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　三柿野にある航空自衛隊岐阜基地で行われる航空祭にやって
きた。ここは、日本国内に現存する飛行場で最も長い歴史を持つ
とのこと。飛行開発実験団の拠点であることから、自衛隊に納め
られる最新の飛行機が飛ぶこともあり、毎年多くの航空ファンが
訪れることで有名である。小学生の頃、友人とかなり頻繁に厚木
基地のF4（ファントム）離発着を見に行き、大きな機体が迫力のサ
ウンドとともに空へ飛び立つ姿に興奮していたことを思い出す。飛
行機の魅力は、空を轟かす大袈裟すぎるほどの爆音と、機能美
から生まれるその美しいシルエットであると思う。機能に基づく魅
力は、幼少期の私が興奮したように、理屈ではなく、感性に訴え
る力強さがあるのだ。
　私は特に、飛行機のデザインのアイデンティティとなる垂直尾翼
に魅力を感じる。建築でいうスカイラインを形成する主役だからだ
ろう。特にこのF15の、あまり寝かせすぎていない、きりっと垂直

にたつ硬派な尾翼が好きだ。これは、何事も「やりすぎないデザイ
ン」を心がけるよう促されているのか…!?
　…とはいえ、平和について考えさせられる日々。戦闘機の持つ
意味を理解せずに、かっこいいと眺めていた幼少期の自分に複
雑な感情を抱きつつ、永遠の平和を祈るばかりです。
今年も、11月19日（日）に岐阜基地航空祭2017が開催されます。
自衛隊基地へのアプローチの道中、私がPMを担当している川崎
重工新総合ビル（来年春竣工）の建設現場の真横を通ることができ
ますので、併せてご覧ください。
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自作自演○215

徳田　統也（JIA愛知）

中建築設計事務所（名古屋市中区新栄1-27-27　TEL…052-262-4411　FAX…052-262-4414）

　「自然菜園」という野菜の栽培方法があります。堆肥を使わず、一般の畑のように耕すことはせず、野菜の成長を自然に任せる
栽培方法です。小さな畑を借り、無農薬で野菜を育てていますが、すべてを自然に任す「自然菜園」はできず栽培を続けています。
イタリア・ミラノに「直立した森（Vertial…Forest）」という、映画に出てくるようなマンション建築があります。高さ100 ｍ以上
あるマンションですが、周囲のバルコニー部分が最上階まで樹木で覆われている自然環境に配慮した集合住宅です。樹木は、二
酸化炭素を吸着しヒートアイランドの緩和に貢献します。
　アメリカでは、映画に出てくるホビットの家のような緑で包まれた住宅があります。周囲は緑に覆われますが、プレハブ建築構
造のためコストが安く工期が短い建築で、ホビットが出てきそうな自然に溶け込んだ住宅です。
　日本においても郊外に行くと、昔ながらの住宅が残っています。庇の長さが深く
通風を考慮した住宅です。その手法は、現在の住宅においても基本的な考え方に
なり、一般の建築物においても彫りの深い開口部には日本的な風合いを感じます。
　生活する中で、多くの「自然」という言葉があり、建築の設計にも環境を守る
ためのさまざまな取り組みがあります。食料の分野では、自然環境を保護しなが
ら栽培することは本当に難しいですが、専門である建築においては環境に配慮す
る設計に取り組めるよう、今後も鋭意努力したいと思います。

Nature……

畑の航空写真（google earth より）

林　美博（JIA愛知）

三橋設計名古屋事務所（名古屋市東区泉2-27-14　東海関電ビル　TEL052-937-5573…FAX052-937-5576）

ピザ釜のDIYに挑戦

　わが家をリフォームした際に、庭の一角にピザ釜をつくりたいと1.3m角、厚さ200mmのRC基礎を工務店に発注した。引退
後の楽しみにと考えていたが、かみさんや娘たちから「いつできるの?」と催促。さまざまなDIYの本を読み漁り、無謀にも連
続燃焼が可能なドーム型2層式の設計図を引いた。自分の技術力を確かめることなく、旧知のニッタイ工業にお願いして耐火煉
瓦310個を発注した。山積みのレンガの量と一個の重さに愕然とした。アマゾンで耐火コンクリート（25kg/袋）を進捗に合わ
せて注文、休日の空いた時間にゆっくり積み始めた。当然、設計図通りには行かず、積みながら設計変更、レンガ積みは奥が深
い。上層燃焼室のドームは断熱材を積層して削り、型枠とした。少量のコンクリートなので簡単に手練りできると思ったが、金
ダライいっぱいのコンクリートの手練りは、息が上がっても休憩することもできず、心臓が破裂するかと思った。ドームの上に
は、小石を練り込み蓄熱層、その上にパーライトモルタルを塗り重ねて断熱層とした。
仕上げは名古屋建陶社にお願いした5色を混ぜた特注モザイクタイルを張った。ホー
ムセンターで家庭用の焼却炉の煙突を購入、自動車マフラー用の耐熱塗料で黒く仕上
げた。煙突の柱脚部分には、差し込み式のダンパーを設けた。約1年3カ月を要して完
成。非接触デジタル温度計も手に入れ、釜の温度（400度）の上げ方も研究した。幸い
わが家の隣が栗畑なので、間伐した幹や枝を薪として調達・乾燥中。ピザの出来栄えは、
何回か失敗しながらも、かみさんや娘たちにやっと合格をもらえるようになった。 苦心の末完成したピザ釜
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RJIAに入会して

酒井信吾建築設計事務所（静岡市葵区呉服町2-7-10　育英会ビル3F　TEL…054-250-2030　FAX…054-250-2045）

　私が「建築」を目指したのは、ある建物との偶然の出会いがあったからである。文系の大学（学部）に進学し、叔父に紹
介されたアパートがその出会いを私に与えてくれた。それはアパートから歩いて5分の所にあったFLライトの「自由学園」であっ
た。その出会いにより、私は最終的に建築の道に進んだのだが、それが本当にラッキーだったのかどうだったか…。
　さて、その出会いから早40年…。現代は、石油化学に代表される物質文明で、身の回りの多くの物が自然素材から石油
化学製品に変わっていき、今ではそれなしでは家も建たない。本物と区別がつかないフェイク（建材）でつくる家が氾濫してし
まっている現状を「何とかしないと…」と思うのは、私だけでしょうか?

酒井　信吾（JIA静岡・正会員）

エム・オー・エーグリーン・サービス（熱海市田原本町9番１号熱海第一ビル９階　TEL…0557-84-2055　FAX…0557-84-2482）

　昨今、仕事を通じ庭と建築について考えています。庭と建物が一体となった美しい空間に強く惹かれ、そうした場に身を置
くとき、心休まる自分を実感することがあります。これからの自分はそんな空間の創造に関わりたい…と。
　今、幸運にも庭と建築、それぞれに精通したお二人の師を頂いています。豊かな経験と確かな知識に裏打ちされたお二人
の言葉は、いつも含蓄に富んでいて、今の私は少しでも多く吸収したいと願うばかりです。これから、さらに研鑽を積んで創造
の域に力を発揮できるよう自らの成長を強く思うとき、建築の師とのご縁で、JIAに入会させていただくこととなりました。さらに
良縁が広がることを願いまして、よろしくお願いいたします。

及川　博文（JIA静岡・正会員）

テレデザイン　名古屋オフィス
（名古屋市千種区桜が丘119-402　TEL…052-734-6598…　FAX…052-734-6598）

納村　信之
（JIA愛知・正会員［関東甲信越より転入］）

名古屋市瑞穂区春山町10-4

河村　大助
（JIA愛知・正会員［関東甲信越より転入］）

ラフ建築士事務所
（一宮市北方町曽根村東1193-3-603）

宮田　奈智子
（JIA愛知・ジュニア会員）

車戸建築事務所
（大垣市鶴見町73-3　TEL…0584-78-8311　FAX…0584-73-3401）

溝ノ口　遥
（JIA岐阜・ジュニア会員）
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　たとえば、十数年ほど前の住宅雑誌のページを開いてみる
と、今と比べて茶色や緑色の割合があまりに少ないことに驚
く。かつては無彩色でまとめられがちだった建築も、今では木
質感にあふれている。それこそ、『住宅特集』と『チルチンびと』
の距離は随分と縮まったのではないだろうか。
　実際、いま木造建築に熱い眼差しが注がれている。都市の
木質化や大空間木造、さらには伝統構法の再評価などなど。
一方で、木造住宅の在り方を大きく変容させる省エネ法改正
や、ZEHに代表される住宅の総合家電化といった動きへの懸
念も聞かれる。木造建築の話題には事欠かない。
　そこで、これから全6回にわたり、どのように木造建築が語
られてきたのか探ってみたい。戦前・戦時・戦後と激動した昭
和期(1927-1989)に現れた、木造建築を巡る特徴的テーマを取
り上げ、そこにみられる「語られ方」の読解を試みる。変転しつ
づける社会に馴染ませるべく紡がれた「木造建築の語られ方」
をいまいちど棚卸してみる価値はあるだろう。
　まず第1回目は、木造建築を愛して止まない〈木造愛国〉と、
木造建築を忌避して譲らない〈木造亡国〉の相克を取り上げる。
昭和初期、日本精神の尊重と西洋近代への憧れが相まって、
その「語られ方」も両極端な振れ幅を見せてくれる。

木造建築の倫理と日本主義の精神
　日本建築協会の機関誌『建築と社会』の1930年7月号は「木
造建築の将来」特集号。少しばかり可笑しいのだけれども、
「木造建築の将来」というお題で原稿依頼された多くの執筆者
たちが愚痴を書き留めている。テーマが曖昧だとか、そもそも
変だとか散々な言われようだ。そんな愚痴から、当時の建築界
における木造の立ち位置がうかがわれる。
　この「木造建築の将来」特集号にあって、一番手を担った建
築学者・岸田日出刀（1899-1966）は、比較的冷静に木造建築の
利点・欠点とあるべき将来を書き示している。その他の執筆者
たちも、木造建築の重要性を認めつつも改良が必要とするも
のが多いほか、社寺と住宅と公共施設それぞれの木造建築を
混同しないよう指摘する論者もみられる。

　そんな数々の主張のなかで注目されるのが、日本の伝統や
精神性にまで遡って木造建築を愛で、そして、日本の素晴らし
さを説くスタンス。いわば〈木造愛国〉とでも呼べるような「語
られ方」だ。執筆者のひとり松室重光（1873-1937）は、記紀神
話まで遡りながら木の国・日本を称え、日本国民の精髄として
木造建築を位置づける。題して「木造礼讃」。翌年に満州事変
（1931）、さらにその6年後に日中開戦（1937）を控える当時の日
本にあって、まだそれほど目立たないものの、その後大いに隆
盛する〈木造愛国〉の語りを観察できる。
　1938年7月には『新建築』でも「木構造特輯」が組まれた。パ
リ万博(1937)で建設された巨大な木造装飾塔を表紙に掲げ、
木造の意匠、木材及び木構造、構造力学編の3部で構成され
た一冊。ここしばらく「国際様式」の紹介に注力してきた『新建
築』が、この号では神社や仏教建築、茶室、書院、数寄屋、民
家について多くの写真図版とともに紹介している。
　当時、雑誌『国際建築』が「日本建築再検討」特集（1934年1

月号）を、『現代建築』13号（1940年7月）も「利休の建築特輯」
を組んでいる。モダニズム建築に慣れ親しんできた建築家た
ちにとっても「日本的なるもの」が重要な関心事になっていた
状況を踏まえると、時代を反映した特集だとわかる。8年前、
『建築と社会』で多くの執筆者が木造建築を語ることに懐疑的
だったことを思うと隔世の感を禁じ得ない。
　さて、「木構造特輯」での「語られ方」を見てみると、たとえ
ば、「我が国民程木材を愛し、之を活用し、且天才的技術によ
つて、美しい建築を産んだ国民は他に例を求める事は出来な
い」だとか、あるいは、「我々の祖先は霊を祭る社には〈生〉で
ある木材を清浄なるものとし、石や土は〈死〉して不浄なるも
のと考え忌み嫌ったとの事である。（中略）この伝統的精神は
今日に至るまで普遍であり、将来とも永久のものであろう」と
いった文言が並ぶ。木造建築は、清浄・本質的・自然環境に順
応した必然的形態、簡素・素朴などといった倫理性と深く結び
つけられている。〈木造愛国〉の語りは、日本の独自性・優位性
を、倫理的なものへと接ぎ木するのだけれども、そうした語り
方がモダニズムの美学からの引き写しとなっていて興味深い。

竹内孝治｜愛知産業大学造形学部建築学科 講師

隔月6回連載　
第１回

木造建築の
語られ方 木造愛国 vs.木造亡国
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「原始時代」から「原子時代」へ！
　〈木造愛国〉に対して、木造建築を真っ向から否定する路線
も登場する。いわば〈木造亡国〉とでも呼ぶべきその陣営の筆
頭格として知られるのが建築学者・田辺平学（1898-1954）だ。
前出の雑誌『建築と社会』「木造建築の将来」特集号において
も、大半の執筆者のテンションが低いなか、語り口の熱さや原
稿の長さにおいて他を凌駕する文章を寄稿している。
　田辺は実証主義的・技術主義的な視点から木造建築の長所
短所を列挙し、原稿タイトルにもあるように「大工の手より鑿

ノミ

を奪え!」と言い放つ（「!」に彼の義憤をうかがえる）。ただし、
1930年の時点での「木造批判」は、科学なき木造建築を生み出
す大工への批判だった。そこで田辺は架構方式の科学化、仕
様の標準化、徒弟制度の近代化を主張する。つまりは、旧来の
「大工の木造」から西洋の科学技術を移入した「エリートの木
造」へ（杉山英男）。
　そうした田辺の主張は、本土空襲から敗戦を経て、より原理
主義的な「木造禁止」へと舵を切る。たとえば戦後に、その名も
ズバリ「木造亡国－不燃都市建設の提唱」（1952.7）と題した論
考を発表している。衣食の近代化を経てもなお、住は未だ「チ
ョンマゲ建築」になっている現状を批判し、「科学ある都市＝
燃えない都市」の建設を主張する。原子爆弾にも抵抗できる都
市が求められる「原子時代」にもかかわらず、日本は依然とし
て木と紙の家で密集都市を造っている。田辺はそれを評して
「我が国は原始時代」だと嘆いた。彼にしてみれば、木造建築
に日本精神や倫理性を見出し、記紀神話にまで遡って正統性
を語る〈木造愛国〉は、国を愛するどころか、日本を破滅に導く
無知蒙昧と見えただろう。
　そんな田辺が「大工の手より鑿を奪え！」と叫んでより29年
たった1959年、日本建築学会はあの伝説の「木造禁止」を含む
「建築防災に関する決議」を行う。主要都市が焦土と化しても
実現しなかった〈木造亡国〉路線は、ここで〈木造愛国〉路線に
勝利する。「原子時代」にふさわしい不燃都市実現への王手は、
未曾有の大災害・伊勢湾台風（1959）という機を逃さなかった。
そして、ここに1987年まで続いた「木造建築の暗黒時代」が始
まりを告げる。

木造愛国・木造亡国の現在形
　1930年代、中国大陸での戦争に足を踏み入れていく日本に
浮上した〈木造愛国〉と〈木造亡国〉の対立について概観してみ
た。ところで、こうした「語られ方」はすでに過去のものなのか
というとそうでもない。記憶に新しいところでは、新国立競技
場を巡る一連の騒動が参考になるだろう。

　火中の栗を拾った建築家・隈研吾（1954-）は、炎上が常なこ
の時代にあって巨大建築を実現するためには、建築家や建築
作品の腰が低いことが重要だと言う。そして、誠実に説明し対
話を深めることを心懸ける。皆から「いいね!」を得るための「負
ける建築」を提唱する隈が、新国立競技場で配慮したことが
「建物の高さ」であり、「木材の活用」だった。このあたりの経緯
は、著書『なぜぼくが新国立競技場をつくるのか－建築家・隈
研吾の覚悟』に詳しい。この書名は言うまでもなく、伝説の討
論会「我国将来の建築様式を如何にすべきや」（1910）や、構造
派のドン・佐野利器（1880-1956）のマニフェスト「建築家の覚
悟」（1911）のもじりだろう。一世紀を経て、様式は「木造」、覚
悟は「負ける建築」へ。ゆえに第2章のタイトルは「木の建築だ
からできる“偉大なる平凡”」だ。
　隈は「「木」という素材の持つ、温かな感じは、なぜか人間に
大きく作用する」と語り、そこに21世紀のデモクラシーを見る。
そして、「105角」という規格材でなんでも作ってしまうのが「日
本の“偉大なる平凡さ”」であり、木の面白さは、その「平凡さ」
「民主性」にあるという。さらには、「単に木を使うのでなく、木
を感じられる空間にしたい（中略）原理主義的にはすべて木構
造であるべきかもしれませんが、それではどうしても無理が出
てくる。木材はもっと柔軟に、もっとだましだまし使った方が
いい」（『日経アーキテクチュア』2016年1月28日号）とまで言う。
　こうした木造建築の語りは、一見、「日本らしさ」を志向して
いるようでいて、そうかもしれないけど、必ずしもそうでもな
いといったノラリクラリ感が特徴だ。「木」は多様なイメージ・
性質・来歴を持つことから、いろいろな主義主張の補強材とな
る。そんな多義的な素材であることを、隈は戦略的に利用して
いる。負けるための〈木造愛国〉。巨大プロジェクトが著しく困
難な現代社会にあって、木造を語ることが免罪符として機能
するということ。それが〈木造愛国〉の現在形なのだと思うと腑
に落ちる。
　ところで、木造建築と日本文化をつなぐ語りは、その過剰さ
をエスカレートさせると神がかりな言説になりかねない。「伝
統構法」が「惟

かんながら

神の道」と地続きになる〈木造皇国〉だなんて笑
えない話も起こりうるだろう。それとは別に、Jアラートと横文
字で名付けられた空襲警報が身近なものとなりつつある現在、
かつて防空都市の実現を渇望した〈木造亡国〉路線も再び表舞
台へと引き戻されつつある。

たけうち・こうじ｜専門は日本近代建築史。木造住宅メーカ
ーでの実務経験から得た問題意識をもとに、戦時から戦後
にかけての住宅計画・生産・供給、わが国における住宅産
業の歴史などについて研究している。主な論文に「建築家・
内田祥文の「國民住宅」構想に関する研究」、「イラストレー
ター・真鍋博の未来都市観に関する研究」などがある。
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　まず印象的だったのは、１次審査と同様にとても丁寧な審査だったとい
うことだ。2日間に渡った現地審査を経た公開審査では、応募作品一つ
ひとつについて３人の審査員が講評を行った。この講評がとても良かっ
た。各審査員の建築に対する価値観に裏打ちされた言葉は、真摯で的
確だったように思う。鋭い批評を含む言葉は、時に応募者にとって厳しい
ものであるが、作品を貶めるための発言ではないことが明らかなので決し
て不快なものではない。応募者も改めて自分の設計を振り返る契機にも
なったのではないだろうか。
　この講評とそれに続く審査の中で印象に残ったのは、建築空間の「ゆ
るさ」についての議論だった。建築家の性として、大きな空間構成から構
法、寸法、素材、ディテールまで筋の通ったものにしたいという欲望があ
る。これは身についてしまった習性で拭い去ることができない。また、一
般的に筋が通っていない、あるいは筋を通すことを意識していない設計
は、往 に々して凡庸なものにしかならないのは周知のことでもある。最終
選考に残った作品のみならず応募作品のすべてが筋を通そうという姿勢
を持っていたことは明らかであるのだが、実はこの先が難しいということが
最終審査を通して浮かび上がってきたように思う。

　それは、「筋を通すこと」がある種の窮屈さにつながっていくのではな
いかという指摘である。空間の骨格から最後のディテールまで決めて（極
めて）いく過程で、知らず知らずのうちに住まい方の自由度を奪ってしまう
という危険を孕むことになる。これはすべての建築が持っている危険でも
ある。極めていかなければ建築のレベルを高めることはできないが、極め
ることが不自由さにつながってしまうというジレンマである。このジレンマは
多くの建築家に共有されるのではないだろうか。
　大賞となった「傘の家」は、ゆるさの感覚が絶妙な住宅だった。構造
的には極めてチャレンジングなことを行いながら、それが前面に突出してく
るのではなく、緩やかに居場所をつくり出している。周辺環境にも繊細に
対応することで、大きな空間から小さな居室まで居心地の良い場となって
いたように思う。当たり前のことではあるが、夏は涼しくて冬は暖かいとい
う住宅の基本的性能を無理なく実現していることも重要なポイントだった。
住まい手の自由を束縛しない建築の姿が高く評価され
たのだと思う。

第5回JIA東海住宅建築賞2017現地審査・最終公開選考・表彰式

　さる7月22 ～ 23日に第5回JIA住宅建築賞2017の現地審査が、23日
の15時より名古屋大学ESホールにて最終公開選考・表彰式が行われま
した。学生34名・一般54名・JIA会員15名の計103名の参加がありまし
た。6月24日の公開審査に於いて前年より2作品多い8作品が現地審査
に進みました。長い時間、狭い車内に耐えていただいた審査員の先生
方に感謝いたします。また、現地で暖かく迎えていただいた建築主の
皆さまにも感謝いたします。
　現在、作品集を脇坂圭一氏が中心となって編集中で
す。完成を楽しみにお待ち下さい。

吉元　学（JIA愛知）｜JIA東海住宅建築賞特別委員会委員長

伊藤恭行（JIA愛知）｜CAn（シーラカンスアンドアソシエイツ）

入賞者の皆さまです

洗濯物が家に溶け込めるかが、審査のポイントの一つです

「寿がきや」での昼食。東海ならではです

■最終審査を振り返って
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大賞

奨励賞

優秀賞

奨励賞

審査員特別賞

奨励賞

優秀賞

奨励賞

傘の家
原田真宏＋原田麻魚｜
MOUNT FUJI ARCHITECTS STUDIO　関東甲信越支部

減築の家
浅井裕雄＋吉田澄代｜裕建築計画　東海支部（愛知） 

名古屋のコートハウス
保坂　猛｜保坂猛建築都市設計事務所　関東甲信越支部

刈谷の家
谷尻　誠＋吉田　愛｜ SUPPOSE DESIGN OFFICE Co.,Ltd.　中国支部

加茂の家
山田誠一｜山田誠一建築設計事務所　東海支部（静岡）

白と黒の家
米澤　隆｜米澤隆建築設計事務所　非会員

nagono no mise
平野恵津泰＋
桑原雅明＋
吉元 学＋
今井大輔｜
ワーク◦キューブ

東海支部（愛知）

光庭の棲
川本敦史＋川本まゆみ｜
エムエースタイル建築計画　
東海支部（静岡）
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被災。被害総額は、福岡・大分あわせて1,400
億円を超えると言われており、福岡県において
は、被害総額が戦後最大規模と試算され、
「激甚災害」に指定された。

T活動
〇JIA九州支部 web会議の開催
　災害発生から5日後の2017年7月10日20：
00 ～JIA九州支部からの呼びかけで、九州
各地域会の会長もしくは災害対策委員の
方々でweb会議が実施された。
　地震については応急危険度判定や罹災証
明調査などの仕組みが確立されているが、水
害については確立されていないこと、ここ数年
広島など全国で水害による天災が起きている
が、JIAとしての活動実績がなく、過去に台風
水害による活動実績ということで、和歌山地域
会が独自に活動されたことなどが報告された。
今後の活動方針として、昨年の熊本震災での
経験も生かし、他会などとの連携も考慮する。
また、その後の九州支部での災害対策会議
では、（行政や他会から）要請があれば、対応
を検討できるよう備えておく旨、確認した。
〇公益社団法人　福岡県建築士会　福岡
地域会　情報提供
　2017年6月末に「災害を乗り越え未来へ」と
題し講演会を行った直後の九州北部豪雨を
受けて、講演会で使用した紙管間仕切り（坂
茂建築事務所、考案）を試験的に数カ所配
置。土砂の入った住居や田畑の土砂撤去な
ど長期的支援を必要としている。
〇JIA 和歌山地域会（JIA和歌山地域会　

生駒義範会員）情報提供
　2011年台風12号での豪雨による土砂災害
及び河川の氾濫は紀伊半島最大の被害と
なった。調査では全般的には地震のような傾
斜や倒壊した建物はなく、一見すると何も被害
がないように思われた。しかし外観をよく見ると
浸水高さが判明するとともに、内部調査では
浸水家屋を泥で埋め尽くす状態であった。今
後生活する上での健康被害（泥水）も心配で
ある、としている。
　災害に係る住家の被害認定基準について
は、内閣府の判定基準に沿って調査を行い、
水害による被害の判定では地震による被害の
判定に加え、浸水の高さによる判定が必要に
なる。その他は地震のときとほぼ同じ判断基準
で判定する。
T特性と意識
　災害はそれぞれ特性を持っている。今回の
水害は、河川の氾濫による泥の堆積、東峰村
だけでも20万トン以上の流木など、土木的要
素の強い問題解決が、今進んでいる。
　私自身、1982年7月の長崎大水害を経験し、
両親が経営する会社が甚大な被害を受け
た。その数年後に会社再建を諦め、私自身の
人生にも影響が及ぶほどであった。
　JIAとして何ができるのか、自然環境の把
握、地域コミュニティーの再建も含め、建築の
枠を広げて活動する必要があると思う。
　初動も含め私たちができることは、長期にわ
たる被害者の支援に、建築家としての経験を
生かすことだろう。

九州北部豪雨　JIA九州支部からのレポート

準備すべき多種災害への統一意識

九州支部…福岡地域会　佐々木寿久

流れ着いた大量の流木 まちなかの至る所に土砂が堆積している

　この記事を書いている最中、台風18号が日本
列島を直撃しました。被災された方 に々お見舞
い申し上げます。
　2017年7月5日（水）の昼頃から夜にかけて、
福岡県・大分県の九州北部3水系（遠賀川・筑
後川・山国川）流域地域を中心に観測史上最
も多い記録的な雨量を観測した。特に福岡県
朝倉市では1時間に169mmを観測する大雨と
なり、2012（平成24）年の九州北部豪雨（7/3）の
ときと比べると、累加雨量は約2倍となった。

T被害報告
　下記に2017年8月30日時点での主な被害
状況を記載する。
〇福岡県被害状況（福岡県ホームページより）
人的被害：48件（死者：33名、重傷：1名、軽傷：
9名、行方不明者：5名）
家屋被害：1,646件（全壊：235件、半壊：803
件、一部損壊：39件、床上浸水：23件
床下浸水：532件、非住家：14件）
土砂災害：207件（がけ崩れ：187件、確認中
案件：20件）
その他　道路被害：769件、河川被害：460件
〇大分県被害状況（大分県ホームページより）
人的被害：7件（死者：3名、重傷：1名、軽傷：3名）
家屋被害：1,902件（全壊：48件、半壊：266件、
一部損壊：5件、床上浸水：148件
床下浸水：843件、非住家：592件）
土砂災害：45件（がけ崩れ：45件）
その他　道路被害：663件、河川被害：1,382件
　その他、国指定、国登録文化財と県指定文
化財など、歴史的文化財は少なくとも26件が
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　ガテン系建築家studio… velocity（以下、
ヴェロシティ）の「JIA… 新人賞記念講演会
2017」が7月8日に開催された。ガテン系、な
んて言い方をするのは、「敷地下の岩盤を確
かめるため、真夜中に所員とスコップを持って
地面を堀りに行った」というエピソードから講
演が始まったから。この岩盤が、彼らが提案
した設計案の実現を阻むコスト的な制約に
なっていたのだ。結局、60cm掘ったら本当に
それ以上掘り進むことの困難な層が出てきた
という。しかし、それであきらめずに今度は岩
盤層を掘削するための重機とそれに取り付け
るバケットを調べ、一般重機で施工可能な業
者が見つかった（見つけた）という。ガテン系
にとどまらずエンジニアリング系の側面も披露
された。ヴェロシティの建築は、白くて、四角く
て、分棟型が多いこともあり、構造的なスタイ
ルに目がいきがちだ。講演会では冒頭に指摘
したような意外な一面、というかそれが本質な
のだろうけど、彼らの建築が如何にして実現
されたのか、実作の見学と設計プロセスの開
示によって明らかとなった。
　さて、講演会は、第1部に受賞対象の「愛
知産業大学　言語・情報共育センター」の見
学会、第２部に栗原健太郎・岩月美穂氏によ
る近作および設計過程にあるプロジェクトも含
めたレクチャー、第３部に栗原・岩月氏に加え、
ゲストとして11年度新人賞受賞者である西田
司氏（オンデザインパートナーズ）を加えた公
開鼎談の3部から構成された。

　第1部の見学会は、幅64.5ｍ、奥行49ｍ
の矩形平面を型抜きしたような大きくて、薄い
屋根を前に解説が始まった。屋根は、薄いだ
けではなく、動線をトレースしたような細さで、
その一部に4列の帯状に内部空間が分散配
置される。といっても、内部空間は四周のフル
ハイトのガラス（引き戸）により、内とも外ともつ
かない開放的な領域となっている。機能的に
は「言語ラボ」「プレゼンスペース」「ものづくり
ラボ」「情報ラボ」「バス待合」と、自由度が高
そうな諸室が置かれている。要求された機能
を一つの塊として集合させるのではなく、敷地
全体に広げられた屋根面に分散配置させる
というダイアグラムが示すとおり、「公園とも建
築ともなるような自由な場」というコンセプトが
達成されている。
　第2部のレクチャーは、見学会で見た施設
の実現までのプロセスが示された。苦労の
末、切り土が可能となった敷地で、今度は場
所ごとに微妙な起伏をつくり、均一な勾配の
屋根を被せたがゆえ、次の困難となったのは
位置によって異なる柱の長さが原因であった
という。負担する応力が異なるため、複数の
径と、パイプと無垢材の使い分けによって構
造的に成立させ、エンジニアリング面での解
決で乗り切ったようだ。
　「美浜町営住宅河名団地」はヴェロシティ
には珍しく、白ではない。木の下見板張りによ
る分棟配置の平屋の集合住宅である。さらに
彼らの建築には珍しいことに軒が大きく張り出

している。彼らも審査を受けたことのあるJIA
東海住宅建築賞の審査員・堀部安嗣氏の軒
への絶対的な言及の影響だろうか。結果とし
て、軒のない､白い箱では実現し得ない「他
者の軒先であり、通路でもある」中間的で陰
影のある領域が生まれている。
　「山王のオフィス」では3Dスキャナを使った
ボリュームスタディを導入するとともに、自重と
積載荷重によるたわみを許容した集成材の
梁を開発したという。解説には断面二次モー
メント、ヤング係数をはじめ、E75-F240の対
称異等級やグレーディングといった用語も持ち
出され、エンジニアリング系建築家の色が強く
出てきた。検討の末、自主的に載荷試験まで
行ったという。
　「まちに架かる6枚屋根の家」は、白くて、
四角くて、分棟系に軒のある屋根を載せてい
る。屋根をHPシェルとして、再び困難に挑ん
だようだ。
　第3部の西田氏との鼎談は、「敷地の範
囲をどこまで捉えているか」「ヴェロシティの建
築は楽しい」という西田氏の言葉を受け、室
名ではなく「活動」や「体験」から生まれる「新
しい地形」をつくりたいという栗原・岩月氏の言
葉で締めくくられた。

JIA 愛知発

活動や体験から生まれる新しい地形を実現するガテン系・エンジニアリング系アプローチ

栗原健太郎氏 JIA 新人賞受賞記念講演会

第 1 部 見学会で解説する栗原氏と岩月氏 愛知産業大学 言語・情報共育センターの内部空間 第 3 部 鼎談に登壇した西田氏

脇坂圭一（JIA愛知）｜
静岡理工科大学／

ヒュッゲ・デザイン・ラボ
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　2017年7月18日、JIA協会支部住宅研究
会主催のユニオン大阪工場見学会に参加し
ました。参加者は8名。
　1946年に創業したユニオン。ものづくり、ク
ラフトマンシップを大切にしたいと言う企業理
念から、巨大工場で商品を製造するのでは
なく、職人たちが誇りを持って働く町工場で
製造されています。今回はそんな町工場を2
カ所、見学させていただきました。
　一つ目の工場はメッキ、研磨、切削などを
行う工場。鋳型に溶けた金属を流し込む鋳
込みの工程は見られなかったものの、型抜き
されたアルミレバーハンドルの鋳物が職人さん
の手で、バリが取られ、正確に切削、美しく
研磨され、仕上げのメッキが施されていく過
程を見ることができました。
　どの過程も興味深かくて良かったのです
が、作業を見ていると実は人や機械の動きが
いいんです。鍛錬された動きというか。惚れ
惚れします。二つ目の工場は主にパイプを加
工する工場。パイプを職人さんが面白いよう
にひょいひょいと曲げていきます。パイプを茹
で上がったパスタ麺のようにうねうねと曲げて
しまう機械があったり、こちらも見ていて飽きま
せん。でもその機械にパイプをセットするのは
人の手で、またその動きに無駄がなくて美し
いのです。
　実際の製造過程が分かってくると、多分皆
さんそうでしょうが、この技術を使ってデザイン
したい気持ちがふつふつと湧いてきます。皆

さんもやや興奮気味。興味津々で、質問が
次 と々飛び交います。
　しかしなんでしょうね、この技術力の高さは。
町工場は規模が小さいため、特定の技術に
特化してきた結果なんだろうとは思いますが、
こう、なんと言うか、生き抜くためのしぶとさみ
たいなものを感じます。そして、町工場の方
が自社の技術を語るときの自信に満ちた、そ
の技術が好きだという感じがまた良いです。
　こんな現場を見せられたら、レバーハンドル
に対する愛着も否応なく増してしまいますね。

特注に対する柔軟さと
3Dデータがもたらす新たな時代

　町工場の高い技術力を組み合わせ、質の
高い商品を生み出すユニオンですが、同時
に、特注に対する柔軟さ、手軽さも特筆され
るべきでしょう。レクチャーで聞くことができた、
眞野サトルさん（眞野サトル建築デザイン室）
の非常にチャレンジングなアイデアのアクリル
樹脂取手の開発でも、さまざまな技術を組み
合わせる柔軟さがなければ、まず開発は無
理だったのではないかと思います。
　そして今回、嬉しいことに見学会に合わせて
レバーハンドルを一つつくらせてもらえることにな
りました。事前にユニオンからお願いされたの
は3Dデータの提出のみ。これはちょっと驚きで
した。3Dデータに慣れていればこんな手軽な
ことはありません。サクサクとデータをつくり送付。
　今回の流れはこうなります。
　3Dデータを作成（ここまで設計側）→

データの手直し→3Dプリンターで原型と
なる模型を出力→模型を使い鋳物の砂型
をつくる→鋳込み→切削・研磨→メッキ
　これまで職人さんが手づくりで原型模型を
つくっていたので、コストと時間がかかってい
たとのことですが、3Dデータと3Dプリンター
の登場によって、前半部分を一気に圧縮でき
るようになったとのこと。
　ちなみに私はすべてパソコン上でモデリング
し、そのデータをもとに完成イメージCGまでつく
り上げており、一切事前に立体化していませ
ん。ですが、手で触って確認したい向きには、
最近安くなってきた3Dプリンターがオススメで
す。デザイン途中でもどんどん出力し、スタ
ディーを重ねられるので、実際の見た目、握っ
た感じをかなり詰めていけそうです。それと
CG画像を併用すれば最終イメージをかなり正
確に掴むことも可能になってきたと感じます。
　3Dデータが自在に扱えれば、ユニオンのよう
なメーカーと共に、デザイン検討から製造まで非
常に効率的な特注品製作環境が整うように
なってきた現在、3Dデータをつくり出す新たな道
具に慣れる必要が出てきたのかもしれません。
　町工場の見学で、製造過程と特注の流れ
を知ることができたのは、参加者の皆さん、大
きな刺激を得ることができたのではないでしょ
うか。

JIA 愛知発

町工場とともにあるユニオン

住宅研究会『町工場を見て学ぶ』会　ユニオン工場見学

CGでつくったもの（下）
と実際に完成した
レバーハンドル（上）

左｜一つ目に見学したメッキ、研磨、切削などを行う工場　中｜パイプ加工の工場　右｜ユニオンショールーム

横関　浩（JIA愛知）｜
STANDS ARCHITECTS
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　今年も、500点を超える力作が“小さなまち”
の通りや風景をつくっている。この企画の端緒
については、本誌連載（※1）に詳しく書いたが、
「自分の育った環境を知る」ということは、意外
と軽んじられていると気づいて、「お店をつく

ろう！」と称して、僕自身も通ったまちなかの
小学校に掛け合い、夏休みの宿題に加えて
もらった。
　アートイベント（※2）と連携する形で、作品を駅
前の劇場（穂の国とよはし芸術劇場PLAT）
に展示できるのは、まちの子どもたちだからこ
その贅沢。劇場でのアート展示の可能性を探
ることにも楽しみがあり、豊橋市も劇場スタッフ
も協力してくれる。この連携に本年度より、JIA
（愛知）のサポートを得ることができた。
　夏休みのワークショップでは、酷暑の体育館
で汗だくになりながら、「お店」づくりをサポート。
展示の設営では、悩みながら“小さなまち”の
会場構成を行った。慎重に審査をし、4作品を

「建築家賞」として表彰し、講評も行った。
　建築家のかかわりが、このプロジェクトをど
のように広げてゆくのか?　スタートラインに立て
たような心持ちで、ワクワクする今年の展示で
あった。
　今年で12年目。この企画を体験した子ども
たちの中で、運営側に力を貸してくれる人材
が、そろそろ出てくるかもしれない。

（※1）本誌2014年12月～2015年10月　隔月連載「建築家は、リージョ
ンをもつ。」
（※2）とよはし都市型アートイベントSebone：http://seboneart.com
（参考）豊橋駅前大通地区まちなみデザイン
会議：http://ekidesign.info

JIA 愛知発

お店をつくろう！～小さなまちづくりプロジェクト

JIA 建築ワークショップ＠豊橋

黒野有一郎（JIA愛知）｜建築クロノ

連続環境セミナー@2017『省エネ法を超えて』

　住研主催の連続環境セミナーが6月17日に最終回を迎えた。
私が住研委員長のときから、柳澤さんや吉元さんを中心に意見
交換してきた企画だ。現委員長の宮坂さんの執念とも言えるパ
ワーで、多彩な環境の勉強会が無事終了。最終回の原稿なの
で、簡単に振り返って見ることにしよう。
　第1回の宇野先生は、気候風土から見る環境配慮の建築概
要を面白く分かりやすく紹介いただいた。第2回はSUEPの末光
さんとARUPの清野さん、シミュレーション技術やiPadで使える
APPの紹介で、それらのシミュレーションがパッシブなデザインとし
て新たな建築を生み出していることが革新的で興奮した。第3回
は野沢先生。実作を見ながらの講義となった。実践と結果を説
明いただき、前回の末光さんらとは違ったアプローチで環境的デ
ザインの細やかさが面白かった。第4回は辻先生、第5回は澤
地先生、大倉先生と実践につながる講義はとても密実で実務に
つながる講義であった。
　わたしの事務所ではすでに２件の断熱改修とリノベ―ションの
設計があり、早速教えを実践投入した。どちらの施主にも年間の
エネルギー使用量を提示し、さらに辻先生に教えていただいた、

環境家計簿による年間エネルギー消費額を提示することができ
た。
　講義の後半は「自立循環型住宅」をテーマに実践勉強を進め
てきた。「自立循環型住宅」とは2010年の一般住宅に比べてエ
ネルギー消費量を50％削減する住宅のことをいう。住宅の大き
なエネルギー消費は暖房、給湯、家電である。断熱材の効果は
暖房エネルギーの削減には役立つが、冷房はそれほど効果がな
い。一般方はもちろん、工事関係者でも知らない人は多いのでは
ないか。
　環境の設計は物性から科学的に解決されるのだが、地域性、
ライフスタイルといった微変動や人の行動という曖昧な事象も影響
する領域である。そのため、感覚的に理解するためのトレーニング
が必要である。
　参加者には新たな知恵と技術、さらに基礎的な直感力が身に
ついたのではないだろうか。今後実践を交えて、
新たな建築デザインが生まれる事を期待したい。

講師：大倉靖彦（アルセッド建築研究所）　澤地孝男（国土交通省国土技術政策総合研究所）
会場：トーヨーキッチン名古屋ショールーム

第 5 回
レポート

自立循環型住宅へのガイドライン

浅井裕雄（JIA愛知）｜裕建築計画

展示風景。絵画と工作の「お店」で“小さなまち”が完成。
映像や照明を時間毎に変化して、まちの一日が展開する
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理  事  会  レ  ポ  ー  ト

第242回理事会が2017年6月23日（金）の13時00分～ 14時10分ま
で建築家会館3階大会議室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2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、渡辺太海、石田壽、高屋利行、宮田
哲、佐々木信明、中尾利弘、各2017年度役員候補者。欠席者は高
階澄人、江副敏史…両理事。

【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5名、準会員3名（専門1名、ジュニア2
名）…協力会員：個人1名、法人6件
2）種別変更希望　シニア3名
3）退会希望者　正会員27名、準会員1名（専門1名）…協力会員：法
人4件　→承認
2．委員会委員長・委員会委員・全国会議委員委嘱承認の件（筒井信
也専務理事）
①告示15号特別委員会の内、国土交通省業務報酬基準改正検討委
員会委員小川成洋氏（関東甲信越支部）はJIAとして国交省の委員
会にも出向。　→承認
3．アルカジア東京大会ACA2018諮門会議設置及び議長委嘱承認
の件（筒井信也専務理事）
　諮門会議はJIAの中に設けるものとし、今年1 ～ 2回、来年1 ～ 2
回程度開催。議長は明治大学副学長であり、大会会場として明治大
学キャンパスをお貸しいただける。　→承認
4．総会白紙委任状の取扱いの件（筒井信也専務理事）

　会長委任　→承認
【報告事項】
1．JIA事業活動助成（本年度募集）について（左知子財務委員会委
員長）
　ゴールデンキューブ賞にぜひエントリー下さい。8月10日締め切りです。

（車戸）
2．JIA大会2017四国について（野村正人四国支部支部長）
　　東海は80名の要請あり
3．その他

臨時理事会同日開催
　臨時理事会が2017年6月23日（金）の16時30分～ 16時50分まで
建築家会館3階大会議室にて集合方式で開催された。出席者は六鹿
会長以下、理事23名、監事2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。

【審議事項】
1．業務執行理事選任の件
①専務理事　筒井信也
②北陸支部長　高屋利行
③沖縄支部長　當間　卓　各理事　→承認
2．顧問の再任および諮門事項変更の件
・…若手へ継続的にバトンタッチできる仕組みを。
・…国土交通省と仲良くなるためではなく、強い意見を提言してほしい。
　→承認

第242回理事会開催、新理事にバトンタッチ
本部理事　車戸愼夫

地域会だより

＜東海支部＞
9/3 ～ 10　UIA…2017…ソウル世界建築大会
9/15… JIA東海支部大会2017岐阜「水の力」
9/28 ～ 30　JIA建築家大会四国2017とくしま大会
＜静岡＞
9/13… 9月静岡地域会定例役員会
10/14… 建築ウォッチング（熱海）
11/1… 10月静岡地域会定例役員会
11/17… 建築文化研究会講演会
11/29… 11月静岡地域会定例役員会
＜愛知＞
8/24… 平川典俊氏…講演会
8/29 ～ 9/1　JIA建築ワークショップ＠豊橋
9/7… 連続環境セミナースピンオフ02
9/22… CPD研修会
9/29 ～ 1/26　2017年度　名古屋市立大学講義
10/14 ～ 15　建築家フェスティバル（ゑびす祭りに参加）
10/22… 環境セミナー補習授業①「宮本佳明講演会」

10/28… JIA建築見学日帰りツアー
11/2　愛知地域会役員会
＜岐阜＞
8/22… 支部大会実行委員会（18:30 ～ 21：00）
… 場……所：ハートフルスクエア研修室
9/11… 支部大会実行委員会及び岐阜地域会役員会(18:30 ～ 21：00)
… 場……所：ハートフルスクエア第２研修室
9/14… 支部大会現地設営(1６:00 ～ 18：00)・
… 場……所：メディアコスモス会場
… 協力会員との交流会（支部大会前夜祭）（8:30 ～ 21：00）
… 場……所：さむしんぐ（イタリアン居酒屋）
＜三重＞
8/18… 第4回役員会
9/1… 第4回例会・会員研修3
10/6… 第6回役員会、第5回例会
… 11月　建築ウォッチング
12/1… 会員研修4
1/20… 建築文化講演会
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　先日、静岡地域会では「建築サロン」と名付けた、若手建築家（JIA非会員）
と会員との交流会と、会員による海外旅行などの報告会という2つの小さな事業
が開催されました。
　建築サロンは、まだまだ固い集まりで、若手は上司から言われ参加、会員も何
を話していいかわからず、あたふた。懇親会も義務感ばかりで、正直盛り上がり
ませんでした。でも、開催して良かったと思っています。慣れてくれば、世間話、
建築作品批評、自分の考えと進んでいくに違いありません。スライド会を含め、こ
のような企画は継続することに意味があり、日々 、変化していけば良いと思います。
繰り返していくうちに、若手建築家が集まり、JIAに興味を持ってもらえればたい
へんうれしいことです。
　全体的には、内向きの企画ではありますが、協会の根幹は
会員であり、その会員数であると思います。特に若手建築家
の参加は、これからのJIAにとって非常に大事なことであると
考えます。

日　時：2017年8月4日（金）16：00～ 18：00
場　所：JIA東海支部事務局　会議室
出席者：本部理事、幹事10名、監査１名、オブザーバー8名
欠　席：支部長、幹事1名、監査1名

１．支部長挨拶（代理…奥野地域会長）
　前回役員会では、検討事項が数多くありました。今回はその回答も含め、協
議事項、審議事項ともに慎重で迅速な議論をお願いたします。
２．報告事項

（１）本部報告

①CPD評議会（7/28）（江川）全71件のうち東海支部3件が認定。
・… CPD評議会とCPD･WGは、一定期間連携する。
②「告示15号」意見交換会（7/25）（矢田）
・… JIA特別委員会・意見交換会には、車戸支部長、鳥居監査、小田顧問が参

加された。
・… 国土交通省が行う今回のヒアリング先（小事務所枠）として車戸支部長が、

中規模枠として小田顧問が、同委員会から推薦された。
③ARCASIA大会実行特別委員会（8/1）（吉元）
・… 開催日は2018年9/10-9/13　内容については検討中。（日本各地の建築案

内の製作、アジアの学生のイベントなど検討中）
④フェローシップ委員会（8/3）（谷村）
・… 全国地域会長会議内容について、「土着」の中の6つのテーマから絞り込む。
（２）支部報告

①東海住宅建築賞2017…最終審査（7/23）（吉元）…
②東海支部大会2017実行委員会（長尾）
　支部大会実行委員会にて準備進行中。パネルディスカッション内容打合せ会

開催。
③JIA25年賞支部委員会（谷村）
・… 東海支部は4点の応募　静岡（MOA美術館）愛知（トヨタ博物館、名古屋

大学内木造ドーム）岐阜（荒川豊蔵資料館）8/22東海支部の最終審査を
実施する。その前に現地審査をする。

（３）各地域会からの報告（各地域会長）…
３．その他

①退会届　法人協力会員「グラウンド・ワークス㈱」（大瀧）
②種別変更　協力会員「石黒久雄(個人→法人)」（大瀧）…

議　事

１．審議事項

①入会申込　ジュニア会員「平野章博」（久保田）…→承認…
②入会申込　法人協力会員「チャネルオリジナル㈱」（久保田）　→承認
③事業報告「東海学生卒業設計コンクール2017」（吉川）
・… 事業報告書（決算書）の提出、説明。
・… 決算書中支出の全国卒コン協賛金の\200,000についての説明を願う（服部・

小田）
・… そもそも、支部で集める協賛金と本部で集める協賛金は別会計だが、事務手

続きの関係で、収入に本部への協賛金が記載され、本部への協賛金支出と
いう形となった。（矢田）

・… 次回より、支部向け協賛金と本部向け協賛金は別会計とし、本部向け協賛金
依頼書には本部に送られますとの文言を入れるべき。（小田）

・… 一社未収金（5万円）の修正をすること。（矢田）　→以上承認
④…後援名義使用許可依頼　名古屋大学大学院環境学研究科
・… まちとすまいの集い「健やかに築く…まちとすまい（10/7）」（矢田）　→承認
２．協議事項

①…2018年度役員候補選挙…選挙管理委員会委員の推薦について（矢田）
・本部については服部氏を推薦。
②「全国環境会議」委員選出について（矢田）
・… 現委員の柳澤氏よりの推薦にて、愛知地域会の笹野氏とする。
③…支部事業助成申請　子どもの建築学校委員会（関口）　
・… 東海支部子どもの建築学校委員会にて、JIA事業活動助成申請書、事業企

画書の提出説明（関口）
・… 建築家大会2017四国シンポジウム事業計画書（予算書）提出
・… ゴールデンキューブ賞作品集出版事業計画書（予算書）提出。
・… 結論として、建築家大会2017四国シンポジウムは支部事業として支部活動助

成を受ける。出版事業については、ゴールデンキューブ賞2016/2017の事業と
して国際交流委員会より助成金を15万円出してもらうよう申請する。（矢田）

・… JIA事業活動助成申請書の申請については協議事項であったが審議事項と
し協議の上、承認。事業企画書についても一部修正の上、承認。

・… ゴールデンキューブ賞作品集出版事業については国際交流委員会と粘り強く
交渉することを確認の上、協議事項であったが審議事項とし協議の上、承認。

・… 国際交流委員会より助成金が頂けなかった場合は東海支部で検討する。（矢
田）

３．報告

４．その他

①…メール審議…事業計画書…子どもの建築学校委員会（矢田）
・… 建築家大会2017四国にて東海支部シンポジウム開催の件は、メール審議結

果、承認。
②…2016年JIA日本建築大賞受賞作品「ROKI」小堀哲夫氏（小堀哲夫建築

設計事務所）を迎えての現地見学会について
・… 11/5にJIA会員向け見学会（全国応募）
・… 東海支部が窓口となり、具体案作成および段取りなどはは静岡地域会にて担

当。
③…2018年度支部役員候補選挙…選挙管理委員会委員の推薦について（矢田）
・… 支部については、8月中に各地域会より選挙管理委員会委員を推薦。
　次回役員会までに、幹事長にて日程表を作成。
④…2017年度支部役員会日程表（矢田）
・… 本日添付の日程表にて決定。

東海支部役員会報告

大瀧正也（JIA静岡）｜聖建築設計事務所 
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データ発掘（お気に入りの歴史的環境調査）

野間郵便局旧局舎

久国寺

登録有形文化財

して利用される予定です。ご興味あれば訪ねてみ
てください。
　なお、今回取材に当り元五代目局長･森田香

よしこ

子
さま、あいちヘリテージマネージャー･後藤文俊さま、
同･市川真奈美さまにご配慮いただき感謝申し上
げます。

■紹介者コメント
　夏の海水浴客で賑わう知多半島南部、美浜町
野間地区を南北に貫く国道247号線沿いのまち並
み西側に面して、この旧郵便局舎は建っています。
一見すると子犬が微笑んでいるかのような正面の
外観が可愛らしい印象を与え、現在もこの地区のラ
ンドマークとなっています。
　明治13（1880）年に地元篤志家の森田伊助氏
が初代局長として野間の地で郵便局を開業したの
を契機に、三代目局長森田定吉氏が昭和6（1931）
年に現在地にてこの局舎を建設開業したものが今
現在も残されています。1階平面はおよそ正方形
で玄関部分が外に張り出し、手前側が郵便事務
室、後側が荷受・区分・休憩などのサービススペース
として前後で二分され明快な間取りとなっています。
　正面外観は、明治～昭和初期に掛けて各地の

■発掘者コメント
　名古屋城の鬼門に当たる名古屋市北区、名鉄
尼ケ坂駅近辺には、城を護るため多くの神社・仏閣
が建てられた。昔は杉の木立に源氏蛍が飛び交っ
ていたという通称「御成通」を西に行くと久国寺に至
る。山門の左には「本尊聖観世音菩薩」の石碑、
右手に「天長山久国寺」の石柱がある。久国寺は、
古く1650（慶安3）年、長国守養首座が開創。天
明年間(1782～1788)、二度の火災に遭ったが、徳
川家の厚い庇護を受けて再建。1945(昭和20)年、
3度の名古屋大空襲では、いくつかの建物を残し
て灰燼に帰した。1985（昭和60）年、境内の正面
に篠田川口事務所設計の本堂が再建された。
　境内で何と言っても人目を惹くのは、異様な角を
生やした梵鐘『歓喜』である。十五世水田勇賢和

郵便局舎で流行していたであろう洋風スタイルの一
つで、背面外観は一転して和風スタイルとなり全体
が和洋折衷となっています。小屋組みも外観と呼
応する形で、手前側洋風部分は木造トラス構造半
切妻形（注1）、後側はそれに直交する木造和小屋切
妻形となっています。トラス構造は後側2階中央部
分にのみある宿直室の壁点検口から見ることができ
ます。
　この建物は国土の歴史的景観に寄与する貴重
な文化財として保存され、今も地域のシンボルとして
音楽会や美術展などさまざまな行事に活用されて
います。
　2017年11月11日（日）には愛知登文会（注2）主催

「国登録有形文化財特別公開2017」の会場のひと
つとして、さらに11月19日（日）には地元の野間古民
家walk実行委員会主催のイベント会場のひとつと

尚が知人に岡本太郎画伯を紹介して貰い、1965
（昭和40）年に完成した。大阪万博のシンボル「太
陽の塔」の5年前である。その式典で画伯が「猛烈
に生きる情熱で」と題して講演された中で、「マイナ
スにかける」を信念に、「聞いたことも見たこともない
鐘」をつくろうと、何百年も続いている桑名の鐘造工
場の中川正知さんに引き受けていただくまでのご苦
労について、また、この梵鐘『歓喜』が「マイナスに
かけた」ために「すばらしいプラスに転換した」という
ところに、この鐘の極意があるのだ、との思いを述
べている。
　鐘が撞かれるのは大晦日だけとか。終戦の日す
ら忘れ去られようとしている今日、戦没者慰霊のた
めに浅野祥雲が制作した護国観音像を拝見しな
がら、8月15日にこそ鐘の響きを聞きたいものと想い

名古屋城
●

地下鉄名城線

●名古屋市役所市役所

名城公園

黒川

名鉄瀬戸線

清水

●名古屋市北区役所

●
延命閣地蔵院

久国寺

尼ケ坂

●愛知県庁

名鉄知多線

美浜町立野間小
●

野間
海水浴場

冨具崎
港

野間

野間郵便局旧局舎

東側外観 東面内観（玄関・旧郵便事務室） 南面内観（旧郵便事務室）ピアノ設置

久国寺山門 浅野祥雲制作 護国観音像岡本太郎制作 梵鐘「歓喜」

野口和樹｜
㈲野口良一設計事務所

所在地：名古屋市北区大杉3-2-27
参考文献：

『久国寺誌』監修 川口高風、編集 愛知県郷土資料刊行
会、出版者 水田晋匡、久国寺、出版日 昭和60（1985）
年4月14日

『正法眼蔵「山水経」と久国寺庭園』著者 出版社 中部
庭園同好会、出版 1999

『北区史跡散策路』出版者　
名古屋市教育委員会

（注1）「はかま腰屋根」ともいわれ、切妻屋根上端一部を
流れ方向と直交する妻側に斜めに切り落としたもの

（注2）愛知県国登録有形文化財建造物所有者の会

所在地：愛知県知多郡美浜町大字野間字須賀91-1他
建設年月：昭和6年 (1931)7月、　
木造平屋一部2階建て、半切妻形屋根菱形スレート葺き

（正面）、外壁下見板張塗装仕上（正面・側面手前）
設計：森田定吉
施工：杉村定次郎（地元大工）
文化財指定等：
登録有形文化財　23－0444

つつ、お寺を後にした。
　悲話が語り継がれる尼ケ坂には、八世霊梅笑
山大和尚が地蔵一体を移して建立した延命閣地
蔵院がある。境内に佇むお地蔵様六体の、それぞ
れ笑みをたたえたお姿が心に残る。

藤田淑子（JIA愛知）｜
名古屋文化短期大学名誉教授
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2018 年度東海支部役員選挙の告示
2017 年 10 月 2 日

（公社）日本建築家協会東海支部選挙管理委員会
委員長：谷村　茂
委　員：清　峰芳（静）、村上貴彦（愛）、山田貴明（岐）、中村　久（三）

「東海支部役員等選出規則」に基づき、2018 年度東海支部役員の選挙について次のように告示します。

記
◎ 2018 年度東海支部役員選挙で選出する役員の数
幹事　静岡地域会　2 名
　　　愛知地域会　5 名
　　　岐阜地域会　2 名
　　　三重地域会　2 名
監査　　　　　　　2 名
※ なお幹事の選出は各地域会単位とし、選出方法は各地域会の定めによります。（東海支部役員等選出規則第 3 条 2）
◎選挙日程
第 1 回選挙管理委員会… 2017 年 9 月 22 日（金）15:00
◇第 1 回告示（『ARCHITECT』2017 年 10 月号）… 2017 年 10 月 2 日（月）
立候補・届出締切り… 2017 年 11 月 24 日（金）（10:00 事務局受付）
第 2 回選挙管理委員会… 2017 年 11 月 27 日（月）15:00
◇第 2 回告示… 2017 年 11 月 30 日（木）（投票用紙とともに郵送）
投票期日… 2017 年 12 月 21 日（木）（投票用紙事務局着分有効）
選挙結果報告　支部長あて… 2017 年 12 月 25 日（月）
選挙結果の発表（『ARCHITECT』2018 年 2 月号）

以上

（注）立候補者数が定数と同数の場合は第 2 回告示、投票を行わず日程を一部繰り上げる。

2018 年度東海支部愛知地域会役員選挙の告示
2017 年 10 月 2 日

（公社）日本建築家協会東海支部愛知地域会選挙管理委員会
委員長：服部　滋
委　員：藤巻志伸、後藤文俊、川口亜希子、徳田統也

「愛知地域会役員等選出細則」に基づき、2018 年度愛知地域会役員の選挙について次のように告示します。

記
◎ 2018 年度東海支部愛知地域会役員選挙で選出する役員の数
地域会長・副地域会長候補　5 名
地域会監査　　　　　　　　2 名
※ なお愛知地域会規則第 7 条 1 により、選出された地域会長・副地域会長候補は東海支部幹事を兼任します。
◎選挙日程
第 1 回選挙管理委員会… 2017 年 9 月 14 日（木）16:00
◇第 1 回告示（『ARCHITECT』2017 年 10 月号）… 2017 年 10 月 2 日（月）
立候補・届出締切り… 2017 年 11 月 24 日（金）（10:00 事務局受付）
第 2 回選挙管理委員会… 2017 年 11 月 27 日（月）14:00
◇第 2 回告示… 2017 年 11 月 30 日（木）（投票用紙とともに郵送）
投票期日… 2017 年 12 月 21 日（木）（投票用紙事務局着分有効）
選挙結果報告　地域会長あて… 2017 年 12 月 25 日（月）
選挙結果の発表（『ARCHITECT』2018 年 2 月号）

以上

（注）立候補者数が定数と同数の場合は第 2 回告示、投票を行わず日程を一部繰り上げる。
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うかと議論し、気軽に投稿できるような新
コーナーを思案中です。良いアイディアがあ
る方はぜひお知らせください。　（川本直義）
●今月号から隔月の6回シリーズで掲載され
る、愛産大講師の竹内孝治氏の「木造建築の
語られ方」の結びにこうある。『木造建築と日
本文化をつなぐ語りはその過剰さをエスカ
レートさせると神がかりな言説になりかねな
い。「伝統構法」が「惟神（かんながら）の道」
と地続きになる〈木造皇国〉だなんて笑えない
話も起こりうるだろう。』このくだりを読んで
いて思い出した大先輩二人の言葉がある。中
村昌生氏の『太古から自然と共生してきた日
本人は、その暮らしの中から家づくりの技術
をつくり上げてきた。自然と呼吸する住まい
から、独自の生活文化を発達させた。この家づ
くりの技が廃れるならば伝統文化も廃れるに
違いない』。もう一人は梅原猛氏の『「伝統建築
を未来に伝えることよって、日本人が古くか
ら営み続けた、自然との共生、木材資源の流

●最近の編集会議は、JIA東海支部30周年記
念特集記事の検討のため通常より会議の時
間を長くしています。1月号で予定している特
集では、この10年のJIA東海の活動を振り返
り、これからの活動のあり方を考えようとし
ていますが、会議では同時に会報誌のあり方、
役割も話題になっています。ARCHITECT
は、支部、地域会の活動の記事掲載が中心に
なっていますが、できるだけ多くの会員が執
筆に関わり、会員相互の顔が見えるようにし、
交流を促進したいとの思いが強いです。「自
作自演」、「とっておきガイド」、「会員のステー
ジ」など、会員個人の活動や経験の紹介もで
きるようにさまざまなコーナーを設けてきま
した。それでも、その枠では執筆しづらいとの
声もあるようです。会員の皆さまがこのコー
ナーなら書きたいと思うようなものは何だろ

編 集 後 記 通、森林の活性化など、ほんらいの日本の姿と
心を復活させるであろう』。竹内氏が2回目以
降にどのような展開に話を持っていくのか非
常に興味がある。この手の言論が今のJIAに
欠けている点と思えなくもないと感じている
のは私だけだろうか……。　　　（原眞佐実）


