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　名古屋大須。文化や国籍が入り混じるこのまちの角地に、1949
（昭和24）年から変わらぬ風景をつくるその店はある。その名も「角
屋」。大須のまちなみを形成する店構えを象徴するストレートなネー
ミングである。
　まだ明るい初夏の夕刻、匂いに誘われ行列に並ぶ。水廻りと焼
台を合わせ一畳ほどの厨房空間を横切り、カウンター席へと向かい
店内を見回すと、カウンター、壁や天井はすすで真っ黒。席と席と
の間隔はトイレに行くのも一苦労なほどに狭い。決して快適とは言え
ない小さな空間であるが、人々はひしめきあいながら、みな嬉しそう
に焼き鳥を頬張る。そこには新築の洒落た店には決して生み出すこ
とのできない、70年近い年月を積み重ねたこその、空気が確かに
形成されているのだ。
　私が名古屋に来て間もないころ、人 が々行列をつくり、見ただけ
で旨い匂いが漂ってきそうな煙が立ち上る暖簾が目にとまった。タク

シーの運転手さんに尋ねると、「名古屋で最も古くて最もうまい焼き
鳥屋だよ。角屋を知らないとは、おたく名古屋の人ではないね」と言
われた。私は初めて訪れるまちでは決まってタクシーに乗り、運転手
さんに質問攻めをするようにしている。ローカルにおいてタクシーの運
転手さんは、ネットより精度の高い情報を提供するまちのコンシェルジ
ュであり、そのまちのリアルな姿を知り得るきっかけになるからである。
　角屋を訪れた日、ひとつだけ心残りがあるとすれば、砂肝が切
れていたこと。今すぐ食べたい！
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自作自演○212

田中　義彰（JIA愛知）

TSCアーキテクツ（名古屋市中村区千原町4-3ワカヤマビル3Ｆ　TEL…052-700-7700　FAX…052-700-7701）

　昔から一つのことにはまると、他のことはさておきそのことにどっぷりつかってしまう傾向がある。学生時代は勉学そっち
のけで当時まだマイナーだったヒップホップのダンスに打ち込んでいた。全国の大会に出場したりテレビ番組などにも出演し
たり、いわゆる「楽しい学生生活」を過ごした。卒業して社会人（設計事務所修業時代）になってからは、友達の影響でサーフィ
ンにはまることになる。
　仕事は仕事で全力で頑張ってはいたが、頭のどこかで時間を無理やりつくってでも海に行くことばかり考えていたような気
がする。そんな自分ではあったが、建築設計という仕事自体にはすごくやりがいと充実感は感じていた。いつかは独立して自
分の事務所をつくりたいという気持ちも年を重ねるごとに強くなっていった。そして 2008 年に独立したわけであるが、リーマ
ンショックの波にのまれながらも仕事を軌道に乗せたいと必死にもがいているうちにあんなに好きだったサーフィンにも行か
なくなってしまった。仕事一辺倒、休みもそこそこで独立から 5 年経過した 2013 年とうとう体が悲鳴を上げ、「頚椎症性脊髄
症」で首の裏を 20cm ほど切る手術を受けた。術後 1 年ぐらいはリハビリや体に気を遣っていたのだが、のど元過ぎれば何と
やらで運動不足の日々がつい最近まで続いていた。先月から生まれて初めてジムに通い始めた。きっかけはダイエット的な感
覚だったのだが、ジムでの VR 映像 ×サイクリングやヨガやダンスなどのプログラムをやっていくうちに自分の基礎体力の劣
化に幻滅しながらも体を動かして汗をかくことがすごく楽しくなってきた。独立して事務所を開設して早いもので9年半が経っ
た。これからは、しっかり体力もつけて今まで以上に「一生のはまりごとの建築」に深く長く付き合っていきたいと考えている。

最近のはまりごと

加藤　昌之（JIA愛知）

加藤設計（名古屋市東区橦木町３-５８　TEL…052-931-6671　FAX…052-931-6625）

名古屋城と城下町（ナゴヤ歴まち復興計画）

　名古屋城の本丸御殿が来春に完成しそうです。その竣工に合わせるように、正門横には城下町を模したテーマパーク「金シャ
チ横丁」の建設が５月に着工しました。また天守閣の木造化が決まり、５月９日に竹中工務店と基本協定を締結。２０２２年末
完成予定となっています。こうした動きは、「観光都市名古屋」の国際化や地域経済の活性化にとって意義ある一歩だと思います。
　しかし、これらは全て公共事業、まちの発展にはあまり影響がないと思われます。本当の城下町は城の外です。市民が暮らし
の中で歴史的建築を活用しての暮らし方や商売などの生業を成就することが城下町と言えます。京都の町屋が良い例です。
　昨今、空き家や空き地の多さが問題になっています。未だわずかに残る未活用の木造町屋や日本家屋を保存し活用して、城下
町のまちづくりに挑戦することが問題解決になります。
　こうした建物に新しいテナントや居住者を誘致して暮らしや商売ができるようにする。また未活用の土地にそうした建築を移
築または新築して新しい界隈をつくる。こうした歴史的建造物での暮らしや商売が一体となった街をつくり、共同でテナント誘
致や集客を図るプロジェクトです。
　こうしたプロジェクトは建築士だけでは不可能です。各専門士業やリーシングに強い不動産業者、広告業者、デザイナー、そ
してまちづくりに関心のある市民などの協力が不可欠です。こうしたグループが行政と協力し合うことで達成できると思います。
　「金シャチ横丁」の次は、「暮らしや商売のある歴史的街並み」（ナゴヤ歴まち復興計画）の創設が重要。これを点から線、そ
して面に広げるまちづくりが名古屋市民経済の発展になります。
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中澤　賢一（JIA愛知）

堀内建築研究所（名古屋市名東区2-170-6階　TEL/052-760-6766　FAX/052-760-6766）

最近思ったこと

　先日、週刊少年ジャンプの発行部数が200万部を割込んだとニュースになっていた。
　ところで、私は7才の頃から現在まで33年間、少年ジャンプを欠かすことなく購読し続けている無類の漫画好きである。そのため、この
ニュースには過敏に反応した。漫画雑誌界だけでなく、出版業界の不況が取り沙汰されて久しいが、そもそもこの類の報道では、なぜか
電子出版の売行きは加味されていない。実はスマホの中で電子書籍（漫画）を読んでいる人は多く、決して取り沙汰されるほど読者数
が減っているわけではないはずだ。事実、私がお気に入りの作家は、紙書籍よりも電子版の方が売れているらしいし、両媒体が存在する
ことで累計販売数が増えている作家は多いのだとか。
　数年前から漫画だけでなく、小説や文章を主体とした専門書は、全て電子版で購入している。とはいえ、写真や図面を主体とした書
籍や美しい装丁の書籍は、やはり紙媒体で購入している。媒体の在り方はコンテンツに応じてあるはずで、その回答は必ずしも一通りで
はないと思う。例えば、私が学生の頃は、数ある漫画雑誌を友人同士で分担購入して、回し読みをしていた。そこから生まれるコミュニケー
ションもあったし、実物には、現実に他者との関係性を構築できる良さがあると感じる。果たしてスマホと電子空間が前提の生活で、そん
な発想と機会があるだろうか……?
　さて、この『ARCHITECT』も紙媒体というカタチで、さまざまな人の手を渡って、会員のみなさまに毎月届いています。昨年から支部
HP上でも電子版を全頁閲覧（連載物の抜粋版は17年前から!）できるようになっていますが、ご存じでしたでしょうか?
　私も会報･ブリテン委員長として編集に携わらせていただいていますが、紙媒体であることの意義を常に考え、より充実した会報誌を目
指していきます。

東海とっておきガイド　｜愛知編｜ 庭山眞由美（JIA愛知・ライフ設計事務所）

　イタリアde manincor社の薪オーブン「ドミノ8」で焼
いた鮎は最高に美味しいです。上部でお湯を沸かし、リ
ングを外して直火で焼き魚、焼き鳥、中華鍋を使ったお
料理。中段は薪スペース冬の暖房、下段はピザやクッ
キー、煮込みなどオーブンとして使えます。野菜のグリル
も美味しいです。秋には焼き芋や焼き栗を楽しみたいで
す。先日季節外れのスーパーで求めたお安いサンマを焼
きました。まあまあのお味でした。旬のサンマを味わうの
が楽しみです。自然栽培野菜を購入、肉、魚は持ち込み
です。8人位利用でき1時間1000円、薪は１キロ50円
で販売しています。栗林でバーベキューもできます。予
約制で（090-1720-4368）までお電話してください。

薪オーブンで直火焼きした鮎

97

　岡崎の市街地から北に5キロ、山里の栗林の涼しげな木陰の奥にあります。北面
東面はガラス張り。ガラス越しに東南面の小川を見通すことができます。小川の関
から落ちる水のせせらぎが涼を与えてくれます。この風景は昔の川辺を今も変わらず
残していて、お気に入りの風景です。キッチンから川辺にせり出したデッキがあります。

宙に浮いた感じで、川
床のように食事やお茶
を楽しむことができます。
デッキの上には葡萄棚
があり、つるで木陰がで
き涼しいです。小川の
西面には小屋があり、
どこか郷愁をそそる山里
の日本版ハイジの景色
も素敵です。秋には自
然栽培で育った葡萄や
栗を収獲体験し味わう
ことができます。

栗林の木陰にあるレンタル自然栽培キッチン

炭火で焼く魚は最高！
山里の風景の中で、
おいしい食事が楽しめます
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W都市の木質化プロジェクト

　都市の木質化プロジェクトは、2009年にスタートした名古屋大学GCOE
プログラム「地球学から基礎・臨床環境学への応用」をきっかけに、農・
工・理・環境学の研究者が分野横断的な議論のもと始まった産官学民
の実践プロジェクトです。プロジェクトの目標は、森とまちが連携することで
森林保全と木材利用の意義について広く一般の理解を深めるとともに、
都市部における木材、特に地域材の利用促進を通じて森林と都市が抱
える問題の解決を見出そうとすることです。
　これまでプロジェクトでは、名古屋市都市部や名古屋大学キャンパスな
どをフィールドに数々の木材利用を進めてきました。その中から、今回は名
古屋市都市部（中区錦2丁目）の具体的な取り組みをご紹介します。

W名古屋市中区錦二丁目

　名古屋市都心部に位置する中区錦2丁目は、「長者町」の名で知られ
る繊維問屋街です。第二次世界大戦後、繊維産業を支えて来ましたが、
長引く不況や産業構造の変化により問屋の廃業が進み、空ビルや空地、
駐車場が目立つ状況にあります（プロジェクトの初期に異分野の研究者
が注目したのは、この様な都市が抱える課題が人工林−林業−山間地
域の抱える問題と類似しているということでした）。一方で、繊維問屋街
の独特の雰囲気と地下鉄の利便性が相俟ってか、近年は魅力的な店舗
や新しい集合住宅、多様なスモール・ビジネスの進出、オフィス開発圧力
もあります。こうした背景から、錦2丁目は、地域の事業者や住民を中心と

した活気溢れ安心して暮らせるまちを目指した活動が非常に盛んであ
り、その成果は国内でも広く知られるところです。

W「糸へん」のまちで「木へん」プロジェクトがはじまる

　スタートは、プロジェクトが手掛けたまちなかワークショップでした。当初、
錦2丁目の中で国内の森林問題や木材利用による環境貢献についてわ
がこととして悩む住民はほとんどいなかったと思います。問題の認知すら
怪しいところです。「錦2丁目まちづくリマスタープラン作成企画会議」の
協力を得て開催したのが、2011年2月にワークショップ『都市の木質化・
「どこまでできるか?」チャレンジ　−長者町リノベーション・ウォーク−』です
（図1）。ワークショップには、森林・木材関係者、町の住民、事業者、行政、
研究者など普段は一緒に議論する機会がない面々が集いました。多様
な出身カテゴリーとなるようにグループをつくり、住民案内の下で錦2丁目
のさまざまな顔を探訪しながら、木材を利活用した長者町のリノベーショ
ンプランを作成しました。分野を越えたつながりが生んだアイデアの数々
は、常日頃から木材利用を考え続けている筆者にも非常に斬新で、新鮮
な感動を覚えました。このワークショップは「木のいのちはまちのいのち」
（図2）（愛知淑徳大学・延藤教授）という標語で締め括られたが、その
効果は筆者らの予想と期待をはるかに超えるものとなり、錦2丁目におけ
る木質化プロジェクトの幕を開くことになります。

Wストリート・ウッド・デッキ構想と実現に向けた取り組み

　錦2丁目におけるプロジェクト活動の最大の特徴は、「住民のニーズを

隔月 6回連載W第 5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2）

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　長者町リノベーション・ウォーク 図2　木のいのちはまちのいのち
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地域木材で叶えること」と「まちづくりに活かすこと」、そのために「自主施
工・自主管理を重視すること」です。錦2丁目は地域に占める車道の割合
が非常に大きく、一方で公園に代表される憩いの場がほとんどないことが
問題となっており、これに対して公共空間の活用策が検討されていまし
た。そこで、都市での木材利用策第一弾として、…中央部十字道路へのス
トリート・ウッド・デッキ（以下、SWD）の設置が目標となりました。現実的に
乗り越えなければいけないハードルも多く、なかなか壮大な目標です。
　まずは、SWD試作品をつくり、まちの人々の間でイメージを共有するこ
とから始めました。プロジェクトの実務家メンバーを中心にデッキの実施設
計が、またこれと同時に地域産材の入手と運搬の手配がなされ、彼らの
指導の下名古屋大学の教員および学生が製作に当たり、初代SWDが
誕生しました（2012年、図3）。このとき、プロジェクトでは木材利用に一工
夫を加えました。外構利用であるSWDは乾燥材である必要がありませ
ん。そこで、SWDを木材の乾燥期間を兼ねた1次利用（「都市の貯木
場」）ととらえ、比較的短期間での交換を予定したのです。これにより防腐
処理なども不要となり、木材の調達が時間的にもコスト的にもしやすくなり
ます。初代SWDはまちのお祭りでお披露目がなされた後、地域内にある
竹中工務店名古屋支店の公開空地に設置させていただくことになり、約
束の3年後、2代目にバトンタッチしました（2016年）。初代SWDの材料は
断熱材に姿を変え、まちのビルの省エネ化に尽力中です（図4）。
　まちでの継続的な木質化活動により、2014年には実際に歩道拡幅

（ウッドテラス。車道にデッキを敷設）の社会実験が実現しました（図5）。
半年間の社会実験は、歩道拡幅に関する課題と可能性を炙り出すとて
も貴重な経験となっています。社会実験中に行われたアンケートによれ
ば、歩道拡幅に関する多少の課題はあるものの、資材が木材であること
についてはほぼ好印象だったようです。いつか、できれば近い将来、本敷
設につながることを願っています。なお、この社会実験に用いられた木材
は4m3。この中に蓄えられた炭素量は約800kgでした。社会実験の後、2
代目SWDに変身して現在錦2丁目で活躍中です（図4）。…

Wまちの想い

今回ご紹介した木質化の取り組みは、エンドユーザーであるまちの人々
が木質化の企画・施工から携わり、生産者とエンドユーザーの間で強力な
「顔の見える関係」を生み出しました。まちの人々は、森林の状況をリアル
タイムで知るようになり、都市部で木質化を推進する重要性をより強く感じ
てくれています。

まちの声：「森林が空気をつくり、水をつくり、見えない形で都市の住む
人々の生活を守っていること」をもっと多くの市民に知ってほしいし、一緒
に木づかいを楽しんでほしい。また、マッシブな木材利用は、その圧倒的
な質感から地域市民への宣伝効果が高く、活動への参加者増大につな
がっている。そのことが「まちづくり」活動の重要な一躍を担っている。

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

図3　ストリート・ウッド・デッキ第1号の制作とお披露目

図4　ＳＷＤの更新と二次利用

図5　歩道拡幅ウッドテラスの社会実験
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　六鹿会長の講演は、AIA全国大会の話
から始まり多岐に渡っていました。ポイ
ントとしては、「1.…JIAの成り立ち」「2.…経
済・社会の変化と変動」「3.…地域の変化」「4.…
設計技術の変化」「5.…多様な発注方式」「6.…
認証・審査の多様化」「7.…発注者責任の明
確化」「8.…報酬規定の見直し」「9.…団体と
してのJIAの力」「10.…JIAと他団体・行政
との関係」の10項目であろうか。その中で
JIAのミッションは「建築家の価値の永遠
性を常に確認し広報していくこと」と「常
に環境変化に対応し、その対応の仕方に
メッセージを出し、旗振りを行うこと」の
2つだと述べられていました。また、JIA
を永続させるためには、「有望な若手を勧
誘すること」「活動にコミットすること」

「連携して諸課題に立ち向かっていくこ

と」の3つが大事ではないかとも述べられ
ていました。7名の日本人建築家がプリツ
カー賞を受賞しており、日本の建築家は
世界的評価が高いのだが、それは、「豊か
で広がりのある建築家の裾野が広がって
いて、建築家の活動フィールドが広いこ
との証明であり、それを支えているのが
われわれJIAの会員である」とも言われ
ていました。いろいろと話が尽きない中
で、私が話を聞きたかったことは、「建築
家の在り方」「建築家の仕事の在り方」

「JIAの在り方」についてでした。JIA東海
支部では昨年、本部に「質問状」を送らせ
ていただきました。質問内容は「会員資
格」についてでしたが、この先、建築家の
仕事は大きく変化していくと考えていま
す。その中では、建築家の姿も変わるで

しょうし、JIAの存在意義も大きく変わる
のではないでしょうか。ミッションの中
で「建築家の価値の永遠性」「メッセージ
を出し、旗振りを行うこと」が言われてい
ました。JIAは、その役割を果たしている
のか考えながら話を聞くうちに終演を迎
えてしまったのですが、会員数が減少傾
向にあることを考えると「建築家」や

「JIA」に少し努力が欠けているのかなと
思います。今年度はJIA設立30周年です。
もう一度、「建築家」や「JIA」が輝きを取り
戻す、スタートの年になれば良いかなと
シンポジウムを聞きながら感じたしだい
です。

建築設計を取り巻く環境変化とJIA

JIA東海支部幹事長　
矢田義典（JIA愛知）

JIA 東海支部
通常総会
記念講演会

　2016年度の東海支部建築家認定評議会
が2月18日（土）14時から支部会議室で開
催された。評議員は、鈴木武氏（日本建築
家協会）、佐藤東亜男氏（愛知建築士会）、
市之瀬敏勝氏（日本建築学会）、伊藤陽児
氏（愛知弁護士会）、渡辺享氏（中日新聞
社）の5名で、車戸愼夫支部長、矢田義典支
部幹事長の他、支部関係委員の同席のも
とで行われた。支部建築家資格制度実務
委員長の藤巻志伸氏の司会進行で始ま

り、議長に鈴木武氏、副議長に佐藤東亜男
氏の推薦があり承認された。次に本部職
能資格制度委員の植野收氏より本制度の
成り立ちと現状について説明があった。
そして評議員によって新規申請者6名、更
新申請者57名、再登録申請者6名の合計69
名が建築家資格制度規則および細則に基
づき書類審査を受け、68名が合格、更新申
請者１名がCPD単位不足で不合格となっ
た。合格者は本部認定評議会に報告され
認定の運びとなる。
　審査の中で評議員から「芸術的資質は
何をもって評価するのか」といった認定
基準に対する指摘、審査後の意見交換で
は評議員から「更新の認定基準がCPD単
位取得に偏っており、実績についての評
価が必要ではないか。」CPDの分野を問わ
ないことに対して、「バランスの取れた

CPD単位取得が必要。」免許取得30年以上
（新規則は免許取得30年以上かつ70歳以
上）の者は、建築士定期講習のみで更新に
必要なCPD単位が取得できる現在の状
況に対して、「経験を積んでもなお自己研
鑽が必要ではないか。」といった意見が
あった。最後に植野氏の挨拶をもって認
定評議会は約2時間で終了した。
　今回、初めて認定評議会に立会い、第三
者の有識者が登録建築家をどう見ている
かを知ることとなった。指摘された事項
は、これまでもJIA内で議論されてきた
内容だと思われるが、登録建築家を社会
に定着させるため、社会の誰もが納得す
るような認定基準の必要
性を感じた。

東海支部建築家認定評議会

評議会の様子

野々川光昭（JIA愛知）｜
愛知地域会職能・資格制度委員長
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　今日、地方都市は官民ともに財政力は著しく低下し、再投資力の
なさがそのまま都市の活力の低下につながっています。
　その地域の歴史・文化を学ぶことが、個性的で魅力的な地方都
市の景観形成を可能にします。そして、それを担う「建築家」の育成
が不可欠な時代のような気がします。しかしながら、その設計の場
が、都市力の低下とともに喪失し続けているのが地方都市の現状
で、また優秀な若手建築家の都会への流出も止まりません。
　支部会員相互の親睦を深めつつ、地域との交流を図りながら日
頃のJIA活動を地域に発信し、価値観を共有できる仲間を獲得し、
小さな地域会ならではの身の丈に合った支部大会の運営ができれ
ばと思っております。

…Cフォーラム

テーマ「水の力」～地域の資源を活かし、地域の環境を整える～（仮）

　今回、岐阜という地方都市ならではの風土として、「水の力」とい
う大きなテーマを設定しました。清流長良川、それを育む森の力、
世界農業遺産の長良川の鮎、水運を利用し続けてきたまち並みの
文化を今一度知っていただき、水が育む川と木の歴史と文化を学
ぼうと思います。
　そして、それらの貴重な資源である「水」を通して、今後の地域環
境を再構築し、サスティナブルな地域環境へと整えていくために、
われわれJIAはどうあるべきなのか?…を考え、やがては地域環境
を再構築し、地域を活性化し、お役に立てる建築家団体としての
JIAの魅力づくりの一助になれば幸いだと考えます。

■エクスカーションにて、金華山、岐阜城下のまち並み、川原町ま
でを散策、水に育まれたまちの歴史・文化を体感していただき、そ
のまま、懇親会場の鵜飼船上船場まで歩きます。1300年の時を越え
て受け継がれてきた夏の風物詩、鵜飼舟の上で懇親会を開催しま
す。鮎を追い、鋭いくちばしで捕まえる鵜の手縄を巧みに操り、鵜
匠と舟と鵜が一体となって漁をします。夏の夜の情緒豊かな篝火
がまさに幽玄の世界。見応えある古典絵巻をお楽しみ下さい。

「JIA東海支部大会2017…in岐阜」
9月15日開催 岐阜地域会長　長尾英樹

JIA 東海支部大会2107 in 岐阜　大会プログラム

日程｜9月15日（金）
会場｜ぎふメディアコスモス
川原町、金華山周辺、鵜船船上
◉作品展（パネル、模型など展示）
　地域の方々に、JIA東海支部の活動への理解を深めていただき、
JIAを岐阜地域の方々にPRする。
時間｜10:00 ～18:00
会場｜メディアコスモス（考えるスタジオ）

【展示内容】
東海住宅賞近年作品、ゴールデンキューブ賞、東海設計コンクール、
法人協力会PR、岐阜の家作品（模型含む）（仮）
◉フォーラム（映像＆講演＆パネルディスカッション）
テーマ「水の力」
～地域の資源を活かし、地域の環境を整える～（仮）
講師｜安田幸一氏（仮）、その他パネリスト2名（パネリスト１：長
良川の力と世界農業遺産、パネリスト２：森の力と和紙の魅力）

（講師は全て予定で、3名を想定）
時間｜13:00 ～16:00
会場｜ぎふメディアコスモス（みんなのホール）
◉エクスカーション
時間｜16:00 ～18:00
会場｜①信長公居館跡・三重塔・川原町コース
　　　②金華山・岐阜城・川原町コース
◉鵜飼船による懇親会
時間｜18:00 ～20:30
会場｜鵜飼船船上にて（弁当、飲み物付）
＊悪天候鵜船中止時：長良川うかいミュージアム
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JIA 愛知発

第12回美術サロン展開催！来場者約350名、新規参加者も

JIA 愛知美術サロン展

白馬村
青鬼集落

　美術サロン秋
のスケッチ旅行
で、皆さんと訪れ
た長野県白馬
村の青鬼集落。今まで先輩方に支えていただ
き、多くのことを学ばせていただきました。今春、
北海道支部に移籍しました。北の大地を存分
に描き、いつかまた名古屋に戻りたいと思いま
す。JIA美術サロンに参加して、絵を描くように
なってから仕事のスケッチの質も向上し、多くの
面で成果が出始めました。ぜひ皆さんも美術
サロンに参加してみてください。

　4月18日（火）～23日（日）まで、東桜
会館にて第12回JIA愛知美術サロン展
が開催されました。約350名と多くの入
場者があり、好評でした。それに加え、2
名のデッサン会参加の申し込みもあり、
公社になってからの参加申し込みは4人
目となります。しかし建築設計・監理専業
の団体が主催していることは知られてお
らず、次回からそのあたりの改善も行う予
定です。（会期を7月に変更）
　出展者11名の作品とコメントをご紹介
いたします。

鵜飼

　舟は静かに
上流の溜まり場へ向かって移動していた。初
夏の夕暮れ時である。定員20名ほどの屋形
船に乗り岸を離れ宴会に饗するうちに気が付
くと周囲はすっかり闇に包まれていた。上流か
ら舟板を叩く音とともに鵜飼舟が近づいてき
た。かがり火は水面に映え鵜と鵜匠のシルエッ
トが揺らぎ船上から描くのはことのほか難しい
が留めおきたいと描いてみた。

ヴェッキオ橋

　イタリア・フィレンツェの河に架かる、橋上に
住居がある珍しい橋である。先般イタリア旅
行の際に取材をした。メディチ家の美術館ウ
フィツィ美術館から対岸まで濡れずに渡れるよ
うになっている。濁った流れがゆったりとして、
古代から悠久の時間を感ずる眺めである。

伊勢湾台風　破壊された堤防

　昔の資料を調べると、天白川の河口から石
垣でつくられた仕切堤がある。波は越せても川
の泥は名古屋港に入れないようにつくられた。
その上にかさ上げしてつくられた堤防は台風
の高潮によって破壊された。貯木場には、ひっく
り返った石の堤防がある。伊勢湾と貯木場が
海となった。多くの犠牲者が出た。満潮と干潮
により、潮が入ったり出たりする海
水の流れを表現したかった。

旧八橋
小学校

　重力式設楽ダム堰堤の水没区域にあった
八橋小学校。1902（明治35）年に再建後、1944

（昭和19）年に八橋に移設され昨年まで建って
いた。周辺の民家と同様に解体され、今はもう
その姿はない。一昨年、夏に数度訪れた最後
の雄姿である。夏の日差し、山の風や、鳥の声
が別れを惜しんでいるようだった。記憶をとどめ
る一枚になるだろうか。

榎戸正浩（北海道支部・元JIA愛知）｜
石本建築事務所

神谷義夫（JIA愛知）｜
神谷義夫建築設計事務所

栢本良三（JIA愛知）｜錦建築設計 川窪　巧（JIA愛知）｜川窪設計工房
後藤文俊（JIA愛知）｜
アトリエ後藤建築事務所

幹事：田中英彦（JIA愛知）｜連空間都市設計事務所

会場風景
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ドヴロヴニク

　アドリア海の真珠と謳われている、世界遺産
ドヴロヴニク（クロアチア）。海上交易で栄え
15 ～16世紀に要塞都市として旧市街の原
型ができました。この青い海と赤い屋根、白い
壁、いつかは絵にしたいとの願いがやっと叶
いました。多忙中でも細 と々絵画を続けて来
て良かった。この喜びを広げられたら。ぜひ、
美術サロンで一緒に描きましょう。

旅のイラスト2016

　10年前から夏の家族旅行の後にイラストを
描いている。きっかけは子どもに旅のゆかしさを
感じてもらうため。A4上質紙にSTAEDTLER…
DRAWING…PENでアウトラインを描き、24色
色鉛筆で着彩するだけの簡単イラスト。実はア
ナログな作業であるため意外と時間も掛かる
が、旅の楽しみのひとつになっている。

初夏の阿蘇山を望む

　3年前に阿蘇を訪れた、2年後。熊本・阿蘇
に大地震がおき、阿蘇山周辺にも多大な被害
をもたらした。特に、私が宿泊した阿蘇西の宿
が土砂で流されている姿をテレビで見て、あら
ためて地震の恐ろしさと自分の幸運を実感す
ることになった。記憶に留めておくとともに、阿蘇
が元気になってほしいという気持ちを込めて
40Pサイズで描き直した。

赤いドレスの
人

　2月9日、初めて会うモデルさんである。まだ
外は寒い。目の前に現れた瞬間、心が熱くとき
めいた。赤いドレス。少し生意気そうであるが
絵になる顔立ち。服から飛び出した手足。そ
の全てが、私にとって新鮮でした。引き込まれ
るということは、こういうことかと思った。胸の鼓
動が高鳴るのを必死にこらえながら、一気に
描き上げました。

弥勒菩薩
半跏思惟像

　正月に広隆寺を訪ねた。50年ぶりに半跏
思惟像を拝見した。以前どのような空間で
あったかは忘れてしまったが、光の少ない中、
沈思黙考されている姿に、何かを描き留めて
おきたいと思った。木像であり木肌が表れて
いる。その表現にキャンバスをシナベニヤに替
え、絵具を薄塗りとしてベニヤの木目がそのま
ま表れるようにした。

人体デッサン

　デッサンに求められることは、形、形と調子、
構造性、質感、量感、空間性、そして最後に
芸術性である。先日、日暮里の朝倉彫塑館を
訪問し、あらためてデッサンすることの重要性
を感じた。デッサンすることは、絵を描くことは、
自分を確認すること。建築家と思うなら、描か
なくてはだめだ。描けないのではなく、描かな
いだけだ!

吉川法人（JIA愛知）｜
吉川法人+都市建築デザイン室山田正博（JIA愛知）｜建築計画工房

田中英彦（JIA愛知）｜
連空間都市設計事務所

高木耕一（JIA愛知・会友）｜
東畑建築事務所 福田一豊（JIA愛知）｜福田建築事務所

山田尊久（JIA愛知）｜
山田尊久建築設計事務所
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　第9弾の今回は、4月19日（水）「漆のまち　
奈良井宿・平沢宿へ」と題して木曽の豊かな
風土から生まれた素材を訪ねました。当地は
桜の開花もこれからという肌寒い気候でした
が、参加者22名の熱のある想いにより、天候
にも恵まれ内容の濃い素晴らしい一日となりま
した。
　チャーターしたバスに乗り込み、集合地の
金山を出発。最初に向かったの
は、木曽三岳にある奥村設計所
家具工房quietです。故・奥村
昭雄氏の家具の制作工房と設
計活動の場、元・木曽三岳奥村
設計所アトリエがあります。現在
工房を受け継がれている吉田
亞人（つぐと）氏にご案内いただ
きました。
　御嶽山を望む小高い丘の上
に佇むアトリエは、築170年の蔵
を約45年前に移築改装。民家と
しての機能もある設えは、まさに
現在のリノベーション建築の先駆
けです。板倉で板葺き石置屋根
の当時の居住まいが、手を入れ
ながらも大切に残されていました。
改築時の図面は、作者の息づか
いを感じる、まるで話しかけられているような、
いつまでも眺めていたくなるものでした。きっと、
携わった職人もつくりたくなったことでしょう。各
部位の造作も、細やかな配慮と遊び心が具
現化されていて、参加者の興味をそそるもの
ばかり。実際に触れることができる貴重な体験
をさせていただきました。光や風の取り入れ方
なども、今目指している住宅環境の原風景を
見ているように感じたのでした。
　次に訪ねたのは、漆を軸にいろいろな家具
や建築素材を手掛ける木曽アルテック社の
ショールーム。齊藤社長にご案内いただき、漆

と地元木曽への愛と誇りと未来への想いをたく
さん語っていただきました。御年72歳とは感じ
えぬ精力的な個性の持ち主。従来の技法を
越え、新たな素材との取りくみを次 と々実践さ
れていて、麻布の床材やスチロールで形づ
くった浴槽、和紙の壁紙など他にまねのできな
い物ばかり。漆の丈夫さや殺菌性などの多く
の可能性を引き出す斬新な発想と、伝統を大

切に未来へと引き継ごうとするその御姿に深く
刺激を受けたのでした。私自身、少し距離を
感じる存在だった漆でしたが、もっと身近に、
生活環境の中に取り入れたいと思いました。
　奈良井宿でまち並み散策と昼食を楽しんだ
後には、平沢宿にある普段は一般公開されて
いないショールームへも齊藤社長自ら特別に
案内していただくことに。将来はご家族の住居
にとつくられたその建物は、まち並みの歴史的
景観をふまえた意匠とこだわりの素材や漆の
作品がふんだんに取り入れられていて、興味
深いものばかりでした。

　興奮冷めやらぬまま向かったのは木曽漆
器館。こちらは、歴史や技法などを数多くの
展示物とともに学び体験できる施設。説明員
の方に案内していただきながら館内を見学し
ました。漆器の名産地の中でも木曽は土地
柄、木工産業が栄え地元の木と漆の組み合
わせにより、座卓などの大きなものや、生活に
密着した木工製品から発展した様子、現在

の漆の原料は90％以上中国製
ということなど、興味深い内容を
伺うことができました。
　漆器館を後に再び平沢宿へ
戻り、漆器店が軒を連ねる漆工
のまち並みにある巣山元久漆芸
店を訪問。巣山氏より、実際に製
作の工程を説明いただき、塗りと
研ぎを繰り返す様を拝見しまし
た。国の登録有形文化財の母屋
と工房(土蔵)も大変見応えがあ
り、中でも蔵の一部が未完成な
部分について尋ねると「代を継い
で完成させていく」という思いが
込められているとのこと。伝統工
芸の奥の深さを感じました。
　朝早くから目いっぱい予定の詰
まった今回の旅では、漆という素

材を軸に、地域の歴史と伝統をつなぐ技術や
想い、その可能性や、私たちのこれからのか
かわり方など多くを学ぶことができました。また
この仲間で訪ねるからこそ見学できた場所もあ
り、特別な体験と非常に内容の濃い時間を皆
さんと共有できたことは私の財産になりました。
ご協力いただいた訪問先の皆 さ々ま、また企
画にかかわった委員会の皆さまに心より感謝
申しあげます。次回の旅も今
から楽しみでなりません。

JIA 愛知発

漆のまち　奈良井宿・平沢宿へ

事業委員会　素材を訪ねる旅　第 9 弾

宮田奈智子（JIA愛知）｜
ラフアーキ

上左｜ショールーム見学風景（木曽アルテック）　上右｜奈良井宿のまち並み（画：参加者の榎戸正浩氏）
下左｜巣山元久氏による漆塗り　下右｜なまこ壁 未完の蔵（巣山元久漆芸）
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連続環境セミナー@2017『省エネ法を超えて』

　省エネは社会を挙げて取り組まねばならない喫緊の課題であ
るし、実務者としては法改正には対応しなければならない。だから
技術講習会の類があれば参加はする。するけれど、その一方で、
省エネを巡る今の状況には、何か違和感を覚えていた。
　そんな折に目にした「省エネ法を超えて」というセミナーのタイトル
に、とても心惹かれた。このタイトルからは、企画された方 も々それ
ぞれに違和感を抱えているであろうことや、セミナーを通して違和
感の正体を探り、調伏してやろうという意気込みまで伝わってくるよ
うで、単なる技術講習会とは一味も二味も違うものになるであろうこ
とを十分に予感させるものだった。
　講師の清野新氏はARUPに勤務されている環境エンジニア
で、講義では最初にARUPの会社概要と国内外の代表的な設
計事例が紹介された。次に本題として、5つのトピックに沿った６
つの設計事例を解説していただいた。ここではその中の3つにつ
いてレポートしたい。
U寒冷地での太陽との向き合い方
　ヘルシンキの美術館コンペ応募案の事例。Earth Sailと名付
けられた巨大な帆状の塔に、北欧の低い太陽高度からの直達
日射を反射させ、足元に設けられた池に集熱･蓄熱する案で、
帆の形状と集熱量の関係を検討する様子などが紹介された。
U蒸暑地での太陽との向き合い方
　台南の美術館の事例。さまざまな箱を積層させた形状の建物
全体を、その上部に設けられた日除けによって覆う案。日除けに
は、角度によって遮蔽率が大きく変化する性質のフラクタル形状
が採用され、日射遮蔽と昼光利用を両立させる検討、日除けか
らの輻射熱軽減のため風により日除けを冷却する検討などが紹
介された。
U多様な微気候空間を創り出す
　京都の住宅の事例。京都は風が弱く自然風による換気が難し
い。東西に長い矩形平面の南側半分ほどに通り土間のような吹
抜空間を設け、高窓・天窓から採り入れた日射で吹抜上部を意
図的にオーバーヒートさせることで温度差換気を促進するアイデア
が紹介された。
　清野氏の事例解説はいずれも丁寧で、意匠設計者にも理解
しやすいものであった。直ちに自身の設計に生かせる内容ではな
いけれど、今の技術でどんなことが可能なのか、最先端の技術を
扱う人 が々今どんなことを考えているのか、知ることができたのはと

ても有意義だっ
た。技術はいず
れ身近になるし、
ぼんやりとでも遠
くの景色を眺める
ことができれば、
近くを見る目も変
わってくる。
　末光弘和氏
は、伊東豊雄事務所に勤務された後、自身の事務所SUEP.を
設立された建築家で、環境に主眼を置いた取り組みで知られる。
セミナーでは、はじめに設計思想と手法が示され、次にプロジェク
トベースでの説明がなされた。
　末光氏の思想の中心にあるのは「自然との共生」であり、植物
や地形が備えるような「自然の合理性」を参照しながら、次の3つ
を備えた建築が志向されている。自然の秩序に従う建築、自然
な快適性を持つ建築、自然循環系の一部としての建築、の3つ
である。そのような建築を実現するためには「設計の思想、使用
するツール、チームの体制づくりがどれも大事」とのことで、SUEP.で
実際に使用されている各種測定機器やソフトウェア、体制づくりの
一環と思われる「ラボ活動」の内容が紹介された。
　プロジェクトベースの説明では、SUEP.で手掛けてこられた各
作品について詳細な解説がなされた。SUEP.は10人程度の設
計事務所であり、環境エンジニアリングに関してできることには限
界がある。小規模事務所であってもできることを模索し、実践し、
知見や技術を少しずつ蓄積して来られた末光氏の講義は、共
感を覚えると同時に勇気づけられるものであった。
　清野氏の講義では、環境エンジニアリングの最先端の世界を
垣間見ることができた。それに対して末光氏の講義では、身近な
地点からもその世界へ近づく道が拓けていることを示していただい
た。小さな事務所でもできることはあると知れて、省エネ法を超えら
れそうな気が、少ししてきた。
　貴重なお話をお聞かせいただいた講師のお二方と、講師の
組み合わせの妙が光るセミナーを準備して下
さった企画者の皆さまに感謝したい。

講師：清野　新（ARUP JAPAN）、末光弘和（SUEP代表取締役）
会場：名古屋TOTOショールーム　2017年3月18日　13：00～

第 2 回
レポート

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

山上　健｜山上建築設計

Ove Arup 氏の含蓄ある言葉
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理  事  会  レ  ポ  ー  ト

　第240回理事会が2017年5月10日（水）の13時30分～ 17時まで
建築家会館1階大ホールにて集合方式で開催された。出席者は六
鹿会長以下、理事20名、監事1名、筒井専務理事、事務局2名。オ
ブサーバー出席は森暢郎顧問、上浪寛総務委員会委員長、渡辺太
海　宮田哲　佐々木信明　各2017年度役員候補、松本純一郎JIA
災害対策会議議長、芳賀沼整東北支部災害対策・復興支援委員会
副委員長・岡部則之JIA災害対策会議委員。

【審議事項】

1．入退会承認の件（事務局）
1）新規入会希望者：正会員6名、準会員4名（ジュニア2名、学生2
名）、法人協力会員4件
2）種別変更希望：シニア1名
3）退会希望者：正会員23名、準会員26名（シニア3名、ジュニア2
名、学生21名）法人協力会員8件　→承認　
2．会員資格喪失者承認の件（上浪寛総務委員会委員長）
5月未日の会費入金状況により、6月1日の理事会にて最終確認と
する。東海支部の2名には、その旨を連絡済み。　→承認
3．委員会・全国会議委員委嘱の件（筒井信也専務理事）
　告示15号特別委員会の小川成洋委員は国交省の委員会にも出
席。非会員の青木伸氏（日建）は告示15号に精通している由に依
頼。アルカジア実行委員会の非会員の大島未香子氏（日建）は海
外の事情に知見があり要請。　→承認
4．正会員以外から選任する役員（理事）候補者の選任の件（六鹿
正治会長）
　定款に則り、役員（理事）候補者に筒井信也（現専務理事）を選
任。　→承認
5．建築家相談規程（案）承認の件（上浪寛総務委員会委員長）
　運営体制（第4条）の中に、支部・地域会の実情・事情を考慮した
運用が認められる。　→承認

【報告事項】

1．ARCASIA大会について（藤沼傑理事・森暢郎顧問）
　寄付金・協賛金は売上高1億円に対し、1万円を基本に考えてい
る。（1億円以下は1万円）
2．ネパール復興支援活動について（松本純一郎JIA災害対策会議
議長）
　他団体の資金計画などであっても、費用の発生に関してはすべ

て報告する必要あり。
3．熊本地震支援活動について（松本純一郎JIA災害対策会議議長）
資料にて報告あり。
4．「JIA建築家大会2017四国」について（野村正人四国支部支部長）
5．教育・表彰委員会CPD―WG報告（鹿野正司WG主査）
　LFにおける認定プログラムの積極的なオープン化を依頼。プ
ログラムの動画提供のための詳細を今後検討。（時間長さなど）
6．総務委員会報告（上浪寛総務委員会委員長）
7．ワーキンググループ設置について（文化財修復塾）（筒井信也
専務理事）
8．登録建築家の新規および再登録の申請時期について（吉田文
男職能・資格制度委員会委員）
9．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）
見本の提出あり。「使用年限で、写真等内容の変更はいかに」検討
する。
10.活動および業務執行状況報告（筒井信也専務理事）
①業務報酬基準（告示15号）改正について
②「地方公共団体における建築事業の円滑な実施に向けた懇談
会」について
③「公共建築懇談会2017」について
④「公共建築工事発注者の役割」解説書について
⑤「一級建築士の懲戒処分の基準の一部見直しについて」
文書注意などケアを行う。
⑥JIA各賞審査員決定の報告
⑦後援名義承認の報告（会長専決事項）
⑧その他
11．その他

2017年度理事会開催日程について

事業・活動報告多数、会員減続く
本部理事・東海支部長　車戸愼夫

◉全国支部長会議in福島

　6月16日・17日の2日間に渡り、福島第一原発避難指示地域・復興地域の視察を兼

ねて、全国支部長会議がもたれた。

　「JIAの存在意義」が討論の一つにあった。社会工学的に考えたとき、「JIA（と

会員）の責任と限界そこから生ずる（とるべき）態度が、社団法人（者）として如何に

あるべきか」により、社会に対する存在意義が導かれるのではないだろうか。

　例えば、CPDは「態度」の一つの側面であり、その質の向上は、より重い責任が

社会（発注者）に対して果たせ、それによりJIA（会員）の限界も高めることができる。
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　支部総会を前に報告事項があり、本部から支部への意思伝達は、
本部委員会の主導で行うべきだと思いました。曖昧な部分を本部
委員会で明確にしていただき、支部にしっかり伝達していただく
ことはとても大切だと思います。JIAにおいて、本部・支部・地
域会の連携を円滑にするには、お互いがカバーしあう心も大切だ
と思います。そういう意味では、東海支部内の連携は上手く取れ
ていると思います。今回の役員会でも、愛知地域会の事業を他地
域会へメール送信していく方針の意見交換があり、枠を越えたつ
ながりを大切にする、東海支部ならではのカバー力を感じていま
す。また9月に行われる東海支部岐阜大会においても、こういっ
たカバー力で大いに大会を盛り上げたいと感じて
います。

日　時：2017年5月12日（金）15：00 ～ 15：40
場　所：アパホテル名古屋錦　4階「鈴鹿」
出席者：支部長、本部理事、幹事10名、監査2名、オブザーバー 8名、
　　　……石田壽、小田義彦、…各顧問、水野豊秋支部統括委員長、
　　　……鈴木慶智幹事長補佐
欠　席：幹事1名

1．支部長挨拶

　本部理事会は、難しいことはあまりなく進んでいます。鳥居本
部理事からのグレーゾーンのペーパーが理事会では会議後、回収
となりましたので、6月に皆さまに報告できると良いと思ってい
ます。各地域会の総会に出席させていただきました。夜遅くまで
お付き合いさせていただき、ありがとうございました。本日の支
部総会では慎重審議をよろしくお願いいたします。
2．報告事項

（1）本部報告
6月9日の持ち出し役員会にて報告する。（矢田）

（2）支部報告
（3）各地域会からの報告（各地域会長）
3．その他

①…正会員…転入「若林　亮」（近畿からの転入）（久保田）

議　事

1．審議事項

①…入会申込…法人協力会員「アルフレックス…ジャパン」（久保田）
→承認
②…東海住宅建築賞2017…公開一次審査（6/24）（吉元）→承認
2．協議事項

①…2017年度役員会日程（案）（矢田）

・資料の日程について、各地域会で修正があれば、6月9日の持ち
出し役員会までに事務局まで連絡をする。
3．その他

①…メール審議「東海支部…2017年度通常総会議案書（案）」につい
て（矢田）
・…すでに皆さまにメール審議されている内容を、あらためて、総

会資料の25P、26Pの予算計上変更について説明。すでに服部、
鳥居両監査に承認済み。（矢田）

・…本部の災害対策会議で、東北の震災で出た廃材を利用したもの
をネパール（震災を受けた国）に送ろうという案件についてこ
の支出計上となりました。しかしながら、この案件は会議なの
か、本来ならば事前に予算化すべき案件ではないか?　という
ことについて次回理事会で質問してこようと思います。今回は
そういう点が本部と確認が遅れたため急遽変更しました。（車
戸）

②メール審議…事業報告書「熊本震災現地調査員派遣」について（矢
田）

・…第2回目の派遣について、事業計画は提出済みでしたが、事業報
告が未提出でした。（矢田）

・昨年11月末に静岡の杉山会員が行っていた内容と、2017年度本
部から37500円をいただくことになっているという内容につい
てのメール審議。（矢田）

③…メール審議…事業計画書「静岡地域会持出役員会」について（矢
田）

・…本来、顧問・委員長などオブザーバーは交通費出ないが、支部
長が出席要望を出せば交通費も出ます。（小田）

・…今回はオブザーバーにも交通費を出します。（車戸）
4．その他

①…本部総会への若手会員派遣について（6/23）（矢田）
・…出席者→愛知地域会：後藤さん、村上さん、静岡地域会：石橋

さん
5．監査意見

服部監査：参加不参加の判断は個々人に任せていいですが、でき
れば地の利が良く参加しやすい愛知の事業を他地域会にすべて案
内するのも良いと思う。次回は東海支部大会の進捗状況報告をお
願いします。

東海支部役員会報告

長尾英樹（JIA岐阜）｜Meet’s設計工房
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データ発掘（お気に入りの歴史的環境調査）

瀧神社本殿

「蓮華寺」寺叢

登録有形文化財

し遡上して名勝｢鮎滝｣の縁に立てば、激流の
飛沫に飛び交う数多の若鮎たちの群像に心躍
る。何とも心地よい取材行でした。

■紹介者コメント
　初夏の陽射しのもと、私の愛する奥三河・山間
地域で近年、登録有形文化財に登録された瀧
神社本殿を訪ねた。JR飯田線・大

おおみ

海駅下車、豊
川の渓流沿いの自然名勝にも道草しつつ。
　村社・瀧神社は低山に抱かれた農村風景の只
中に、こんもりと鎮守の杜を呈して佇む。すぐ東に
渓流・豊川が小滝を連ね、延久年間（1069 ～
1073）に瀧大明神を祀ったのが起源と聞く。歴代
の大規模改修を重ね、平成5（1993）年秋に拝
殿・渡殿・覆い殿・社務所・山車庫の総改築が落成
した。｢瀧神社本殿｣はその覆い殿の屋内に密
やかに鎮座し、管理役の氏子総代さんのご案内
を得て対面できた。

■発掘者コメント
　名古屋より西に木曽川に至るまでを「西尾張」
と通称し、濃尾平野のど真ん中に位置する。稲
沢市はその西尾張の中央部にあり、かつては国
分寺が置かれていた。真澄田神社が一宮と称さ
れるように、この地域における中核として機能して
いた。その後清州、名古屋とその重心は東進す
る。また、この地は多くの戦国武将を輩出した地
でもあった。
　濃尾平野はかつて暴れ川であった木曽川のた
め甚大な被害をこうむったが、同時に肥沃な土地
を得ることができた。いつも水と隣り合わせの営み
であったためか、多くの地名は水にかかわる。津
島であり、清洲・蟹江・枇杷島であるが、このたび

　面前の板の間に座して仰ぎ見る本殿は実に神々
しく純正な木造りで、丹念な伝統構法と高い装飾
性が凝縮された、一間社・流造・こけら葺きの小規
模建築である。歴代の大改修時の棟札が数枚残
されており、その記載を辿ると江戸中期の建立とさ
れる。向拝部分の軒は二軒垂木・繁垂木、柱梁の
木鼻に象鼻、透し彫刻を孕む蟇股、本殿とつなぐ
海老虹梁…と、粋を極めた装飾性に息を呑む。
　神社正面の拝殿の向拝廻りもこれに準じた装
飾要素が施され、奥に続く覆い殿の外観も本殿
に雨露を凌ぎ風を通す清廉さを醸し出す。長い
歴史を脈 と々山里コミュニティーに息づいてきた鎮
守の杜に暫し身を置けば心安らぎ、鳥居右手か
ら小径を下れば豊川の渓谷美に心洗われる。少

の地図においても梅須賀・福島・堀之内・麻績・遠
島・沖ノ島などが見出せる。この地の現状は水田
が広がり、田植時には村落が文字通り海に浮か
ぶ島のように点在する情景を呈する。
　また、これらの村落や田畑も含め至る所に「鎮
守の森」が見られる。この地における「鎮守の森」
は、養老山地や伊吹山を背景とし木曽川堤を近
景とする景観形成の主要要素である。今でも社
叢は重層する景観として日常性を確保している。
多くの「鎮守の森」の中でも一際大きい叢林が蜂
須賀にある。地名が示すように蜂須賀小六の菩
提寺である蓮華寺があたかもこの自然林を寺叢と
しているが如くにして建つ。山門脇の立札に今秋
「開創千二百年記念法要勤修」とある。この叢林

257

大海

豊川

新城総合公園

JR飯田線

至豊橋・
新城

至本長篠・
中部天竜

瀧神社本殿

大海駅

｢村社｣鎮守の佇まい　右手：豊川に下る 正面拝殿の奥（右手）の
｢覆い殿｣内に｢本殿｣は鎮座

江戸中期造営の登録有形文化財｢瀧神社本殿｣

清洲街道沿いの社叢群 蓮華寺境内富士社

鈴木利明（JIA愛知）｜
デザイン スズキ

所在地：愛知県あま市蜂須賀大寺1352
アクセス：名鉄津島線「青塚」下車徒歩15分

所在地：愛知県新城市大海字宮ﾉ前１
所有者：宗教法人 瀧神社
建設年：江戸中期・寛文12（1672）年
構造・規模：木造平屋建て、こけら葺き
建築面積：2.4㎡ 
問合先：新城市教育委員会　設楽原歴史資料館 
　　　　0536-22-0673 （見学は氏子総代まで）
アクセス：ＪＲ飯田線｢大海｣駅より徒歩約15分
文化財指定等：登録有形文化財  23-0392
登録年　平成25（2013）年

は「愛知県蓮華寺寺叢自然環境保全地域」に指
定されている。常緑広葉樹であるシラカシ・ヤブツ
バキが自生する手付かずの自然林でこの地の潜
在植生を顕示している。森の北側には信長が勝
幡から清洲へと駆抜けた「清洲街道」が通る。
　日々の営みの中でこの地の寺社叢を見るにつ
け、人と自然の間合いは「共生・共存」ではなく
「寄生・依存」ではないかと感得される。

林　廣伸(JIA愛知)｜
林廣伸建築事務所
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■応募作品条件
（1）平成29年3月31日までに竣工した新築、改修､…修復等がなされ
た建築物（一団の建築群を含む）で、作品点数は制限なし。
〇「一般部門」：公共・文教・生産・商業・厚生・集合住宅・団地計画・都市
開発・都市公園などを含む建築物等で規模の大小は問わない。
〇「住宅部門」：主要用途が住宅。（集合住宅を除く。）

（2）作品は､中部圏（愛知・三重・岐阜・静岡・福井・石川・富山・長野・滋
賀の9県）内で実施されたものとする。

（3）建築確認等が必要なものについては、その手続きが（1）の期日ま
でに完了していること。
■応募要領

（1）本会所定の申込書に記入し、下記の添付図書を添えて、期日まで
に建物の所在する各県の加盟団体を経由して提出するか、または直
接当協議会へ提出とする。

（2）添付図書
下記①～③の内容をA3版用紙にまとめる。表紙には作品名称のみを
記載。添付図書は上限20頁。建築主名・設計者名・施工者名は一切記
載しない。なお、すべての添付図書についてPDFファイルにし、1つ
にまとめてCD-Rで提出する。（ファイル全体の大きさは20MB以下
とし、CD-Rには作品名称を記入すること。）
①説明文
企画、設計、施工の各段階において、特に工夫あるいは配慮した点、
竣工年月日、総工事費も記載する。一団の建築群を応募する場合は、
各建築物の内訳も記載する。
②図面
案内図、配置図、各階平面図、立面図、断面図、その他特に強調した

い部分の詳細図等。
③写真
大きさは自由とし、カラーかモノクロかも問わない。（作品の外観4
面及び遠景写真は必須とする。ただし、撮影不可能な場合はこの限
りでない。）
■応募料
応募作品1点につき一般部門は38,000円、住宅部門は15,000円とし、
応募作品提出時に下記あてに振り込む（中部建築賞協議会に直接持
参も可）。
＊応募料振込の場合は、下記あてとする。
三菱東京UFJ銀行　栄町支店　　店番号281　
普通預金　口座番号…0839946……中部建築賞協議会…
■申込書提出（問合せ）先及び提出期間
〇提出（問合せ先）「中部建築賞協議会」
〒460−0008　名古屋市中区栄四丁目3−26　昭和ビル2F東海建築
文化センター内
TEL…052-262−0838　FAX…052-262−0839
〇提出期間：平成29年8月1日（火）～ 8月31日（木）（＊郵送等の場合
は、9月1日（金）必着）
■表彰及び発表
一般部門・住宅部門ごとに審査し、入賞・入選をそれぞれ10点内外、
特別賞（特別の評価等を得た場合）を数点表彰する。表彰作品は12月
上旬に一般紙及び業界紙等へ発表、12月中旬に表彰式を行う。
■審査員　　
審査委員長：栗生明（建築家）
審査委員：加茂紀和子（建築家）、川﨑寧史（金沢工業大学環境・建築
学部教授）、鈴木利明（建築家）、関邦則（建築家）、陶器浩一（滋賀県
立大学環境科学部教授）、柳沢究（京都大学工学部准教授）、山田貴明

（建築家）

主催　中部建築賞協議会　

第49回中部建築賞2017　募集要項
応募期間 8 月 1 日（火）～ 8 月 31 日（木）

地域会だより

＜東海支部＞
5/27… 第24回東海卒業設計コンクール2017　公開最終審査
6/24… 第5回JIA東海住宅建築賞…公開審査
7/22 ～ 23　第5回JIA東海住宅建築賞…現地審査・表彰式

＜静岡＞
5/19… 静岡県設備設計協会定時総会
5/26… 静岡県建築士事務所協会定時総会
5/29… 住宅振興協議会通常総会
6/9… 静岡県建築士会定時総会
6/9… 6月支部持出役員会静岡
6/20… 第4回建築フェア実行委員会

＜愛知＞
5/23… JIA実務セミナー（弁護士セミナー）
5/26… JIA　愛知法人協力総会
6/14… JIA　愛知法人協力会役員会

6/16… JIA愛知役員会
6/22… 住宅研究会…LIXILセミナー
7/8… JIA新人賞受賞…studio…velocity…講演会
8/1… 第29回「すまいる愛知住宅賞」　書類審査
8/22 ～ 23　第29回「すまいる愛知住宅賞」　現地審査

＜岐阜＞
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

＜三重＞
5/19… 第2回役員会、第1回例会：三重県総合文化センター
6/16… 第3回役員会、第2回例会、会員研修１
7/14… 会員研修2
9/1… 会員研修3　森羅万象匠塾
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た。その頃の会員の年齢分布はどうなって
いるのでしょうか?…考えただけでも恐ろし
いです。　　　　　　　　　　（吉元　学）
●環境という課題が建築の性能と表現に
とって大きなテーマであることは誰しも感
じていることだと思う。今月号の「連続環境
セミナー＠2017」のレポートでも取り上げ
られているが、ARUPの仕事はいつも興味
深く見ている。このセミナーでも取り上げ
られている台南の美術館の「フラクタル日
除け」を、ギャラリー間で開催されている板
茂氏の展覧会で見る機会があった。屋根全
体を構成する環境技術が空間の質を決定す
ることに寄与していることが良く理解でき
る。今年の建築学会賞とJIA日本建築大賞
のダブル受賞となった小堀哲夫氏のROKI…
Global… Innovation… Centerも大きな屋根が
室内環境をつくり出す建築となっている。
環境技術には、温度、湿度、照度などの数値
化される性能に限定されるのではなく、空

●編集会議での話題を紹介します。支部の
事 業 予 算 を 検 討 す る に あ た って

「ARCHITECT」の存続がいつも話題にのぼ
ります。そこで「ARCHITECT」発行の意義
や紙媒体であることの重要性を話し合い再
確認しています。また、会員からページ減に
より読み応えがなくなったとの意見を聞き
ました。講演会や見学会の記事を圧縮して
ページをつくり出し、会員の意見を発表し
てもらうページや特集記事などで内容を濃
くして行くことを検討しています。今後と
も、読者からの意見をいただきたいです。来
年の1月号が東海支部設立30周年記念号に
なります。過去10年間を振り返り、10年後を
展望します。そこでJIAだけでなく建築界
のこれからの10年を若手の対談、シンポジ
ウムで語り合ってもらう企画が浮上しまし

編 集 後 記 間の質にもダイレクトに影響を与える力が
ある。現代建築の大きな可能性の一つと
なっているように思う。　　　（伊藤恭行）

　弊社は1919年に発足し、おかげさまで
再来年に創業百年を迎えます。大正期、東
洋で初めての『リノリウム』（リノリユー
ムは東リの商標です）製造に始まり、戦後
は内装材ニーズの多様化に対応しつつ、
塩ビ床材・カーペット・カーテン・壁装
材と事業領域を拡大してまいりました。

　現在は国内5拠点にJIS認可の自社工場
および関連工場を有し、安心してご使用
いただける製品づくりのため、ISO9000と
ISO14000の認証も取得しています。
　リノリユームという自然素材床材から
続く歩みは、内装材の製造販売に留まら
ず、環境や安心に配慮した製品開発にも

つながっています。
　原料リサイクル製品はもちろん、最近
では施工後の環境負荷を軽減するワック
スメンテナンス不要の床材『NWシリー
ズ』の拡大や、骨折・ヒートショックに配
慮した浴室用床シート『バスナ』シリーズ
の開発でご好評をいただいております。
　また感性面のアプローチとしまして、
デザイン開発にも注力し2005年以降、11
回のグッドデザイン賞を受賞していま
す。「進化し続ける確かな品質を『信頼』
に繋げる」の方針のもと、今後もお客様の
期待に応える営業活動を推進してまいり
ます。

確かな品質を信頼に繋げるものづくり

丸山育壮｜東リ株式会社 名古屋営業開発課

法人協力会通信㉚

●東リ株式会社 名古屋営業開発課
名古屋市昭和区北山町3-20-1東リ名古屋ビル
TEL 052-733-3532　FAX 052-733-6665

＜愛知＞

創業当時の本社工場


