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朝 5 時。ホテルのロビーにて先輩方と待ち合わせ。伊良湖水道
を行き交う、朝日を受ける大型船のある風景を撮りに、泊りがけ
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でここまでやってきたが、天気はこちらの都合にそう合わせてくれ
ない。しかし、どんなシチュエーションでも被写体を探すことがで
きる先輩方には、落胆などないのである。まぁまぁ様子を見にと、

第 40 回ライカ写真展のご案内

屋上へ向かうと……、なるほど、期待を裏切らなかった。2つの
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目を持つモンスターが突如目の前に現れる。よく見れば、横殴り

排除し、その場の魅力を引き出すための、建築家が持つべき大

の雨と建物サインを照らす投光器がつくり出す風景なのだが、初

切な感性だと考えるからである。

見は怪しくこちらをにらむモンスターである。なのでモンスターとし

今月は、私の所属する名古屋ライカクラブ主催の第40回ライカ

て撮るわけである。この緊張感と空気感を撮れるかが勝負。私は

写真展が開催されます。お近くにお越しの際は、ぜひお立ち寄りく

ここでもファーストインプレッションを大切にしたい。

ださい。

はじめて建築計画敷地に訪れたときに、その場所に立つ理想
的な建築のヴォリューム感だとか、素材感を連想するように癖をつ
けている。初見で感じた素直な印象はその空間をとりまくノイズを

第 40 回ライカ写真展（日時 :2017 年 6月8日（木）〜 6月14日（水）10 時〜 21 時
／場所 :セントラルギャラリー 名古屋テレビ塔地下・セントラルパーク北 地下鉄久
屋大通駅南改札口横／主催 : 名古屋ライカクラブ）
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自作自演○
伊久美

太助（JIA 静岡）

いくみ設計室（静岡市葵区本通1-2-4

TEL 054-221-7333

FAX 054-221-7188）

写真の整理をしなければ……
旅行や視察に行くたびに写真が増えていつの間にやら物入れの棚がいっぱいで、少しずつ片付けをしています。昨今はデ
ジタル化と世界に誇る日本のカメラのお陰で、誰でも素晴らしい写真が撮れます。素人がいつでも素敵な写真を簡単に撮る
ことができ、にわか写真家にもなれる時代です。スマホでも失敗もなく撮れるので誰もがあちこちで撮っています。私も手
当たり次第に撮影・プリントしていました。気が付いてみたらそれは、量と言える程に大量になっていて、棚の肥やし状態
を呈していました。
私にも 20 ～ 30 代の頃、高価な 1 眼カメラやレンズなどを購入し凝った時期がありました。しかし、フィルム代や現像・
プリント代（カラーは高価でした）などに費やすほど、余裕のある給料ではなかったことに加え、露出だ何だと撮影が難し
く、また眼鏡をかけていたのでピント合わせにも苦労し、撮影した内の半分位しか人前へ出せなかったことなどなどが思い
出されます。しかし、そのために 1 枚々を慎重に大切に撮影・プリントしたので大した枚数の写真にはなりませんでした。
そんなことを思いながら、コンパクトなフォトブックにまとめようとしていますが、1 枚々のどれもこれも捨て難い思い出
と、お気に入りの写真ばかりでなかなか整理が進みません。デジタルデータでパソコン内に取り込む方法もありますが、恐
らく 1 度入れたら探し出すのは至難、2 度と見ることもなく、結局捨てたことになってしまうのではないのでしょうか。「記
憶を記録に留める」手段としての写真が、あまりにも多過ぎるがゆえに記録として目に触れることなくどこかに眠ってしま
い、役に立つことなく忘れられ、いずれ捨てられるのかと思うと、何か居たたまれない虚しさ寂しさを感じながらの整理です。

川窪

巧（JIA 愛知）

川窪設計工房（岡崎市 美合町生田78

TEL 0564-52-7688

FAX 0564-52-8136）

やってみよう
工業高等学校建築科の「建築計画」の音響で音の三要素を学びます。
（a）音の高低、
（b）音の大きさ、
（c）音色です。1939
年 5 月のロンドンの国際会議で、音階の基準を（ラの音）＝ A（英米式）＝ 440Hz ＝（日本式ではイ）とし、すべての音楽演奏
で厳守することが決められました。日本放送協会（NHK）の時報の周波数は、はじめの 3 音がこの 440Hz，最後の 1 音がその 1
オクターブ上の 880Hz となっています。
教科書には書いてあるけど、どんな音がするのかなと思っていました。ある建物の竣工 2 年検査のとき、ギターが 2 セットあ
り、還暦を過ぎたご夫婦が練習しているとのこと。私も“やってみよう”とギターを購入。ラ、ラ、ラ（440Hz）ラーーー（880Hz）
と教室で鳴らしてみました。この 440Hz は赤ちゃんが生まれたときの産声だ
そうです。みんな、歌いながら、鳴きながら生まれたんだと思うと国際会議で
決められたのにも納得です。仏教の“お経”
（意訳勤行）は、シ（B）レ（D）
ミ（E）ソ（G）ラ（A）の五音で、一番高い音が、ラ（A）440Hz となって
います。人に共鳴する何かがあるのでしょう。
始めよう、やってみよう、誰でも最初は初心者なんだから。失敗も思い出、
知らなかったこと、あたらしい、たのしい、とやっていて 5 年。コンサートに
出演者として呼ばれました。やってみよう！
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ARCHITECT 自己紹介欄
「自作自演」への
原稿を募集しています

名前
写真

勤務先（住所・TEL・FAX）

・ 破線内は皆さまの自己紹介の場としてご自由にお使いください。
例：趣味の写真、スケッチなどをレイアウト
最近考えていることを文章にして掲載

日頃より「ARCHITECT」にご協力い
ただき、誠にありがとうございます。会
員の皆さまの情報交換の場として、1997
年より始まった自作自演のコーナーも昨
年 5 月号で掲載 200 回を迎えました。地
域会主体の活動が主な東海支部において
は、他地域会の会員を知る貴重な場でも
あります。今後も会員交流の場として活
用いただけるよう掲載していきますの
で、ぜひご協力お願い申し上げます。

・ 上記枠サイズは、A4の1/2（125mm×182mm）。
・ 締切は前々月の月末になります。
（8月号ならば6月末が締切）。
・ 文字原稿はワードで、写真・イラストなどの画像データは、ワードに貼り付けず、JPEG形式にてお願いします。
・ 原稿はEメール、FAX、郵送にて下記までお送りください。
◉問合せ・原稿送付先
「ARCHITECT」編集部（建築ジャーナル 山崎） 〒461-0001 名古屋市東区泉1-1-31  吉泉ビル7階
TEL 052-971-7477 FAX 052-951-3130 MAIL yamasaki@kj-web.or.jp

東海とっておきガイド 96 ｜三重編｜

西出

忍者列車

章（JIA 三重・森永建築設計事務所）

田楽座わかや

伊賀鉄道は、近畿日本鉄道と伊賀市による第3セクターとして事業継承してい
ましたが、この2017年4月から公有民営化により伊賀市が単独の事業者になり

伊賀鉄道の西大手駅の裏手に「わかや」があります。
豆腐でんがくは、竹串に刺した豆腐に味噌たれをつけて

ました。伊賀市の中だけを走るこのローカル線は、伊賀市北部の伊賀上野駅が

焙ったものです。伊賀で
「でんがく」
と聞けば必ず
「わかや」

JR関西本線と接続し、南の伊賀神戸駅は近鉄大阪線に接続します。総長16km

と返ってくる有名な豆腐でんがくの専門店です。創業文

の単線鉄道を全区間乗車するには、途中の上野市駅で乗り替えが必要です。40

化年間と言っていますから1800年前半、つまり江戸時

年ほど前、西岡たかし氏の曲で上野市（うえのまち）という歌がありました。歌

代後期から伊賀の名物だったそうです。串を抜き、ご飯

詞の中の「♪くわ町、かや町、広小路、も少しゆられて上野市」
。この区間は上野

に乗せてお召し上がり下さい。甘いお味噌がホカホカの

市の中心に位置し、軌道の両側に木造家屋が接近しているまちの中を通り抜け

ご飯とよく合います。店の表通りまで、においが漂ってき

る区間です。
「♪ヘアピンかわいいセーラー服」などは、朝夕の通学時間の光景

て、お昼時には一気に客足が増えますが、予約はできな

は当時のままです。伊賀市は2月に忍者市宣言しました。忍者装束に変身し、伊

いので、営業開始とともに訪れることをおすすめします。

賀鉄道のフリー切符で
市内を散策してみては
いかがでしょうか。お
子さま連れでお越し下
さい。

1997年の上野新都市
（ゆめぽりす伊賀）
街開きを記念して、
松本零士がデザイン

所在地：三重県伊賀市上野西大手町3591 TEL：0595-21-4068
営業時間：11:00 ～14:00、
17:00 ～20:00、毎週月曜定休
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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

第6回

都市から聞こえる声―タラゴナ❸

町中に残る遺構やそれを組み込んだ建築、街路や広場
がつくる都市の顔立ち、そしてまちを共同利用するため
の施設。それらはすべて、都市と人のつきあいをとりも
つメディアの役割を果たしている。しかし、人間が高度
に発達させたメディアとして、言葉の存在を忘れること
はできない。古代ローマ時代に属州の都だったタラゴナ
を再び訪れ、時が積層したまちから聞こえる声に耳を傾
けることで、本連載の締め括りとしたい。

タラコ・ビバ

今に生きる古代の都
図 1 ｜「アピシウス―古代のグルメ」
（Alex Manríquez）

2016 年 5 月、「タラコ・ビバ（Tarraco Viva）」を見たい
一心で飛行機に乗った。タラコ・ビバは、毎年この時期に
タラゴナで開催されるリエナクトメント（歴史再現）の大
イベントである。2 週間の会期中に演劇、ワークショッ
プ、試食会、ガイドツアー、講演など、132 の演目が繰り
広げられ、リピートを含めれば、数百回におよぶパフォ
ーマンスとなる。
現地に行くまでは、ローマ人に仮装した行列と踊りの
フェスティバルのようなものを想像していた。ところが、
専門家・同業者の参加証を胸に提げ、目白押しの演目を渡
り歩こうとする筆者を待ち構えていたのは、あまりに饒
舌な演者たちの語りだった。たとえば、帝政ローマを生
きたグルメの大物アピシウスに扮したアレックスは、親

台芸術のイベントではなく、歴史理解の普及を目的とす

からの財産と自らの精魂を美食に投じた人生について来

る文化活動だと言う。そして、専用の劇場施設を使わず、

た人に語り聞かせ、酒をふるまう（図 1）。踊りやパレード

最小限の足場を除いてステージすら設けないのは、古代

とは無縁で、舞台装置といえるのは、ローマ支配下で築

から受け継いだまちをありのままの姿で参加者に感じ取

造された市壁の遺構とその上の木立だけである。

ってもらうためだと付け加えた。

もちろん、古代の時代劇と聞いて多くの人が思い浮か

遺構の中に身を置き演者の言葉に導かれることで、タ

べるであろう剣闘士の一騎打ちといった、いわば典型的

イムトリップした感覚でまちに積もる独特の世界を彷徨

なパフォーマンスもある。しかしそれも、荒々しい闘い

する。タラゴナそれ自体の圏域は、時代とともに大きく

の場面ではなく、古代ローマ人の正義感や誇りといった

変わったが、広い地中海世界とネットワークで結ばれて

精神世界を参加者に伝えることに重きを置いている（図

いることに変わりはない。だから、タラコ・ビバに登場す

2）。演者はイタリアの専門チームで、円形劇場のアリー

る人物とかれらの口から発せられる野心や情念の物語は、

ナを舞台に、訛りの利いたスペイン語でワークショップ

タラゴナというローカルな空間の中で起きた出来事でな

風の演技を楽しませてくれた。

かったとしても、このまちの歴史的記憶の一部である。

そもそも「タラコ・ビバ」とは、「今に生きる古都タラコ」

4

図 2 ｜「剣闘士の祭典」
（Istituto Ars Dimicandi）

タラコ・ビバは、タラゴナとかかわりをもつ市民が自分た

の意味である。1999 年の初開催以来、タラコ・ビバの企

ちのまちの来歴を知り、アイデンティティを探求するた

画づくりを背負ってきたマジ・サリジョル氏は、これは舞

めに行う、共同の演技なのだと思った。
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竹中克行｜地理学者・愛知県立大学教授

図 3 ｜「古代ローマの音楽」
（Ludi Scaenici）

モノと心がつくる世界

図 4 ｜「AD GLORIAM VENERIS ―ローマの売春」
（Thaleia）

みつづける、向上心の強いグループである。
人々は、ライトアップされた円形劇場の階段席の背景に

土曜の晩、死者を葬る古代エジプトの儀式を再現した晩

。ローマ
地中海の夜景を見ながら古代音楽に興じる（図 3）

餐会、
「冥界の入口で晩餐する」に列席した。参加者自らが

競技場地下の穹窿では、タラコ・ビバをきっかけに結成さ

古代の儀式の参列者になったつもりで、ミイラになった亡

れた地元グループの Thaleia が、ベテランと若い娼婦 2 人

骸がお棺に収まるのを見届けた後、当時のレシピを復元し

の口論を通じて、ローマ時代に生きた彼女たちの孤独を描

た食事を楽しむという、凝った設定である（右下の写真で

。裸の石や漆喰がつく
き、われわれの共感を誘った（図 4）

筆者の背後に写っているのがそのときの棺）
。歴史の専門

る物質的な空間と演者の言葉が伝える心象世界。それらが

知識を武器に小さな観光ガイド会社を営むフリオが美術品

重なり合わさることで、場を共にする人々のうちにはっき

修復の仕事を請け負うヘススとエマと組み、アマチュア出

りとした像が結ばれるのだろう。

演者を集めて組み立てた。食事と古代ビールは近くの飲食

まちに愛着をもつ人は、そこに何を見出しているだろう

店の特製である。地元だけでよくこれだけの人材とノウハ

か。町家や土蔵が連なる伝統的な街並みだろうか。地中海な

ウが集まるものだと感心する。

ら、市庁舎の時計台が見下ろす中心広場の風景かもしれな

とはいえ、特別な秘訣があるわけではない。タラコ・ビバ

い。しかし、それらが建物の形や色といった物質的次元へ矮

は、1990 年代末、タラゴナ考古遺跡群の世界遺産登録に対

小化されるなら、いとも簡単に抜け殻のイメージへと堕して

する支援活動として始まった。遺跡は無事登録の運びとな

しまう。モノとして立ち現れる空間は、言葉の働きを支えに

ったが、管理主体が自治州と市に分かれていることが影響

心のうちに居場所を与えられることで、都市という一つの世

して、保存・公開の現状に行き届かない点があることは否

界へ結実する。そうした身体をフル動員した都市と人のコミ

めない。ローマ劇場（円形劇場とは別）のように、ディベロ

ュニケーションにこそ、まちの個性を進化させる力があると

ッパーによる再開発を免れただけで、ほとんど放置された

いうことを、世話になった地中海の人々が教えてくれた。

ままの遺構もある。しかし、物理的な管理の状況とは裏腹
に、タラゴナの人々の語りと演技が時空を超えて伝えるタ
ラコ = タラゴナの世界は一級品である。タラコ・ビバが始
まる前には存在しなかったリエナクトメントの地元グルー
プが、今では 8 つも活動しているという。いずれも、たんな
る稽古事では飽き足らず、研究成果を糧に新しい演目に挑

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）
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通常総会レポート
4 月から 5 月にかけて JIA 東海支部ならび
に静岡・愛知・岐阜・三重 各地域会の通常総
会が行われた。

車戸愼夫支部長

大瀧正也静岡地域会長

●東海支部

の最大公約数を見つけるのは大変困難な

●静岡地域会

5月12日APAホテル名古屋錦にて

ことであるが、「ARCHITECT」をはじ

4月24日（月）ホテルシティオ静岡にて

2017年度東海支部通常総会は総会に先

め、4地域間のプラットフォームとなる支

今年度で就任2年目となる大瀧正也地

立ち、故・吉田憲一会員、税田公道会員に

部事業を財政とともによく検討すること

域会長は冒頭の挨拶の中で、「デザイン

対して黙祷が行われ、車戸愼夫支部長（岐

が今後の課題であると指摘された。

がものという形態の提案に留まらず、生

阜）が挨拶された。

第2号議案2016年度収支決算は矢田支

活の質を変える要素としての役割を求め

部幹事長より主要事業毎の収支をもと

られている時代の中、じっくりと物事を

に、全体内容の具体的な説明が行われ、

観察し、その本質を見抜く力が必要なの

のうち出席者57名、有効委任状159名の

全体としては約75万円の黒字であったこ

ではないか」というメッセージを出され、

計216名：会員数の1/5以上）の確認がさ

とが報告され、この内容について鳥居久

また、今年度はJIA静岡設立30周年の節

れ、総会の成立が確定した。さらに、議

保監査（静岡）より、適正との報告がされ

目でもあり、先人たちが積み重ねてきた

長に谷村茂会員（愛知）の選出、議事録作

た。以上の報告に対して質疑はなく、第1

ものに身の引き締まる思いであると述べ

成者として澤村喜久夫会員（愛知）、議事

号議案・第2号議案ともに満場一致で承認

られた。

録署名人に野々川光昭会員（愛知）、中村

された。第3号議案その他は、会場より意

久会員（三重）が選任された。

見なしのため抹消された。

その後、矢田義典支部幹事長（愛知）に
より開会宣言され、定足数（定員数348名

続いて、会員数62人のうち、出席者33
人、委任状提出19人で、定足数を満たし

第1号議案・第2号議案は関連性のため

報告事項として2017年度事業計画につ

一括で審議。第1号議案2016年度事業報

いて、車戸支部長より前年の活動結果を

に よ り 議 事 が 進 め ら れ た。第1号 議 案

告は車戸支部長より、本部との関連事業

ふまえ、改善を行いつつ、活動を継続して

「2016年度事業報告の承認の件」、第2号

である「熊本地震」被災者支援、「正会員

いくと宣言されたが、特に岐阜の地で開催

議案「2016年度決算報告の承認の件」と

全員登録建築家」への各地域会での呼び

される支部大会について言及された。今

もに全会一致で承認された。

かけ、「ゴールデンキューブ賞」の報告、

回の大会では「水」をテーマに、風土、景

その後、大瀧会長より、2017年度の事

支部単独の主要事業である会報誌

観、地域のあり方をもう一度見つめ直す機

業計画が報告された。継続事業として、

「ARCHITECT」の発行、「東海支部建築

会とし、同時に関連事業も進める方針であ

「建築ウォッチング」
「JIA塾」
「建築家講

設計競技」、「東海学生卒業設計コンクー

ることが説明された。さらに、矢田幹事長

演会」の実施のほか、任期のまとめとし

ル」、「JIA東海住宅建築賞」のほか、「西

より2017年度予算について説明された。

ての「建築フェア」
（「まちづくりフォー

澤立衛氏講演会」の報告が行われたが、

特に「ARCHITECT」の広告費収入を、大

ラム」や「子ども向けワークショップ」な

支部の事業はほぼ地域会主導の事業であ

口広告収入の半減、暑中広告収入の減少

どで構成する予定）の開催、30周年記念

り、特に法人協力会のバックアップが大

傾向を鑑みて、前年から40万円縮小した

誌の発行を行い、5年先、10年先のJIAの

きいことが強調された。また、支部長を1

こと、支部大会の収支が追加されている

発展をPRしていくことが報告された。

年経験し、大きく性格が異なる4地域会

点を言及された。また、2016年度に対して

通常総会終了後は、安田幸一氏の記念

収支金額をどの事業も圧縮した上で、収

公演が行われ（P8「静岡発」）、講演会終

支差額を合わせたことが説明された。

了後に、講師、来賓、法人協力会員、個人

以上、すべての議案が滞りなく審議・承

ていることが確認され、伊久美太助議長

協力会員も交えての懇親会が開かれた。

認され、総会は閉会された。
中澤賢一（JIA 愛知）｜
会場の様子
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東海支部会報委員長・

石橋

愛知地域会ブリテン委員長

静岡地域会副地域会長

剛（JIA 静岡）｜

久保田英之愛知地域会長

長尾英樹岐阜地域会長

三重地域会総会の様子

●愛知地域会

●岐阜地域会

●三重地域会

5月12日(金)APAホテル名古屋錦にて

4月17日（月）ホテルグランベール岐山にて

4月19日（水）東洋軒にて

澤村喜久夫副地域会長の司会進行で始

大瀧繁巳会員の司会進行により、長尾

通常総会は開催され、司会は芳賀信次

まり、最初に来賓の車戸愼夫東海支部長

英樹岐阜地域会長の挨拶で会は始まりま

と鈴木利明本部理事の紹介がありまし

した。その後、本日の出席者及び委任状

会員により進められました。開会の挨拶

た。続いて本年亡くなった会員の方の報

の数が発表され総会の成立が宣言されま

告があり、黙祷が行なわれました。その

した。議長には寺下浩会員が選出され議

後、久保田英之地域会長の挨拶、司会者

案審議が進められました。

から本日の出席者および委任状の数が発

はじめに1号議案として、長尾地域会

表され総会の成立が宣言されました。議

長より「2016年度事業報告」、小塚進会員

長は司会者一任で石黒正則会員が選任さ

より「2016年度収支決算報告」がなされ、

れ石黒議長の進行で議案の審議が始まり

全会一致で承認されました。今回の審議

ました。

案件は1議案のみでしたので、引き続き

第1号 議 案 は 久 保 田 地 域 会 長 よ り

報 告 事 項 と し て、長 尾 地 域 会 長 よ り

「2016年度事業報告承認の件」、第2号議

「2017年度岐阜地域会基本方針」
「2017年

案は見寺昭彦総務室長より「2016年度収

度事業計画案」、小塚進会員より「2017年

支決算承認の件」の説明がありました。

度収支予算案」が発表されました。閉会

小田義彦監査から監査報告がなされ、両

の辞を山田浩史地域会副会長が述べ、総

議案ともに可決承認されました。次に、

会は滞りなく終了しました。

久保田地域会長より「2017年度事業計

今年度岐阜地域会としては、東海支部

画」、森哲哉総務委員長より「2017年度予

大会の主幹が有り、そこに多くの労力と

算」の報告がありました。

時間が必要となります。そのため、その

2年目を迎える久保田地域会長は、魅

他の事業のスリム化を図りつつも、例年

力あるJIAを社会へ発信し、社会から必

事業の「JIAの窓」では、昨年好評であっ

要とされる建築家を目指す。会員がJIA

た建物見学会を住宅部門で開催や、建築

に魅力を感じ、建築家が社会の中で仕事

のディテールにスポットを当て実例を持

をしていくことがより良い環境や社会を

ち寄り発表する座談会など、内容の濃い

生むという思いを共有し、社会にアピー

事業を行っていく予定となっております。

ルできるオールJIAの組織体制で事業を

その後、会場を移動し、来賓、法人協

行い、10年後を見据え若い会員を増やし

力会員を交えての懇親会が和やかに催さ

たいと話しました。

れました。

では、奥野美樹会長より2年間の任期の
中で行われた事業について、すべてが滞
りなく進められたことについての報告並
びに感謝の言葉がありました。来賓とし
て東海支部から車戸愼夫支部長、矢田義
典幹事長にお越しいただき、車戸支部長
より挨拶いただきました。
議事は、選出により滝井利彰会員を議
長として進められました。会員数30名
中、出席者20名、委任者7名により1/5
以上の出席者を満たし総会成立が宣言さ
れました。
第1号議案2016年度事業報告を芳賀信
次会員、第2号議案2016年度事業収支決
算を出口基樹会員、と報告があり順次承
認されました。議事が終了し議長が解任
された後、新役員による報告事項へと続
き2017年度新役員などの構成、2017年度
事業計画、2017年度の事業収支予算報告
された後、通常総会閉会しました。
総会後には記念講演会として「草創期
の先輩建築家たち」と題して三重地域会
会員でもある清水一男先生によりご講演
いただき、その後堂会場にて来賓、協力
会員を交えての懇親会を開催しました。

以上をもって、総会は約40分で閉会と
なりました。

野々川光昭
（JIA愛知）
｜

山田浩史（JIA岐阜）
｜

阪 竹男（JIA 三重）｜

愛知地域会職能･資格制度委員長

岐阜地域会副地域会長

三重地域会広報委員長
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JIA 静岡発

総会記念講演会

安田幸一氏「ポーラ美術館以降15年の活動」
2017年4月24日、JIA静岡通常総会開

をつくるときは螺旋状に昇華していく」

催後に東京工業大学教授で建築家の安田

という大学の理念（CS：クリエイティブ

幸一さんの講演会が行われました。日建

スパイラル）を受け、ホールを少しずつ

設計での最後の仕事となったポーラ美術

ずれた螺旋状のスロープで囲み、そこに

館と、それ以降の活動について、作品を

散りばめられたトップライトから光が差

解説しながらお話いただきました。作品

し込む計画としました。この場所にどう

に共通して見られた意識は、「上からの

やって建築をつなぎとめることができる

光がどうやって建築に降りていくか」と

かを考え、三角形のトップライトでスパ

いうことでした。その場所での光の在り

イラルのイメージを増強させることで、

方が、建築の在り方を示してくれるよう

大学にとって創造の核となる空間をつく

にも感じました。

り上げました。

安田幸一氏

ポーラ美術館では、箱根の国立公園の

川崎駅東口駅前広場ではガラス屋根を

ど、設備というより意匠でコントロール

森の中で、自然公園法に基づく8ｍの高

用いて自然光を地下まで導き、西麻布の

している点が特徴的でした。卓越風を読

さ制限をクリアするために、建物の大部

住宅では中央の階段室のトップライトか

み、吹抜けや小窓、天窓やスノコの2階

分を地中に計画しました。計画当初に描

ら季節に応じた光の取り込み方を提案し

床を計画的に配置して、気流や温熱環境

いた「ブリッジを渡り、崖のような所を

ました。都会の中の人工の木漏れ日、心

の仕組みを空間全体で解決する手法は、

下りていって円柱形の建物に入る」とい

地よい光の状態をいかに建築で実現する

建築のスキマのデザインの仕方のよう

うイメージスケッチに基づき、この崖の

かという指向は、東工大でのプロジェク

な、素朴な可能性を感じさせるものでし

ような谷の空間をいかに明るく見せ、か

トでも見られました。

た。

つ周囲の自然を認識できるようにする

講 演 の 中 で 特 に 印 象 に 残 った の は、

考えてみれば、風土に根ざした伝統的

か、ということに対して最後まで意識を

2015年度JIA環境建築賞最優秀賞を受賞

な日本建築の過ごしやすさは、大掛かり

集中されました。

された[[[cell]]]のお話でした。元々この賞

な設備や膨大なデータを背景に導き出さ

私もポーラ美術館を訪れたことがあり

の審査員をしていた安田さんが、建築家

れたわけではありません。敷地周辺で手

ますが、橋を渡りエントランスから下り

の林昌二さんの元秘書の一人で住まいの

に入れられる建材を用いながら、建築の

ながらアプローチしていく中で経験し

ための住宅を設計することになり、この

つくり方の中で何か手がないか。空間の

た、森の中に分け入っていくような感覚

機会に自分の考える環境建築を表明して

とり方で工夫できないか。先人達もそう

は、とても清々しいものでした。木漏れ

おこうと取り組んだ作品でした。タイト

考えたはずです。現代において今一度、

日のように上から降り注ぐ光、山の地表

ルが3つのカッコで囲まれていますが、

動線や機能とは違う視点で空間構成を見

のように大胆に表れるスラブ断面、印象

これは住宅の寝室が3重の殻に包まれて

つめ直してみることで、新しい環境建築

派の絵を美しく照らすパリの夕暮れのよ

いることを意味しており、寝室を包む内

が生まれることでしょう。私も大いに参

うな照明など、建築と自然が一体となっ

壁、空間を挟んでレンガの壁、空気層を

考になり、取り組んでみようと思いまし

た姿を憶えています。

挟んでコンクリートの外壁という入れ子

た。ありがとうございました。

その後安田さんは、ポーラ美術館を見

状の構成になっています。
「ほっこり感」

た東京造形大学の関係者から、絵画の教

という居心地を目標に、空調においては

室棟として美術館のような校舎（現CS

寝室の隣の納戸を冷やして漏れた空気を

PLAZA）をつくって欲しいと依頼されま

寝室に出すようにし、通風においてはリ

す。建物の中に大学を象徴する空間を内

ビングのソファに座る人がちょうど顔に

包させたいと考えた安田さんは、「もの

風を感じられるよう小開口を計画するな
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八木紀彰（JIA 静岡）｜
八木紀彰建築設計事務所

JIA 三重発

通常総会記念講演会

清水一男氏「草創期の先輩建築家達」
JIA三重2017通常総会が4月19日に津

つつ、三重県内を奔走されたそうです。

市内のレストラン「東洋軒」で開催されま

そして設立当初、約7000人の会員が登録

した。このところ恒例となっている外部

されたとの事でした。

講師を招いての総会後の講演ですが、今

新日本建築家協会の初代会長には建設

回は会員の清水一男先生にお話をいただ

省や東大にも顔が利くという事もあり、

きました。いつも地域会、支部の会議や

丹下健三氏が選ばれました。設立の記念

行事などにも積極的に参加されている先

式典は品川プリンスホテルで、皇太子殿

生ですがお歳は89を数えます。そんなわ

下・妃殿下や世界各国の建築家協会会長

けで『草創期の先輩建築家達』と題し、私

をお招きして大々的に行われたそうで

たちの知らないJIAの歴史など、先生の

す。

実体験を交えお話をしていただきまし
た。

建築家教育については、まず、中村順
平氏をご紹介されました。氏は、曾根・中

①建築職能団体の変遷、②建築士法の

條建築設計事務所に入所し、戦後はフラ

制定、③新日本建築家協会の設立、④建

ンスに留学。その留学中に、文部省・建設

築家教育の熱き想い―の大きく4つの項

省から日本に建築学科をつくりたいと打

目を提示いただいての講演でした。

診があったそうです。その際、「日本の

清水一男氏

建築教育は世界に通じない、やりたいよ

を実現させ次の世代につなげたいと穏や

1886年に造家学会が設立されたところか

うにやらせてくれるなら」との条件付き

かな語り口で、しかし強い思い入れを

ら始まり、1914年に全国建築士会（現在

で帰国され、横浜高等工業学校（現・横浜

持って話されました。

の建築士会ではなく、設計監理を主体と

国立大工学部）建築学科の主任教授につ

この講演を聴かせていただき、諸先輩

した会員で構成）の設立となるようです。

かれました。学校では緻密なドローイン

方が今の私たちの仕事環境を開拓し、今

時代は下り、1950年に建築士法が制定さ

グやエスキス課題などとともに妥協のな

につなげてくれているということを再認

れますが、設計監理を専業とする職能法

い指導をされたそうです。また、設計・施

識しました。私たちは今の時代を紐解

＝“建築家法”の確立とまでは至りません

工の分離についても強く指導されたとの

き、求められている建築家とは何かを再

でした。そうした中、1956年に日本建築

ことでした。学外では私財を投じて私塾

度問い直し、その上で建築家という職能

家協会（家協会、または旧家協会）が設

（中村塾）をつくり、多くの建築家を育成

を社会に向かってもっともっと発信して

立、1975年には日本建築設計監理協会連

されたとのことです。この三重県でも氏

いかなければならないと感じました。そ

合会が設立されます。この2つの団体が

の教え子の伊藤一秀（いとういしゅう）氏

れが市民の日々の、そして未来の幸福へ

合流するような形で1987年に新日本建築

が県立津工業高校建築学科で教鞭を取ら

の貢献になるのですから。

家協会が設立されました。

れていたそうです。そして、なんと三重

さて、職能団体の変遷となりますと、

清水先生はこの新日本建築家協会設立

地域会の諸先輩方の中に伊藤一秀氏の教

の前後とそれ以降の流れを実体験も交え

え子が二人もいたのでした！（総会にお

て話されました。
“建築家法”の確立のた

二人とも出席されていました）中村順平

め建設省と折衝するにはある程度の人数

氏の孫弟子ですね。歴史・教育はやはり

を揃える必要があるとの事で2万人を目

脈々と今につながっているのです。

標に新日本建築家協会の設立準備会が進

新日本建築家協会ができて30年となり

められたそうです。清水先生も設立にあ

ます。清水先生は講演の中で“建築家法”

たっては会員を募るために慎重に人選し

の設立は建築家協会の悲願であり、それ

中西修一（JIA 三重）｜
shu 建築設計事務所
ARCHITECT
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速報！

第 24 回 JIA 東海学生卒業設計コンクール 2017 公開 1 次審査結果
今年で24回目となるJIA東海学生卒業設計コンクールの公開1次審査
が、4月15日（土）、金山の名古屋都市センターで開催されました。昨年末、
34校に応募要綱を発送し、
13校より37作品の応募がありました。
審査員長に東京大学大学院教授の千葉学先生、審査員に榎戸正浩氏、
川本敦史氏、塩田有紀女史、鈴木利明氏の5名を迎え、一次審査通過10作
品を公開審査で選出しました。
まず、午前中1時間で審査員のみの審査（非公開）をしていただき、午
後に応募者を含めた公開審査を行いました。
今までは、1次審査を非公開で行ってきましたが、審査員が作品に対する
質疑などをできないまま決定され、入選外になった学生諸子には、入選
外の通知のみが手元に届き、お互いがコミュニケーションのない状態で
した。1次審査を公開審査とするのは今年で2回目ですが、昨年と少し内
容を変更して行いました。
まだまだ改良の余地があるように思います。

午前の審査は審査員のみで

審査は審査員長の千葉先生の指導のもとで、各審査員が持ち点10点
で投票し、1回目の投票で4票以上得点した4作品と、1回目で2点以上得票
した作品を対象にした2回目の投票で、各審査員が持ち点3点で投票し6
点を選出しました。以下に、選出された10作品（受付番号
順）
を掲載します。
吉川法人（JIA 愛知）｜東海学生卒業設計コンクール特別委員長・
吉川法人＋都市建築デザイン室

● 表象する原風景
上原 啓（名古屋工業大学 工学部 建築・デザイン工学科）
● 真珠と巡る海と山
青山瑶子（三重大学 工学部 建築学科）
● 水影ノ共生 作法
田淵隆一（名古屋工業大学 工学部 建築・デザイン工学科）
● 陶器の轍
伊藤 鈴（名古屋工業大学 工学部 建築・デザイン工学科）
● 表出する居所
杉山弓香（名古屋工業大学 工学部 建築・デザイン工学科）
● COWTOPIA ～街型牛舎の再興～
小澤巧太郎（名古屋大学 工学部 環境土木・建築学科）
● 島の学び～篠島における暮らしのみちを辿る～
境 将司（名古屋工業大学 工学部 建築・デザイン工学科）
● まちと子の共育思創
平林永里加（名古屋工業大学 工学部 建築・デザイン工学科）
● 軒に住まい、道に学ぶ
重永恵実（名古屋工業大学 工学部 建築・デザイン工学科）
● さらば、私の
柴田英輝（名城大学 理工学部 建築学科）

午後は応募者を集めて。作品の説明をする学生たち

会場全体の様子
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東海支部役員会報告
三重地域会のジュニア会員より将来正会員になりたいのだが、

日 時：2017年4月14日（金）16：00 ～ 18：00

自分で設計した住宅のみ施工することに正会員資格として問題が

場 所：JIA 東海事務局

あるかという質問が支部に寄せられた。「専ら建築設計監理を業

出席者：支部長、本部理事、幹事9名、監査2名、オブザーバー 7名

務とする」という部分の解釈に対して議論は白熱し、継続して協
１．支部長挨拶

議することになった。
今後の社会に求められる建築家の職能は少子高齢化や環境問

２．報告事項

題、空き家対策などに対応し、リノベーションが増え、新築は減

(1) 本部報告

り続ける傾向であろう。そして不動産・施工・環境・まちづくり・

① 第2回 職責等検討特別委員会（4/3）
（小田）

市民とのコミュニケーションなどのさまざま知識が必要とされる

② フェローシップ委員会（4/4）
（谷村）

ことになる。

③ 教育表彰委員会 第5回 CPD-WG（4/13）
（鈴木）
（２）支部報告

JIA のイメージを図にしてみた。
① 団 体・組 織 同 士
の 交 流では変 化や
問題に対応していく
ことは難しい。

①2016年度監査報告（鳥居 / 服部）
３．その他
①正会員 転入「河村大助」
（久保田）
②退会届 法人「㈱岡村製作所」
（大瀧）
議 事
１．審議事項
①入会申込 学生「山中瞭平」
（奥野） →承認
②事業報告書「東海住宅建築賞2016」
（吉元） →承認

② 会員条 件を単 純

２．協議事項

に緩くしたり、会員種

①2017年度 静岡地域会持出役員会（矢田 / 大瀧）

別を細分化したりし

・6月9日掛川にて。次回予算書提出。

て専 門 会 員・個 人

②建築相談について（矢田）

協力会員が増加する

③東海支部 2017年度通常総会議案書について（矢田）

と会の方向性が分か

④会員資格について（奥野）

りにくくなる。正会員
中心が良いと思う。
③違う組織に所属す
る方をキーマンと捉え
て、大きなまとまりを

３．その他
①アルカジア大会2018実行委員選出について（矢田）
・吉元（愛知）を選出
②ポーランド建築家協会との国際交流会について（車戸）
・お断りした。

つくっていく。 多 様
な社会に対応してい
くために緩やかな連
帯をつくっていくべき
である。

キーマンになる方は会員資格が微妙な方が多くなるであろう。

◉東海とっておきガイド｜番外編｜
流行に乗って東海支部事務局も名古屋駅前に移転したらどうで
しょうか。
ここは廃校になった旧那古野小学校です。まだ再利用について決
まっていないようです。

所属の組織で判断するのではなく個人・個人を見ていくことが必

JIA でコンバージョ

要であり、入会にあたって推薦人が重要になる。個人が分断され

ンして建築家のサロン

つつある現代社会で建築に関わる者が仲間意識を持つことの重要

にしませんか。名古屋

性を考慮すべきだ。

以外の愛知の会員や
静岡・岐阜・三重の
会員が集まるのにとっ

吉元

学（JIA 愛知）｜ワーク・キューブ

ても便利です。
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連続環境セミナー @2017『省エネ法を超えて』

開催概要｜本企画は東海支部愛知地域会住宅研究会（以下、住

国から吸収し逆に全国へ発信することが次の目的で、東海版気候

研）の主催です。住研の枠が支部に広がったこともあり、愛知のみ

風土型住宅について第 2クールで議論する予定です。

ならず支部全体を対象にしています。また、当時 JIA 環境会議議長

共

だった野沢正光氏に全体構成や講師人選などの相談に乗っていた

るには、業務報酬的にも時間的にも少し無理があり、設備設計者

だき、3 回目（当初は最終回予定）の講師も快くお引き受けいただき

に頼れる範疇もフィーも限られるのが現状だと思います。百花繚乱

ました。遡れば四国・中国支部開催の「環境 × 建築 6 回連続セミ

気味な環境配慮製品やベーシックな要素技術も、ケースバイケース

ナー 2013 基礎編」、「同 5 回連続セミナー 2014 実践編」
（JIA 四国

で組み合わせの善し悪しを判断する必要がありますが、そのための

の HP 参照）に刺激を受け、同様の連続セミナーを開けないかと東

情報処理やデータ検証は、やはりアトリエではキツイかもしれませ

海版の企画を検討し始めたのがきっかけです。そして、歴代住研委

ん。このため、住宅分野では大手ハウスメーカーや工務店の方が先

員長やコアメンバーの方々のご努力により、めでたく第 1クール（全 5

に「なんちゃって環境建築」から卒業しているように見えます。一方

回）を開催することができました。計画では第 2クール（全 5 回）も今

で、環境設計に対する補助は稀で、ZEB/ZEH などの工事補助も設

年中の開始を目指していて、隔年で第 1と第 2 を何度か繰り返し、

計者のボランティア的負担、又は別途外注が必要なのが現状かと

参加経験者数を増やすことができればと考えています。

思います。遅きに失している感もある温室効果ガス6 種の削減対応

目

的｜単発的なセミナーや他事例の聞きかじりに頼りがちな環

を念頭に、地域の古い知恵も掘り起こし、構造のように当たり前にこ

境建築に関する知識を基礎から体系的に見つめ直し、2020 年の改

なし、さらに進化させ見直し続ける必要があるという、もはや一分野

正省エネ法新基準に最低限対応できるようにするだけでなく、それ

ではなく必須な環境建築に対して、JIAとしての業界的な知識技術

を乗り越え、どう建築設計やまちづくりに生かしていくかのスキルアッ

の共有化と議論が命題になっていると思います。

プが主要な目的なのはもちろんですが、それだけではありません。実

将

は、前述の四国・中国では、中央の制度化に対して地方から見直し

で無料』としてみました。計算や機器に頼る部分もあり、将来に対す

提言を発信していくための勉強と研究をするのが真の目的で、常暑

る危機意識も吸収力も高い若手にこそ、これからの環境建築を当た

地域からの反発です。九州・京都などで盛んに議論され始めている

り前のように担って欲しいと願っています。

有｜環境に関しては、設計者一個人の負担で全てカバーす

来｜今回のセミナーは、事務所のボス+『若手スタッフ1 名ま

伝統工法の位置づけ見直し論も同様の動きです。このような各地域
のムーヴメントにより、改正省エネ法に「ただし書き」が加わり、その
具体化は各地域にゆだねられることになりました。昨年から『気候
風土適応型住宅』策定に向けての模索が地域に求められ始めてい
ます。地域区分が全国で最も多岐に渡る東海支部だからこそ、全

柳澤

力（JIA 愛知）｜ JIA 環境会議東海支部委員

U 第 1 クール全 5 回概要（全 5 回受講が原則。3 回目と5 回目は個別に一般参加も募集）
1 回目（2017 年 2 月25日）

宇野勇治（愛知産業大学造形学部建築学科准教授）
『地域のポテンシャルを活かしたパッシブデザイン —気候と素材と伝統—』＠名古屋 TOTO ショールーム

2 回目（2017 年 3 月18日）

清野新（ARUP JAPAN）、末光弘和（SUEP 代表取締役）
『シミュレーションから生まれる空間のリアリティ／環境性能の新しい表現と展開』＠名古屋 TOTO ショールーム

3 回目（2017 年 4 月8日）

野沢正光（野沢正光建築工房

代表取締役）

『性能と居心地：野沢メソッドを語る／愛農学園の見学』＠三重県愛農学園

4 回目（2017 年 5 月20日）

辻充孝（岐阜県森林文化アカデミー准教授）
『環境データを活用した設計手法と居住後評価／省エネ基準における計算手法のイロハ』
＠岐阜県岐阜市民会館

5 回目（2017 年 6 月17日）

澤地孝男（国土交通省国土技術政策総合研究所
大倉靖彦（アルセッド建築研究所

建築研究部長）、

代表取締役副所長）

『自立循環型住宅への設計ガイドライン 入門編＋実例紹介と省エネ設計のポイント』
＠トーヨーキッチン名古屋ショールーム
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地域のポテンシャルを活かしたパッシブデザイン
第 1 回目
レ ポ ート

―気候と素材と伝統―

講師：宇野勇治（愛知産業大学造形学部建築学科准教授）
会場：名古屋 TOTO ショールーム

2017 年 2 月25日

住まいの設計を生業とする建築家としては、これまでは『見た目

れました。すでに、ハウスメーカーは平成 25 年の省エネ基準をク

のデザイン』を重視してきました。外観の面白さや細かなディテー

リアしています。また、工務店の中にも、ハイレベルな断熱性能を

ルにこだわることに建築家としての存在意義があり、また他にはな

有する建物を提供するツワモノも出てきています。それらに追いつ

いデザインの建物を世に送り出していくことが建築家としての職能

けない工務店は今後仕事が無くなる可能性が高いにもかかわら

であると、これまでは考えていました。

ず、建築家はどうなのだろうか ? と考えさせられました。

しかし、2020 年には省エネ法が住宅にまで波及してくることが

建物の省エネについては、その建物の断熱性能（断熱材の厚

決まり、ハウスメーカーや工務店はそれらの対応への関心度が非

さやサッシの性能、ガラスの性能）だけではなく、その建物の周

常に高く、また早い段階から進んでいたものの、われわれ多くの

辺環境までもその評価に取り入れる手法が出てきていることも紹介

建築家がそれらへの関心を持たずにいて、このままでは迫り来る

されました。また、断熱材の厚みだけでなく、気密を確保しなけれ

省エネ法への対応がままならなくなるのではないか ? ということに

ば、本当の性能を発揮できないこともお話しされました。大きな窓

危機感を大いに抱き、住宅研究会として自分の設計した住宅は

や吹き抜けも、デザイン住宅としては欲しくはあるものの、高気密・

できることならば自分で、もしくは自分のアトリエの中で評価できるよ

高断熱な住宅でなければ、冷房、暖房にかなり負荷を与えてしま

うになろう! なるべきであろう! それを目標にして、愛知産業大

うということもお話されました。

学の准教授で、われわれ住宅研究会の仲間でもある宇野先生を

今回のお話は、数値的な話題をできるだけ避けて、まずはどうし

第 1 回目講師としてお招きし、連続環境セミナーがスタートするに

て省エネにする必要があるのか、エコハウスの利点は何かという

至りました。

話題から始まりましたが、そういう話をまず聞くことで、省エネ住宅

まず概論として、省エネ住宅とは何か、またエコハウスとは何か

に対応していく意義を知り、理解することができたと思います。逆

ということが話されました。また、われわれが設計するデザインを

に今までのわれわれの提案する住まいは、そういった理念に無頓

重視した住まいの中には、省エネとは言い難い性能を有した住ま

着過ぎたのではないでしょうか ? われわれ建築家は、デザインと

いが多くあることも話され、非常に耳が痛くなるお話でした。そもそ

環境性能は反りが合わず、融合できないと思っていたわけですが、

も、日本の省エネ基準は海外に比べて非常に緩い状態であり、

それはただの逃げにすぎず、省エネに関しての技術や評価法を学

今後住まいを設計していく中での省エネ基準目標値としては、

び、それを上手く取り入れていくことで、デザインと省エネを持ち合

『HEAT20』のG1、G2レベルを目指していくべきであるともお話さ

わせた、これからの住まいを提案していくことが可能なのではない
でしょうか?
もちろん、デザインとその省エネ技法はなかなか混じり合わない
こともよく分かっています。環境性能を高めるとデザインは面白くな
い建物になってしまい、逆にデザイン主義にすると、今度は環境
性能はおろそかになってしまう。しかしながらこれからの住まいの
提案手法を考えるにつけ、やはり人間が住まう場所は、ある程度
の省エネ性能を鑑みてデザインと上手く折り合いをつけていかな
ければいけないのでは? それが時代なのではな
いかと、考えさせられる講習会となりました。
宮坂英司（JIA 愛知）｜アトリエ創

セミナーの様子
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保存情報 第 187 回

J I A 愛知保存研究会

愛岐トンネル群

登録有形文化財

（旧中央線玉野第三隧道、旧中央線玉野第四隧道、
旧中央線笠石洞暗渠）

■紹介者コメント
JR中央本線の定光寺駅すぐに、旧国鉄時代

愛岐トンネル群

の中央線の廃線跡がある。名古屋から多治見を
つなぐこの路線は明治33（1900）年に開通、定

中央線

光寺駅は当初、玉野信号場といって、単線の行
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違いの待ち合わせ場所であった。そこから仮駅と

定光寺

なり、地元の旅館などが仮設駅の利用者を増や

定光寺駅

定光寺
公園

す努力をしたことなどから、大正13（1924）年正
式に定光寺駅開業となった。多治見などの陶磁

3号トンネル

4号トンネル出口

暗渠

溝内部

器産業の発達とともに定光寺を観光名所とし、長
らく賑わっていた。現在は老舗旅館も廃業し当時

から山からの大水を放流する暗渠が登録文化財

の活気は見当たらない。

の指定をうけた。

単線の旧中央本線は、昭和41（1966）年に廃

トンネルの構造はレンガ積みの馬蹄形デザイン、

線、高蔵寺、多治見間には13基のトンネル群が

イギリス人技師によるもので典型的な明治のトンネ

森の中に埋もれた。廃線から40年後、赤レンガの

ル構造。トンネル群に使われたレンガは1600万個

トンネルがあることが話題となり、市民有志が調査

ともいわれ、多治見や三河、四日市など広い地域

に入り13基のトンネルが発見された。廃線跡地は

から集められた。現在は、愛岐トンネル群保存再

当時名古屋の建設会社が国鉄から払下げを受

生委員会によって春と秋の2回、一般公開されて

けていた。その後、市民団体は現在のNPO法

いる。約1.7kmの区間を歩いてトンネルを眺める

所有者：特定非営利活動法人
愛岐トンネル群保存再生委員会
所在地：春日井市玉野町字東谷 1664-1、1667-1、
木附町字隠山ニ 39-2 他
建設年：明治33（1900）年
暗渠は昭和32（1957）年改修
構造・規模：旧中央線玉野第三隧道
煉瓦造、延長76m、幅員4.6m
旧中央線玉野第四隧道
煉瓦造、延長75m、幅員4.6m
旧中央線笠石洞暗渠
煉瓦造、延長11m、
幅員1.2m

人愛岐トンネル群保存再生委員会として、ナショ

と、多くの人の力によってつくり上げられたことが

ナル・
トラスト活動の末、その土地を所有。今では

伝わってくる。廃線でなければ、汽車に乗って

維持管理、さらに活用について活動されている。

潜ってしまうのだが、レンガの目地や色合いなどが

浅井裕雄（JIA 愛知）｜

昨年の秋に愛岐トンネル群の内、3号と4号それ

見え、当時の鉄道開通の思いが伝わる。

裕建築計画

データ発掘（お気に入りの歴史的環境調査）

桜天神社（桜天満宮）
と桜通りの名称の由来
地下鉄鶴舞線
地下鉄名城線
中日病院●
名鉄瀬戸線
丸の内
地下鉄桜通線
久屋大通
テレビ塔● ●
NHK

桜天神社
伏見

尾張名所図会の桜天満宮

■発掘者コメント
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全景

栄
地下鉄東山線

拝殿（道路からは見えない）

を鳴らす鐘楼も描かれています、敷地入口付近

の由来は通り沿いにあった桜天満宮からで、こ

名古屋市には学問の神様「菅原道真」を祀る

にレプリカが建てられ当時を偲ばしてくれま

こは神木として桜の大樹が多数ある桜の名所

神社が３社あり、その一つが桜天神社（桜天満

す。今も桜通りに面して創建時の場所にありま

であったことからこのように呼ばれました。し

宮）です。神社の由来は織田信長の父信秀の時

すが、住宅都市整備公団による平成7（1995）年

かし現在は桜並木はなく銀杏並木が有名に

代にさかのぼります。信秀は天神様を信仰して

の都市再発事業によって建て替えられ、三方を

なっています。

おり、菅原道真の木像を那古野城の一角に祀っ

高層ビルに取りかこまれて、その中にすっぽり

たのが始まりとされ、この地に天文9（1538）年

埋まっています。

創
建：天文7（1538）年
所 在 地：名古屋市中区錦2-4-6
アクセス：名古屋市営地下鉄鶴舞線・桜通線丸の内駅
下車5番出口 徒歩1分
参考資料 尾張名所図絵

に社を創建して安置し、万松寺の鎮守としまし

社の前を通る桜通りは、昭和12（1937）年国

た。慶長17（1612）年の御遷府のときに万松寺

鉄名古屋駅の移転改築に合わせて、当時として

は大須に移されましたが、社はそのまま残され

は異例の幅50ｍで建設され、桜通り大津まで

ました。この地の尾張名所図絵を見ると本社、

開通し、その後太平洋戦争後に戦災復興の一

薬師堂、末社、拝殿、絵馬堂が描かれていて、

環として内山町交差点付近まで完成し現在の

当時はかなりの規模であったことが伺えます。

形となっています。古地図を見るともともとは

福田一豊（JIA 愛知）｜

また、城下に昼夜12時に時を知らせるため鐘

菅原通りという幅の狭い通りで、桜通りの名称

福田建築事務所
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Bulletin Board
JIA 新人賞2016

「数字で比較する ZEH」で設備仕様が変わる

受賞記念講演会 スタジオヴェロシティの作品について

『ZEH』住宅セミナー

CPD3 単位申請中

住宅研究会＋ LIXIL 共催

2016年度のJIA新人賞を受賞したスタジオヴェロシティの栗原氏

「ZEH元年」と言われた2016年が終わりました。ZEHというモノ

と岩月氏による記念講演会。受賞作である「愛知産業大学 言語・情

を一度整理し、自社仕様を再検討してみませんか? ZEHを「数字で

報共育センター」を設計者による案内のもと見学し、講義室に場所

表現」し「比較」すれば、今まで知らなかったことが見えてきます。

を移してスタジオヴェロシティの自作やそのほかの活動について、

設備仕様選びの、ご参考にしていただける情報をご紹介させていた

学生や建築家を目指す若い世代に向けた講演を行う。

だきます。

■日時

■日時

2017年7月8日（土）14：00 ～ 17：00

2017年6月22日（木）13：30 ～ 16：30

講演会後（18：30 ～）、東岡崎にて懇親会を予定しています。

■会場

■場所

LIXIL名古屋ショールーム

愛知産業大学 言語・情報共育センターおよび大講義室

■参加料

■講演者

無料（CPD申請希望者のみ1,000円）
■参加人数

パネリスト：栗原健太郎（スタジオヴェロシティ）
岩月美穂（スタジオヴェロシティ）

40名限定

ゲ ス ト：西田 司（オンデザインパートナーズ）
司

会：吉村昭範

地域会だより
＜東海支部＞

7/8

JIA新人賞受賞 studio velocity講演会

4/15

第24回東海卒業設計コンクール2017 公開1次審査

5/12

支部通常総会

＜岐阜＞

5/27

第24回東海卒業設計コンクール2017 公開最終審査

4/17

支部大会実行委員会（15：00 ～ 16：00）、

6/24 第5回JIA東海住宅建築賞 公開審査

臨時役員会（16：00 ～ 16：40）、

7/22〜23 第5回JIA東海住宅建築賞 現地審査・表彰式

通常総会及び懇親会（17：00 ～ 20：00）、
総会（17：00 ～ 17：50）、

＜静岡＞

懇親会（18：00 ～ 20：00）

4/13

4月静岡地域会定例役員会

場所：ホテルグランヴェール岐山

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

6/9

6月静岡地域会拡大役員会

6/9

支部持ち出し役員会（静岡）
・見学会

5/23

第1回役員会（18：30 ～ 20：30）
場所：岐阜駅ハートフルスクエアG2F 小研修室2

6/20

第2回役員会（18：30 ～ 20：30）
場所：岐阜駅ハートフルスクエアG2F 小研修室2

＜愛知＞

＜三重＞

2月～ 6月 住宅研究会 連続環境セミナー（全5回）

4/11

会計監査 はな房（11：00 ～）

5/12

愛知地域会総会

4/11

第1回役員会 はな房（12：00 ～）

5/23

JIA実務セミナー（弁護士セミナー）

4/19

2017年度三重地域会通常総会 レストラン東洋軒（16：00 ～）

5/26

愛知地域会法人協力会総会

講演会：清水一男氏（JIA三重相談役）
「（仮称）設立当初の話から」

6/14

愛知地域会法人協力会役員会

懇親会

6/16

愛知地域会役員会

5/19

第2回役員会、第1回例会：三重県総合文化センター

6/22

住宅研究会 LIXILセミナー

6/16

第3回役員会、第2回例会、会員研修会１
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編 集 後 記

て硬くなった頭のスキマを風が抜けていく

品に触れその思いを共有できるのではと思

ような感じがしました。

います。6月4日（日）まで名古屋都市センター

（牧ヒデアキ）

●私たちの団体も1987年に JIAとして再ス
●安田幸一氏を迎えて行われた静岡地域会・

タートを切って今年で30年。その6年後にス

総会記念講演会の記事の中の、最後の段落の

タートした東海学生卒業設計コンクールは、

文章が心に残りました。昨今の建築家の仕事

その年輪を重ねて今年で第24回を迎え、建築

は、常に時代や政策や補助金の影響を受け、

学生にも定着して大きな役割を果たしてい

また時代の技術と共にあります。クライアン

るように思われます。今年は13校より37作品

トの要望だったり、建築家の提案だったりし

の応募があったとのこと。最終審査に進む10

ながら新しい技術や方式を採用していくこ

作品が今号に掲載されています。戦後の荒廃

とになり、またそれらが震災などの出来事を

を目の当たりにし建築を志した今80代の人

境に見直されたり（以前の技術・方式に戻っ

たちや、6年前、一つのまちが一瞬にして目の

たり）、さらに新しい何かに変わったりして

前から消え去るあの信じがたい大震災を目

います。建築家は説明責任という言葉の通

撃した20代の建築家や学生たち。そのどちら

り、膨大なデータを元にした説得力のある説

も多感な青春時代を生き、これからの建築

明が常に求められます。そんな中にあって、

を、都市を求めて夢を抱き取り組んでいる。

「現代において今一度、動線や機能と違う視

この6月号がお手元に届くころには最終公開

点で空間構成を見つめ直してみることで、新

審査も終わり、展示会が開かれているころで

しい環境建築が生まれることでしょう。」と

す。激しくゆれ動く現代に、いまの若者が何

いう話は、いろいろなことでいっぱいになっ

を考えどんな夢を将来に描いているのか、作

16
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で入選作品展示会が開催されています。
（黒川喜洋彦）
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