削減などにより、その健全化
が随分と図られてきましたが、昨今の協賛金の減少化傾向を考えると、支
部事業の継続には支部会費の徴収を検討する必要があります。特に支
部会員の活動発表の場であり、4地域会の連携を培う「ARCHITECT」
は、経費削減のなかで高質な誌面づくりを維持しながら、毎月発行されて
いますが、今後持続した発刊のためには、一層の広告収入の確保は不
可欠で、会員自身が広告主となる覚悟が必要です（さもなくば支部会費
の値上げ）。
　各々の支部事業は、会員の努力により十分に社会貢献されています
が、ともすると活動する会員が固定化しがちです（それは汗を掻く会員が
少ないということにもつながります）。
　支部・地域会活動がJIA活動の基盤であることを考えるとき、上記の
地域会ごとの規模の相異や種 な々地理・地勢的条件、異なる都市環境
や地域文化、地域の建築諸団体とJIAとの力関係など、各地域会固有
の諸条件が考慮された、4地域会の最大公約数としての支部の責任・役
割とはいかがなものか、それを果たし得る「本部と支部」、「支部と地域
会」との関係とは、加えて支部事業の必要性の検討など多くの整理すべ
き事柄を抱えています。」

全国支部長会議in三重

本部理事・東海支部長　車戸愼夫

「支部の役割・責任」をテーマに
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理  事  会  レ  ポ  ー  ト

　第239回理事会は2017年3月17日（金）13時30分～ 17時00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24名､監事2名､事務局2名､オブザーバー5名（欠席理事0名）

【審議事項】

1.入退会承認の件（事務局）
新規入会希望：正会員8名､準会員:ジュニア3名､学生2名､
協力会員:個人2名※､法人6件…（※愛知･谷川ヒロシ）
退会希望：正会員21名､準会員:シニア1名､ジュニア1名､協力会
員：法人3件※（※愛知･綿半鋼機中部支店）　→以上、承認

（他に死亡退会1名、資格停止希望2名）
2.名誉会員選考委員会委員､JIA災害対策会議議長委嘱承認の件

①名誉会員選考委員会委員承認　　　　　……（筒井信也専務理事）
委員就任　中田準一（関東甲信越）､龜谷…清（中国）､高階澄人（関
･甲）

【報告】委員退任　斎藤孝彦､上浪…寛､岩村和夫（関･甲）
【現委員】仙田…満（関･甲）､近江美郎(北陸)､東條隆郎（関･甲）
②JIA災害対策会議議長承認
　議長就任　松本純一郎（東北）

【報告】議長退任（委員留任）…岡部則之（関･甲）→以上､一括承認
3.委員会設置及び委員長委嘱の件 （森…暢郎顧問）

→以下､一括承認
①（仮称）業務報酬特別委員会
　国交省の告示15号改定検討（3年後改定）に対応してJIAの意見
　集約･他団体協議等を担う。（2017.4.1～2020.3末､7名程度人選）。
②（仮称）近未来研究特別委員会（準備委員会）
　BIM･IoT･AI等設計環境（市場）の変化に備え10年以降（2030）
を見据えて研究･提言（先行して3カ月程度の準備委員会を設置）。
アクションプラン特別委･建築基本法特別委の活動を継承。
2017.4.1～2019.3末（2018.3頃中間報告）。次世代を担う50代半ば
未満の会員から7名程度人選+ベテラン会員のオブザーバー。
③ARCASIA大会実行特別委員会
　2018大会の準備と実行をミッションに､誘致委員会を解散し実
行特別委員会を設置。委員長に高階澄人国際交流委員会委員長。
4.フェロー会員推挙承認の件（上浪…寛総務委員会委員長）→承認
　7支部から22名推薦。東海は谷村茂･服部滋･鈴木利明の3名。
5.2017年度事業計画(案)及び予算(案)承認の件

　（筒井専務理事+原田事務局長）
　全体事業と各支部報告を概括（各地域会等は審議略）→承認
6.｢JIA公益事業活動助成｣採択の件（左…知子財務委員会委員長）
　2016年度第2回の採択は全9件（316万円）申請→6件（55万円）。
東海の愛知建築家フェスティバル2016は15万円→10万円。審査

基準・内容について次年度に向け充実化。→承認
7.正会員以外から選出する役員候補者の専任等に関する規程（案）

承認の件（上浪総務委員長）
　内閣府助言により外部参画規程を制定。→承認
8.建築相談規程（案）承認の件（上浪総務委員長）
　運営体制（全国･JIA建築相談会議～支部･建築相談委員会～地
域会など･建築相談室）の一律体系化について疑義あり（井上近畿
支部長）。
9.建築家資格制度規則・細則・マニュアル改正承認の件

　（吉田文男同実務委員）
　逐条的討議は同委員会付託とし、承認

【報告事項】

1.豊洲市場移転プロジェクト報告（佐藤尚巳会員）=｢個人的意見｣
　同プロジェクトチーム会議の出席報告。｢安全｣と｢安心｣の比
較論を軸にした討議の経緯を傾聴。
2.ARCASIA大会について（筒井＋高階澄人国際交流委員長）
2018.09.10~13…開催（JIA全国大会と併催）｡寄付･協賛の趣意試案。
3.JIA保存再生会議と文化財修復塾の活動の位置づけについて

　（篠田義男JIA保存再生会議議長）
　JIA内での修復塾の位置づけ､ヘリテージマネージャーとの関
係、修了者の呼称とその組織化､など。
4.JIA災害対策会議報告（岡部則之JIA災害対策会議議長）→退任
　熊本地震：震後1年､復興支援に軸足を移し活動。3町依頼対応。
5.｢JIA建築家大会2017四国｣について（野村正人四国支部支部長）
　｢阿波おどりの国とくしま大会｣､大会テーマ｢建築家と土着
｣､9/28～30。
6.広報委員会報告（JIAリーフレット）（所千夏ﾘｰﾌﾚｯﾄWG主査）
7.活動及び業務執行状況報告（筒井専務理事）
　（時間なく大急ぎで諸報告）
①五会多様な発注方式研究会について：同研究会｢実務者会｣記録。
②国交省｢公共建築工事懇談会｣開催について
③日本・ベトナム建築フォーラム2017実施報告
④JIA各賞（日本建築大賞･優秀建築賞･優秀建築選）決定の報告
　日本建築大賞：ROKI…Global…Innovation…Center-ROGIC-
　優秀建築賞：熊本県立熊本かがやきの森支援学校
⑤第3四半期決算状況について（公益割合はほぼ通例通り推移）
⑥建築士事務所厚生年金基金解散及び後継制度設立について
⑦グループ保険の取扱いについて
　（JIAグループ保険､6/1募集開始）
⑧第1回職責等検討特別委員会開催報告　→小田義彦委員長就任…
⑨後援名義承認の報告（会長専決事項）…2月分一括リスト9件

2017年度・JIA設立30周年に向けて、
期末まとめと新展開布石など議案多彩

本部理事　鈴木 利明
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　昨年8月、東海支部では六鹿会長宛に定款第6条（会員の種別）、会
員規程第3条（正会員の資格）に関し認識の齟齬があるとして質問状
を提出しています。正会員の資格について、専門会員（例えば教育研
究者）を正会員として認定する考え、あるいは不動産業を兼務する事
務所の方が正会員として入会されていることに関して本部の見解を
求めました。その後本部総務委員会では入退会事務運営マニュアル
作成の検討が進められています。そんな折、三重地域会の準会員か
ら自分の作品を施工する場合、会員資格の扱いはど
うなるか問い合わせがありました。支部でも会員資
格について議論を深め、明確にする必要があります。

日　時：2017年3月24日
場　所：JIA東海支部事務局　会議室
出席者：支部長、本部理事、幹事9名、監査2名、オブザーバー9名
欠　席：幹事2名

1．支部長挨拶

　3/20・21、鳥羽・伊勢で持ち出し支部長会議を開催した。各支部
が抱えている問題点が挙げられた。任期の間に当支部の抱えている
問題をひとつでも前進できるよう取り組んでいきたい。
2．報告事項

（1）本部報告

①第239回本部理事会（3/17）（鈴木）
・…フェロー会員に東海支部から谷村茂氏、服部滋氏、鈴木利明氏が

推挙され承認された
②職責等検討特別委員会（2/7）（小田）
・…職責委員会と懲戒委員会の機能について議論する
③財務委員会（3/10）（小田）
・…「JIA愛知建築家フェスティバル2016」の公益事業活動助成は10万

円採択。公益的効果がやや不明との審査評価
④フェローシップ委員会（2/9、3/11）（谷村）
⑤総務委員会（2/16）（鳥居）
・…正会員資格について要件とその扱いについて議論している
⑥教育表彰委員会CPD-WG（2/23）（鈴木）
⑦本部建築家認定評議会（3/15）（藤巻）
・…2017.4.1以降登録建築家数　全国で2,137名
（2）支部報告

①東海支部大会特別委員会（3/24）（長尾）
・…開催日：9/15、会場：ぎふメディアコスモス
・…テーマ「水」。講演会、パネルディスカッション、展示ブース、コンペ、

まち並み散策、懇親会などの企画を検討中
②東海支部建築家認定評議会（2/18）（藤巻）
・…登録建築家申請者は新規、更新、再登録計70名。69名合格

③東海学生卒業設計コンクール2017（3/2）（吉川）
・…4/15公開1次審査、5/27公開最終審査＋講演会＋表彰式
④東海支部設計競技2017（3/13）（矢田）
・…10月1次審査、11月2次審査の予定。ゲスト審査員の人選中
⑤東海住宅建築賞2017（3/16）（矢田）

（3）各地域会からの報告（各地域会長）
3．その他

①退会届：「高橋健二（静岡）」「原田喜代美（静岡）」（大瀧）
「今井裕夫（愛知）」「祖父江達雄（愛知）」「岩田昌訓（愛知）」「岡本昇
（愛知）」（久保田）
②転出届「笠嶋淑恵（愛知）（関東甲信越へ）」（久保田）
③種別変更「三輪彰（愛知）（シニアへ）」（久保田）
議　事

1．審議事項

①入会申込　正会員「内田実成（岐阜）」（長尾）⇒承認
②事業報告書「JIAゴールデンキューブ賞2016/2017」（上原）⇒承認
2．協議事項

①アーキテクト暑中広告・残暑広告について（矢田）
・…法人会員の暑中広告が集まらないため、9月号を合同で出してはど

うか、ブリテン委員会で検討する
②準会員会員資格について（豊田）
・…三重地域会準会員から自分の作品を施工したい。JIAの活動を続

けたいが会員資格の扱いはどうなるか相談があった
③東海支部2016年度通常総会議案書について（矢田）
3．その他

①名誉会員推薦について（矢田）
②栗原健太郎氏JIA新人賞受賞記念講演会について（矢田）
・…愛知地域会の事業として企画を検討する
③地域会総会日程について（矢田）
・…岐阜4/17、三重4/19、静岡4/24、愛知5/12
④六鹿会長支部総会後の講演会の演題について（車戸）
⑤JIA建築家大会2017四国（9/28 ～ 30）について（車戸）
・…支部に80名の参加要請あり
⑥UIAソウル大会（9/3 ～ 7）について（車戸）
・…9/4ジャパンナイト開催。愛知でツアーを企画する
4．監査意見

鳥居監査：支部長より2年目に向け支部、地域会に必要な議論を取捨
選択し、本質的な議論を深める方針が示された。役員会としても積
極的にやっていきたい。懸念事項として協力会員の広告の激減が挙
げられる。改善できるよう協力会員との普段の付き合い方について、
皆さんの協力をお願いしたい。
服部監査：監査日程について、各地域会の監査が終わっていないの
に支部の監査を行うことは如何なものか。ガバナンスの問題として
あり得ない。来年度はその日程を再考してください。

東海支部役員会報告

澤村喜久夫（JIA愛知）｜伊藤建築設計事務所
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登録有形文化財

日本陶磁器センター

旧料亭菊水

登録有形文化財

感できる大変興味深い建築だと思います。■紹介者コメント
　桜通りの北側、大洋ビル隣の「日本陶磁器セン
ター」は平成27（2015）年、登録有形文化財に登
録されました。桜通りに面したビルは昭和33…

（1958）年に増築された新館であり、その背後（北
側）の旧館と接続されています。旧館は当時の日
本陶磁器工業組合連合会により、陶磁器生産業
者の共同販売所として昭和9（1934）年に建設さ
れました。外壁は茶系のスクラッチタイルで、丸窓
や縦長の半円窓などアールデコ風の意匠が細部
に見られます。現在はテナントビルとして使用され
ていますが、共用廊下には当時のものと思われる
重厚な家具が置かれ、ルーフファンが回り、往時
の雰囲気が感じられ、大切に扱われている様子

■紹介者コメント
　新城市・大野地区は、静岡県秋葉山と愛知県
鳳来寺山を結ぶ街道の宿場町として栄え、江戸
時代は徳川幕府の天領となり、明治期には別所
街道の整備とともに製材業や養蚕、製糸業が盛
んとなり奥三河の経済の中心地的役割を果た
す重要な地域となった。旧料亭菊水は大野地区
の中心地に在り、旧大野銀行（すでに紹介済み
国登録有形文化財）に隣接している。地元住民
が大正時代に料亭と肉屋を始め、通りに面した
店先を肉屋とし、奥を「菊水」という名称の料亭
として新築したことが始まりとされる。
　建物は2階の和室2室を客室とし、1階の和
室2室は管理人の居室兼管理受付室として建
てられている。さらに建物を東側に突出させ、
外から直接入れる階段室とトイレを各階に設
けてある。
　興味深いのはどの部屋にも外部より直接出入
りができ、他の客と顔を合わすことなく密会、談
合ができるようになっていることだ。現代の個室
喫茶的役割も果たしていたとも言われている。
　1階南側のガラス障子戸は幅3尺4枚引き違
い戸とし、横桟は4段、上から細い横桟、中段

が見て取れます。この旧館の見どころは貸会議室
として現在も利用されている大会議室です。床は
寄木板張、壁は板張りと漆喰で、天井は浅い蒲
鉾型天井。戦後は陶磁器の貿易に関する諸外国
との会談も行われたそうですが、大変趣き深い空
間となっています。
　新館は昭和58（1983）年の外壁改装工事によ
り、薄い茶系タイルから濃い赤茶のタイルになった
そうですが、旧館の組積的な縦長窓とは対照的
に、横長の水平連窓で構成されるまさに戦後モダ
ニズム建築です。すでに建築からほぼ60年経過
していますが、内外装ともに全く色あせないデザイ
ンといえます。
　昭和初期から後期の建築デザインを同時に体

は額付きガラス窓、下段は縦桟の透明ガラスを
用い最下段は腰板を張るなど凝った作りの障
子戸で型板ガラスを用いている。2階南側ガラ
ス障子戸下段は煉瓦積の組子とするなど上品
な意匠を用いている。国産の型板ガラスが本格
的につくられた時期を示すガラス建具を豊富

日本陶磁器センター

車道
高岳

建中寺
卍

東区役所
●

地下鉄桜通線

地下鉄東山線

新栄町

宇連川

旧料亭 菊水
旧大野銀行隣
（鳳来館）

JR 飯田線
三河大野駅

至 東栄町
（国道151号）

至 豊川
（国道151号）

旧館外観

東南より正面外観

新館外観

外壁鏝絵（こて絵）2階東客室1階和室

中澤賢一（JIA愛知）｜
堀内建築研究所

所　在　地：愛知県新城市
　　　　　　大野字上野17-7
所　有　者：株式会社
　　　　　　スエヒロ産業
建　設　年：大正後期
ア ク セ ス：JR飯田線
　　　　　　「三河大野」駅下車、
　　　　　　徒歩10分
構造・規模：木造2階建て、
　　　　　　日本瓦葺き
建 築 面 積：37.0㎡

所　在　地：愛知県名古屋市東区代官町39番18号
所　有　者：一般財団法人日本陶業連盟
建　設　年：旧館 昭和9（1934）年
　　　　　　　　 昭和32（1957）年移築
　　　　　　新館 昭和33（1958）年
構造・規模：旧館 RC造 地上3階（一部4階）地下1階
　　　　　　新館 SRC造 地上5階、地下1階
設　計　者：旧館 志水庄太郎、新館 山下壽郎設計事務所
施　工　者：旧館 志水建築業店、新館 竹中工務店
建 築 面 積：旧館 291.20㎡、新館 306.07㎡
登 録 番 号：旧館 第23-0421号
　　　　　　新館 第23-0422号

大会議室

に用い、新しい時代の和風建築を伝える遺構例
の一つとして貴重である。

冨田正行（JIA愛知）｜
エム・プロダクツ
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■日時
2017年6月9日（金）14：00 ～ 20：30（受付13：30 ～）
■会場
愛知芸術文化センター 12階アートスペースA

（名古屋市東区東桜1-13-2）他
■スケジュール
○14：00 ～ 15：30
第1部　基調講演「私の劇場の作り方」
講師：新居千秋
　　…（新居千秋都市建築設計代表取締役/東京都市大学客員教授）
○15：45 ～ 18：30
第2部　劇場の再生Part2
老朽化した文化施設を現在の市民ニーズに合わせ再生した事例を紹介。
事例①米子市公会堂……講師：熊谷昌彦（米子工業高等専門学校名誉教授）
事例②岡崎市民会館……講師：荒井孝子（岡崎市社会文化部次長）

兼原　健（岡崎市建築部建築課建築係長）
○19：00 ～ 20：30　交流会
会場：レストラン…ル・タンブル（ベストウエスタンホテル名古屋）
　　…（名古屋市中区栄4-6-1）

■参加費
◇フォーラム参加費
一般　2,500円　（ITCN会員　2,000円）
学生　1,500円　（ITCN会員　1,000円）
◇交流会参加費　5,000円
■申込方法
参加申込用紙に必要事項を記入の上、郵便・FAX・メールにて事務局
まで送付ください。
■定員　200名
■参加登録締切　2017年5月31日（水）
※当日の登録もお受けいたします。ただし登録者多数の場合はお断
りすることがあります。
■問い合わせ先
事務局　NPO法人世界劇場会議名古屋（ITCN）
〒460-0002…名古屋市中区丸の内1−14−12　グランビル2B
TEL&FAX……052-232-2270　E-mail……itcn@itc-nagoya.com
HP……http://www.itc-nagoya.com
※詳しくはWebでご確認ください。
■主催
NPO法人世界劇場会議名古屋

（世界劇場会議名古屋…フォーラム2017実行委員会）
※（公社）日本建築家協会東海支部後援

CPD認定プログラム申請中

世界劇場会議名古屋 フォーラム 2017「進化する劇場」
基調講演講師は新居千秋氏

地域会だより

＜東海支部＞
4/15… 第24回東海卒業設計コンクール2017　公開1次審査
3/11… フレッシュマンセミナー
3/20… 全国支部長会議

＜静岡＞
3/31… 3月静岡地域会定例役員会の開催
… 今年度の総会内容について検討
… 次年度建築フェアー構想・計画立案検討
… 入退会希望者への対応検討
3/31… 第2回建築フェアー実行委員会開催
4/7… 静岡地域会会計監査の開催
4/13… 4月静岡地域会定例役員会の開催
4/24… 静岡地域会通常総会
5/18… 5月静岡地域会定例役員会の開催

＜愛知＞
2月～6月…住宅研究会　連続環境セミナー（全5回）
3/5 ～ 8… 住宅研究会　台湾建築の旅
3/24… 住宅研究会　連続講演企画「住宅のつくり方」第4回
… 間宮晨一千さんの住宅のつくり方
5/10… JIA愛知法人協力会役員会

5/12… JIA愛知総会
5/23… （仮称）弁護士セミナー
5/26… JIA愛知法人協力会総会
6/16… JIA愛知役員会

＜岐阜＞
4/5… 役員会及び支部大会実行委員会開催（18：30 ～ 21：00）
… 場所：じゅうろくプラザ研修室
4/17… 支部大会実行委員会（15：00 ～ 16：00）、
… 臨時役員会（16：00 ～ 16：40）、
… 通常総会及び懇親会開催予定（17：00 ～ 20：00）、
… 総会（17：00 ～ 17：50）、
… 懇親会（18：00 ～ 20：00）
… 場所：ホテルグランヴェール岐山

＜三重＞
4/11… 会計監査　はな房（11：00 ～）
4/11… 第1回役員会　はな房（12：00 ～）
4/19… 2017年度三重地域会通常総会　レストラン東洋軒（16：00 ～）
… 講演会：清水一男氏（JIA三重相談役）「（仮称）設立当初の話から」
… 懇親会
5/19　第2回役員会、第1回例会：三重県総合文化センター
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ち寄る程度になってしまい、建築を見ること
が目的のツアーなんて（しかも海外）、とても
うらやましい。　　　　　　　　…（石橋…剛）
●自作自演の頁で志賀氏が歴史的建造物へ
の関与に触れられている。高度経済成長の波
に乗り、スクラップアンドビルドの新築案件
ばかりを多く担ってきた戦後世代、その一員
である小生も、建築の保存と活用策を求めら
れる時代が訪れつつあることを実感してい
ます。消費型建築経済からの脱却を一般社会
から諭されているようです。川崎氏の「自分
の生き方を見直す機会を設けても良いので
は」の言とも呼応しています。更に山崎氏の
連載「都市の木質化プロジェクト」は、循環型
社会の仕組みつくり、都市と農村問題の同時
解決に示唆となる内容で、もはや単体の建築
のデザインを職とする時代ではなくなりつつ
あるように思われます。「住宅のつくり方」研
究会報告にも、「しあわせにする、元気にす
る」という少々甘い言葉が使われています

●「愛知発　住宅研究会　台湾建築視察」の
記事に、「建築を実際に訪れ体験することの
重要性はより高まっている」とある。全くその
通りだと思う。つい先日、「建築家・山田守の
住宅」展に行く機会があった。東京・青山の山
田守自邸の2階ギャラリーがその会場なの
で、山田自邸を見学できるチャンスでもあっ
た。周囲の地形や光の差し方、盛土された中
庭との距離感といったものを通して、「敷地
との関係を重視して設計」というような解説
文の意味が腑に落ちる。当たり前の話だが、
建築はそれがある場所まで行かないと体験
することができない。写真や図面、建築家の
文章などからだけではどうしても分からな
い、行ってみて初めて気づくことのほうが多
いように思う。しかしながら、私自身、建築を
見るといっても、最近では何かのついでに立

編 集 後 記 が、単なる物的デザインが重要ではなく、「人
やコト」のデザインが、暮らしやまちを主な対
象として、本来あるべき良い方向に変える力
になることを強調されています。………（谷口元）

　当社は1949年に山口県光市にて設立し今
期で69年を迎え、現在は本社を東京に全国
主要都市に支店と営業所を設置させていた
だいています。金属屋根・外壁を主とした製
造並びに工事を行う専門会社で、特に屋根
については金属のみではなく防水屋根や
ソーラー・屋上緑化・屋根用の塗装にも力
を入れております。また、建材メーカーとし
て材料のみの販売も行っております。当社
は“屋根”という建築の中では比較的マニ
アックな分野に特化しています。屋根につ

いてさまざまな技術的検討ができること、当
社にしかない試験設備であらゆる状況を想
定し設計した製品を開発できること、施工ま
でを行い各所の納まりまでトータルで責任
を持って受注させていただくこと、などが強
みであります。早い段階にご相談いただけ
れば、どういった屋根がこの建屋に適して
いるのかなども提案させていただきますの
で、ぜひ、お声掛けいただければと思ってお
ります。高級な製品を押し売るのではなく、
できるだけ客観的にお客様の求めに対して

率直なご提案
をさせていた
だきたいと考
えております
が、場 合 に
よって屋根は

建物の外観をかたちづくる大きな要素であ
りますから、特殊なデザインや性能について
も納まりを含めて検討し、実現へのご協力
をさせていただきたいと思います。
　最後に新製品を1つPRさせて下さい。「吸
音ダブルパック」という屋根製品です。通常
の外断熱二重折版葺きの下弦屋根にパンチ
ング加工を施し、天井を設けず断熱と吸音と
意匠性を兼ね揃えた製品です。地震時での
天井落下の危険性を排除したい体育館や機
械騒音を低減したい生産工場などに最適で
す。今後共、JIA活動を通じて交流を深め、当
社が地域社会に貢献できるよう、努めたいと
思いますのでよろしくお願い申し上げます。

屋根のトップメーカーとして、地域社会に貢献

川島大樹｜三晃金属工業株式会社 名古屋支店 岐阜営業所所長

法人協力会通信㉙

●三晃金属工業株式会社 名古屋支店 岐阜営業所
岐阜市清766-1飛鳥93ビル1F
TEL 058-274-9031　FAX 058-274-9032

＜岐阜＞

パンチング加工部
拡大写真


