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　本誌の表紙を担当させていただき早いものでもう1年。今月号が
最後となりました。最終回を飾る写真は、半田赤レンガ建物のファ
サードです。この建物は、明治時代に妻木頼黄（つまきよりなか）の
設計によりカブトビールの製造工場として建てられ、中空構造を持
つ複壁や多重アーチ床など、特徴的な構造が見どころです。
　2016年の9月、この日は、写真家・村井修先生の故郷である半
田市で行われた、先生の写真展を訪れました。大変光栄なことに、
写真展のオープニングパーティーにもお招きいただき、皆さんととも
に先生の米寿のお祝いをし、久しぶりに先生の元気なお姿を拝見
することができました。
　実は、私が設計に携わった愛知県歯科医師会館は、大変幸せ
なことに、村井先生に撮影していただいたのです。先生は、私のよ
うな若輩者にも、とても丁寧に、時に厳しく、建築論を説いて下さい
ました。そして、設計した本人でもなかなか気づくことができないよう

なカットを次 と々収めていく、その瞬間に立ち会わせていただいたこ
とは、私の建築感を醸成する上でかかせない経験となりました。
半田での写真展が終わり、その約1カ月後に、偉大な写真家・村井
修先生は他界されました。先生からいただいたご指導を胸に、今
後も真摯に建築に取り組んでいきたいと思います。
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自作自演○219

石川　哲也（JIA愛知）

ナカノ工房（静岡市葵区安東2丁目23-23　TEL…054-245-0777　FAX…054-245-7557）

　ランニングを初めて15 年程になる。トライアスロンから始まり、マラソン、24 時間リレ−マラソン、ウルトラマラソン、マラニック、今はトレ
イルランニング中心に楽しんでいる。私たちの暮らす東海地方は自然が身近にあり、特にトレイルランには恵まれた環境にある。週末に近
くの山に入れば必ず多くのトレイルランナ−と出会うようになった。トレランのレ−スも最近はまちおこしの一環として捉えられ多く開催されるよ
うになってきている。
　私は中距離レ−スに多く挑戦している。ウルトラトレイルマウントフジSTY、奥三河パワ−トレイル、
伊豆トレイルジャーニーなどどれも70 ㎞前後、累積標高差 3,000m以上、制限時間 12～ 14 時間
程度のレ−スである。途中にはエイドステ−ションが設けられ給水や給食を取ることができる。ザック
には携帯食の他レインウエア、ヘッドランプ、GPS 機能付の時計やスマホを詰め込んで走る。下り
や平坦なところでは走り、登りはほぼ歩いて進む。直登が多いときは足がつって動けなくなることもあ
る。40 代の時は関門など考えたこともなかったが、最近は制限時間との戦いの連続である。それで
も頂上に着いたとき、エイドやゴ−ルにたどり着いたときの、「やったぞ」という達成感は忘れられない。
たとえリタイアしても次回はと思い、また完走を目指し何度も挑戦を続けてしまう。
　トレイルはゆったりと景色を眺めながら、写真を撮りながら、自然の息吹を感じながら走れるランニ
ングである。いつまで走り続けられるのかわからないが、いつまでも走りたいものである。

トレイルランニング挑戦中

宮本　好信（JIA愛知）

愛知工業大学（豊田市八草町八千草1247　TEL…0565-48-8121　FAX…0565-48-0277）

　建築やデザインの話題を提供してくれる音声番組を紹介したい。一般向けなので建築専門の教科書や雑誌に欠落しがちな背景を知ることがで
きる。慣れれば読むより聴く方が楽で、通勤時間に聴き流したあと、気になる部分を繰り返して聴いて、番組原稿や参考写真をネットで確認できる。
99% Invisible [見えないデザイン] 

　デザイン一般の話題や歴史を紹介する番組。個人制作ネット番組だったが、最近では米国の公共ラジオNPR
でも放送されている。初期には日本の建築探偵団の無用建築「トマソン」（第129話）が紹介された。最近では、サ
グラダ・ファミリア（第281話）が秀逸だった。完成までに300年以上かかると言われていたが、近年、竣工の目処
が立ったのは、ニュージーランドの建築家マーク・バリー（現メルボルン工科大学教授）とフランク・ゲーリー配
下のゲーリー・テクノロジーズ社の支援あったとの話。
BBC The Forum [ザ・フォーラム]

　一般向けの批評番組だが、建築や都市の話題が多く、建築家やデザイナーの生出演が多い。才媛ブリジット・
ケンドールの名司会で知られ、インドやオーストラリアでの公開収録もある。2017年11月の「最初の超高層（The…
First…Skyscraper）」は、2人の建築史教授とNY高層ビル博物館の館長による座談会で、スカイスクレーパーの語
源、ミースのシーグラムビルの設計に携わったフィリップ・ジョンソンのインタビュー録音とクライアントとの裏話
など盛り沢山であった。

建築とデザインのポッド・キャスト

三島スカイウォークの夕日

99% Invisible

BBC The Forum
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山田　高志（JIA愛知）

山田高志建築設計事務所（名古屋市東区東桜1-14-5　イースタンビル北館41　
TEL…052-963-3666　FAX…052-963-3667）

　さよならだけが　人生ならば　建てた我が家はなんだろう
　さみしいさみしい平原に　ともす灯りは何だろう
　さよならだけが　人生ならば　人生なんか　いりません………………………寺山修司「幸福が遠すぎたら」より一部抜粋

　知多半島の海を眺めながら今取り組んでいる家づくりで、ふと、浮かんだ寺山修司の詩。その日は、暖炉の火入れテストをしていました。
クライアントはご夫婦ともに極寒の地で生まれ育ち、暖炉は家のシンボル的存在。家づくりにおいて暖炉は絶対条件とされ、しかも、薪をくべ、
炎のゆらぎが味わえる壁に埋め込んだオリジナルな暖炉を求められました。暖炉は日常の疲れを癒すだけでなく、長期にわたる海外生活、
故郷で暮らす家族への思慕などなど、現在、過去、未来を見つめる自分とのダイアローグとなるのでしょう。
　15 時になると、奥さまがホットコーヒーを入れてくださる。テーブルの真ん中には大きなガラス
瓶に入ったはちみつ。スプーンで一杯、そっとすくう。初めて味わうハチミツコーヒーを現場の
皆でいただく一時にご縁を感じ、また、この家づくりの記憶となるだろう。
　生きることは出会いと別れの連続であり、生きていれば死もいつか必ずおとずれる。寿命尽き
て、誰にも気づかれずにこの世を去っても、残っていく仕事がある。上手いとか、下手とかじゃ
ない。ただ、ふぅと息遣いを感じる仕事。
　さようなら、さらばの語源は「然あらば」。「然あらば」はバイバイと自らが別れを切り出すこ
とでなく、「そういうことでしたら」と相手を慮り、あるがままを受け入れる。
　無意識の記憶の中でつながる「然あらば」の場所づくり、家づくりでありたい。

「然あらば」

東海とっておきガイド　｜愛知編｜ 山本敏彦（JIA愛知・シーエスデザインオフィス）

　豊橋およびその近郊には「うどん屋」が数多くあります。「勢
川」「玉川」「信州庵」「東京庵」など……豊橋市内だけでも
60店舗ほどあるようです。そば専門店よりうどん屋（もちろん

そばもある）が圧倒的に多いうどん文化の地域です。
　現在「豊橋カレーうどん」をご当地うどんとして売り出してい
ますが、昔からの「にかけうどん」というものもあります。油あげ、
かまぼこ、刻みねぎ、花かつお節が乗っただけのシンプルなう
どんです（あまりにもシンプルすぎて売りにならない）。
　ご紹介するのは、豊川駅からも程近い151号線沿いに構え
る「東京庵豊川店」です。100席以上ある大型の店舗なの
ですが、いつもにぎやかで混み合っています。白醤油の汁の

「天ぷらうどん」、濃いつけ汁の「釜揚げうどん」に一時期はまっ
ていました。メニューが豊富なのでいろいろお試しください。

うどん文化「東京庵豊川店」

100

　豊橋市民文化会館。1967年に開館した文化施設です。築50年を経過し、
豊橋駅南側に穂の国とよはし芸術劇場「PLAT」が開設されましたが、現在
も現役で利用されています。490席のホール、図書館、会議室、展示室など
で構成され、向山緑地内の大池にホールが張り出すように建っています。
　池の水面と公園の樹々が一体化している光景は子どものころより慣れ親
しんでいます。1960年代のモダニズム的なダイナミックな計画をされて
いるようで、今思い返してみても、心の片隅に残っていて、建築を志すきっ
かけになっていたようにも思います。

印象の残っていた景観「豊橋市民文化会館」

所在地：
豊川市馬場町薬師90
TEL：0533-84-3860
営業時間：
11：00 ～20：00

（定休日なし）所在地：豊橋市向山大池町

暖炉の火入れテスト。立ち揺らめく炎がいい感じ。煙突
のドラフトを確認した後、チムニートップから吹きだす煙も
風になびいていました
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　吉田五十八（1894-1974）は大正・昭和に活躍した
建築家である。現在確認されている最初の作品は、東
京美術学校（現・東京芸術大学）在学中の 1919年に
計画されたもので、当初は洋風住宅と和風住宅の両方
を手がけていた。ところが、関東大震災を機に欧米を遊
学すると、帰国後は日本建築を志すようになり、まず数寄
屋住宅に目をつけてその近代化に乗り出した。その際用
いたのが大壁造りの手法だったので、「近代数寄屋住
宅の大家」とか「大壁の建築家」などと評されている。
　吉田に関する論考で最もまとまったものは、伊藤てい
じによる『論文・吉田五十八』（『吉田五十八作品集』、
新建築社、1987）である。これは、太田胃散の創業者
である父・太田信義の代から、吉田の育った環境、数
寄屋を志した経緯、作風までを詳述した大論文だ。特
に重要なのは、吉田の特徴が（1）大壁造りによる木割
からの開放、（2）吊束の廃止と欄間の吹抜け、（3）荒
組みの障子と横桟の障子、（4）押し込み戸の考案、（5）
工業生産材料の使用、（6）レベル差のある部屋、の 6

つにまとめられたことで、吉田を扱った論考のほとんどが
これを参照している。
吉田が設計を開始した時期は、生活改善の機運が

高まりをみせた時期と重なる。台所研究で有名な鈴木啓
之は、生活改善運動の全国的な展開が 1919年から始
まったと述べているが、吉田の初作の年とぴったり一緒だ。
それから約 50年間。戦時期も含めて途切れることなく住
宅作品が生み出されていった。そういうわけで、吉田の
住宅作品は日本の近代住宅の辿った変遷を同一の視点
から通観できる稀有な存在でもある。この連載では、吉
田の住宅各部を近代住宅史的な観点からドライに調べあ
げた結果を、意匠と関係させながら伝えていきたい。資
料は、東京芸術大学美術館に所蔵されている図面で、
特に平面図が残る86作品を用いている。今回は「表

玄関」を扱いつつ、（2）吊束の廃止と欄間の吹抜けに
ついて検討してみよう。

    欄間の吹抜けはどこからきたのか

　「欄間の吹抜け」が吉田作品に初めて現れたのは
1940年のことである。もちろんこれは吉田が発明したも
のではなく、近世以前の建物にも散見される。例えば、
桂離宮の笑意軒は、相互に襖で仕切られた三室に対し
て一体的な竿縁天井がつくられ、鴨居より上の空間が連
続している。これは龍安寺本堂や金刀比羅宮表書院で
もみられる。日本建築の近代化を志した吉田が、笑意
軒や龍安寺を知らないはずはないので、その元ネタが近
世以前の日本建築にあったというのは、もっともらしい推
測である。
　では、「欄間の吹抜け」がなぜ吉田の特徴なのかとい
うと、それは伊藤が言うように吊束が省略されていたため
である。吉田は、鴨居を吊束なしで成立させようとして、
鴨居両端からピアノ線で引っ張ったり、開け閉めしない襖
で支えたり、細い鉄筋で吊り下げたりといろいろなことを
試みた。伊藤は、この緊張感とより強い二室の連続感に
独自性を見出したのだろう。

   もうひとつの可能性

　以上に加えて、私はもうひとつ可能性があると思ってい
る。「欄間の吹抜け」が吉田の作品に初めて現れたの
は 1940年だが、この年には 8つの住宅が完成している。
「欄間の吹抜け」がみられるのは、その内 4作品の「表
玄関」で、その後住宅各所へと広まり、吉田の特徴のひ
とつとして定着していった。つまり「欄間の吹抜け」は表
玄関から始まったのだ（図 1）。
　そこで、この「表玄関」を詳しく調べてみると、おおよ
そ図 2のように変化していることが分かった。最初は 2

図 1：山口邸玄関（1940） 図 2：表玄関の変遷 ※図版はすべて筆者作成



つの傾向があり、段差が大きくて土間と床上が引戸で仕
切られたものと（図 3）、段差が小さくて土間と床上がド
アで仕切られたものがあった。これは、ざっくばらんにい
って、前者が和風住宅、後者が洋風住宅である。それ
が 1940年頃になると、土間と床上が一体的につくられる
ようになった（図 4）。「欄間の吹抜け」が登場するのは、
ちょうどこの時期と重なる。そこで、「欄間の吹抜け」は、
土間と床上を空間的に一体化しようとする過渡的な状況
から生み出されたのではないか、というのが私の考えで
ある。

   その後の表玄関

　さらに 1956年以降になると、「表玄関」にはガラスド
アと絨毯が導入されるようになる（図 5・6）。お弟子さん
の話では、これは風除室を設けるためではないか、との
ことである。そこで、ガラスドアと絨毯の導入は、土間と
床上の連続性を維持したまま床上の居住性を高めたもの
と解釈できるが、そこには次のような背景がある。
　図面に表記された室名をたよりに吉田の全住宅作品を
調べてみると、ガラスドアと絨毯導入に前後して、「応接室」
が減少し、玄関ホールに椅子やテーブルを置く例が散見
されるようになる（図 5・6）。また、床座の「茶ノ間」と「居
間」が減少し、代わって椅子座の「居間・食堂」が一
般化する。図7と図8を比べてみて欲しい。接客室（洋室）
が簡易化され、家族の団欒空間が質的に変化している
ことが読み取れるだろう。このことは、既に近代住宅を扱
った数多くの研究が指摘している内容でもあるが、吉田
も例外ではない。

   追い出しと乗っ取り

　こうして「表玄関」は、平面全体の変化と密接に関係
しながらその姿を大きく変えていったわけだが、その影響
はどうやら「内玄関」や「勝手口」といった他の出入口
にもおよんだようである。再び図 7と図 8をみてみよう。
図 7では「表玄関」は接客室と、「内玄関」は「茶ノ間」
や「居間」との対応関係がみられるが、図 8では「表玄関」
が「居間・食堂」に対応するようになっている。その際「内
玄関」は、「表玄関」の脇にある塀の向こう側に設置され、
「台所」や「女中室」のみに接続している。まるで、「表
玄関」が「内玄関」を住宅の裏手へと追い出してしまっ
たかのようだ。
　そこで、あらためて「内玄関」と「勝手口」を対象に
その事例数や配置を調べてみると、確かに「内玄関」

が住宅の裏側へと移動していくこと、さらに「勝手口」の
設置例が減少していく傾向が読み取れた。その際「内玄
関」の設置例は減少していなかったので、「表玄関」に
追い出された「内玄関」が、今度は「勝手口」を乗っ
取ってしまう、というストーリーが浮かび上がってきた。そう
いうわけで、次回はこの「内玄関」と「勝手口」の変化
の詳細に迫ってみたいと思う。
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図 5：御器谷邸玄関（1971）

図 7：黒田邸間取図（1930） 図 8：松岡邸間取図（1965）

図 6：松岡邸玄関（1965）

図 3：吉住小三蔵邸玄関（1928） 図 4：倉田邸玄関（1955）

おおい・たかひろ
1984年東京都生まれ・岐阜県高山市で育つ。2006年三重大学工学部建築学科卒業。2009年東
京芸術大学大学院美術研究科建築学専攻修士課程修了。2015年同大学博士課程修了・博士論
文は『吉田五十八の住宅作品に関する研究』・博士（美術）。2015-2017年同大学教育研究助手。
2017年 -現在、三重大学工学研究科建築学専攻助教。主な著書に『昭和住宅』（共著、2014年、
エクスナレッジ）、『日本の名作住宅の間取り図鑑』（2015年、エクスナレッジ）。
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　東日本大震災発災後7年が経過し、被災
地ではいくつかの課題が露わになってい
る。そのひとつが「復興格差」である。復興
のトップランナーとされる岩沼市玉浦西地
区のように、地域のコミュニティ力で復興
を成し遂げたところもあれば、女川町のよ
うに若い町長のリーダーシップと地元産業
界の強い結束力で、（人口流出は著しいが）
新たな観光地としてのまちの再生に取り組
んでいるところもある。
　要するに、復興の主体は基礎自治体（市
町村）とされ、国は必要な制度をつくって流
し、市町村は地域の将来像を踏まえ、どう復
興するのかを自分で決めるのである（県は
市町村のサポート役）。私たちが思う以上に
地方分権の流れは加速しており、基礎自治
体の主体性に任されている部分は多い。そ
うして、自分たちの能力や地域資源に合わ
せて、自ら未来を切り開いてゆく地域があ
る一方で、その流れに乗れず、震災後7年
経ってもほとんどその場にうずくまったま
まのような地域もある。特に、合意形成に失
敗した地域は深刻である。
　まちづくりの合意形成の仕組みとして
「まちづくり協議会」がある。行政はこの協
議会に向けて説明を行い、合意形成を図
り、さまざまなことを事業化する。民主的な

仕組みのように思えるが、混乱した震災復
興の現場では、復興を急ぐあまり「合意形
成のアリバイづくり」として行政が利用し
ようとしたと疑われる地域もある。当然、住
民と行政の信頼関係は損なわれ、さらには
住民同士も分断されてしまう。どんなに合
意形成を急ぎたい状況であっても、賛成と
反対、そのどちらにも属さない意見につい
て、じっくり話し合うステップを省略して
はならない。結局そうした地域では、7年間、
対立の構図を幾重にも抱えたまま、住民は
どんどん流出し人の見えない巨大土木事
業だけが進んでしまっている。
　さて、最初に触れたように、そうしたさま
ざまなハードルを必死で乗り越え復興を成
し遂げた奇跡のような地域がある。「苦し
い中を皆で成し遂げた」という高揚感で一
時期地域は満たされていた。しかし、そう
いった地域にずっと通っていると、その高
揚感の中に居続けられるわけではないこと
が分かってくる。あまり人通りのない真新
しい防災集団移転団地を眺めながら、町内
会長さんに話を聞いたことがある。「みん
な『復興の一番乗りをした』ことに満足し
て、安心してしまって家から出なくなって
しまった」という。彼は最近、元の地域の仲
間たちに声を掛け、地域の共同作業やらコ

ミュニティ活動に再び取り組み始めてい
る。結局のところ、「復興の終わりの先にあ
るもの」とは、そのまま必死で走り続けるこ
とでしかない。
　最近、国の担当官やさまざまな専門家の
参加する会で、そろそろこの震災復興の教
訓を出さなければならない、という話にな
る。そこでいつも最後にはこんな話になる。
「結局、あのリーダーがいたとか、町長が優
秀だったからとか、あの建築家が支援して
いたからとか、そういう属人的な話にしか
ならないので、教訓になり辛い」と。しかし
今では、それが立派な結論なのだと誰もが
気付き始めている。これまで日本では、誰が
どの地位にいてもうまくいくように一生懸
命に制度設計を行い、仕組みを整えてき
た。混乱した震災復興の現場では、優れた
制度も必要だが優れた人間がそこにいた
かどうかが最も重要なことであった。結局
人の社会なのだから当然と言えば当然で
ある。それが故に、誰を首長として選ぶか、
誰を職員として採用するか、そしてどの専
門家をどの地域に割りふるかが最も重要な
社会的選択となる。この震災復興の教訓を
踏まえた社会では、優れた役場職員や専門
家が、個性と能力を発揮して問題に取り組
む社会になるのではないかと考えている。
　上に挙げた例でも、そのすべてに専門家
がかかわっており、良い事例であれ悪い事
例であれ、専門家なしでは成立しない。「住
民と行政と専門家」というように、社会の側
でもきちんと専門家の役割を位置付けるべ
きだと思うし、専門家も明確に意識するべ
きだと思う。

「復興格差」と「復興の終わりの先にあるもの」、
そして単純な結論

手島浩之・佐伯裕武・阿部元希／ JIA 宮城地域会災害対策まちづくり委員会

東北からのメッセージ

観光客を呼び込む女川町の復興まちづくり 岩沼市玉浦西地区でコミュニティ活動に取り組む住民たち
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　1月20日（土）、静岡音楽館AOIにて（一社）
静岡県建築士事務所協会とJIA静岡の共催
で建築家坂茂氏の講演会が開催されまし
た。会場は200人を超えて満席です。世界で
人々に愛される建築をつくって行きたい。建
築をつくって完成引渡ししたときの喜びは
美術館やお金持ちの住宅も、仮設住宅も同
じです。財力や地位を誇るような立派な建
築、まちのモニュメント建築、こればかり目
指しているのは虚しく思う。金儲けのための
建築は30年足らずで解体されてしまうもの
も多い。それに比べて地域・人々に愛される
建築は長く残っている。時に自然災害で建
築が崩れることも、人災とも言える災害で
人々が被害にあうこともある。そんな状況で
の避難所や仮設住宅の劣悪な環境を改善で
きないかと思い23年前から支援活動を続け
ている。
　2014年、坂氏は56歳のときにプリツカー
賞を受賞されました。賞を授与したハイアッ
ト財団は坂氏について、「優雅で革新的な
作品を個人のために設計し、同じ発明的で
工夫に富んだ設計法を自らの膨大な人道活
動に用いている。20年にわたって世界中の
自然災害や人災の現場へ行き、地元の市民
やボランティア、学生とともに働き、簡素で
威厳があり低費用で回収可能な避難所や地
域社会の建築物を被災者たちのために設計

し建造した」と述べています。まさにこの評
を実践してきた坂氏自らがその目的と方法
について解説してくださった講演会でした。
　阪神淡路大震災で焼失したカトリック鷹
取教会の「紙の教会」、ニュージランドのク
ライストチャーチの「紙のカテドラル」。「紙
の教会」は1999年に発生した台湾大地震の
被災地埔里へと移築されているそうです。
　坂氏が紙管を最初に使ったのは1986年、
アルヴァ・アアルトの展覧会のとき。木の質
感を出したいが予算の制約があり代替材料
として思いついたのが事務所に転がってい
たトレペの芯だった。天井や間仕切りに使っ
てみて非常に強度があることに気付いた。
その後、建築の構造として開発を始め、大
臣認定を取得し紙管を恒久的な構造材とし
て使えるようにした。環境万博と名乗った
2000年ドイツ・ハノーヴァー万博の日本館設
計ではゴールを解体時に決めた。巨大な籠
のような紙管ドームをリサイクル、リユース
する建築を提案。木箱に砂を詰めたRCでは
ない基礎をつくり、紙管ドームのジョイント
には「ひも」を使った建築を実現。他にも、コ
ンテナを交互に積み上げた「ノマディック美
術館」など工夫に富んだアイデアがいっぱ
いです。東北大震災のときにつくった女川
町の「コンテナ多層仮設住宅」は入居率
100％で退去希望者がいないとか。フラン

ス・メス市の「ポンピドゥー・セ
ンター・メス」は交差する3つの
ギャラリー・チューブのピク
チャーウィンドウがメス市のシ
ンボルを切り取って、それを六
角形に編まれた木組みの大屋
根が覆っています。ここを訪ね
た北野武氏はマグロの刺身の
上に「とろろ」がのっているよ
うだと表現したとか。銀座の
スォッチの拠点「ニコラス・G・

ハイエックセンター」では、表通りと裏通り
をつなぐ1階のアベニューに7つのブランド
の小さショールーム（エレベーターになって
いる）を並べる。気に入ったブランドをもっ
と見たいと思ったら、ボタンを押すだけで上
階のブティックフロアーへエレベーターで
移動するという斬新なアイデアを提案。大
分県立美術館は、公共建築を一般市民が楽
しめる場所にしたい、日本人に公共建築を
もっと愛する気持ちになってほしいとの思
いで、普段は開けっ放しの平折戸を提案し
た。このように、わかりやすいコンセプトを
アイデアと技術で実現してきた坂氏の気持
ちが伝わってきました。
　「富士山世界遺産センター」は、学生時代
のラクビー合宿で見た山中湖の「逆さ富士」、
湖面に映る刻々と表情を変える富士の姿が
モチーフだそうです。富士山の湧き水を
使った水盤に建物のシンボルである木格子
の逆さ富士が反射します。逆さ富士の中、
螺旋状の斜路を登る富士登山疑似体験と展
示。コンペでもコンセプトが明快だと評され
ています。螺旋状斜路の展示では、予算を
抑えるために空白となってしまう部分の壁
には、影の絵と入館者自分の影が交差する
不思議な感覚の展示も提案。インテリアデ
ザイナー倉俣史朗が内装を手掛け、高松次
郎が店内の壁画制作を行った新宿のバーか
らヒントを得たそうです。斜路を登って屋上
テラスに出ると、富士山ピクチャーウィンド
ウ（本物の逆さ富士が見える）があります。
来場者は皆「おー !」と声を上げるそうです。
坂茂氏の明快なコンセプトが形になった富
士山世界遺産センターにぜひ行ってみよう。

JIA 静岡発

作品づくりと社会貢献の両立を目指して

坂茂氏講演会

講演の様子

鈴木俊史（JIA静岡）｜
俊建築設計事務所
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　JIA三重では、昨年度から教育支援活動
を行っています。昨年度は四日市市立浜田
小学校の4年生を対象に割りばしを使った
授業を行いました。今年度は、JIA会員でも
ある三重短期大学教授の木下先生にご協
力いただき、住居環境コース1年生の住宅
課題で3回の出前授業（事例紹介・エスキス・
最終講評会）を行いました。

■第1回目（2017年11月22日）

　三重短期大学生活科学科居住環境コー
スの授業にゲスト講師として参加しました。
授業内容は1年生後期の課題で「戸建住宅」
です。生徒に与えられた課題には家族構成
や施主の要望、実際に大学付近にある敷地
条件が設定されています。11月22日から1
月24日までのスケジュールで行われ、最終
成果品として図面、インテリア計画図、模型
などが求められます。私たちは初回と中間
期の1回、最終日の計3回の授業において講
師を務めさせていただきました。
　初回の授業は私を含め、会長の奥野氏、
委員長の村林氏の3人で参加しました。具
体的な要件から設計を進めていくアドバイ
スとして、時間を振り分けて各々が実際に
手掛けた戸建住宅の事例紹介を行うことに
しました。事前に課題内容を把握し、類似
した作品や、設計過程やアイデアのヒント
になるような作品を構造や規模などを広く
説明しました。
　課題のねらいである「住まいの在り方に
ついて深く考えを巡らせ、細部まで配慮し
てデザインできるか」に対して、実践的な話
から現実的な観点と詳細なこだわりを学ん
でもらい、発想や提案の可能性を引き出す
きっかけになったのではないかと思います。
また、楽しんで設計に向き合ってもらいた
いと想いを伝えました。

■第2回目（2017年12月6日）

出前授業2回目は、住宅課題の
エスキスチェックに会員3名（服
部・豊田・森本）が参加。36人の
学生を3つのグループに分け12
人ずつ担当した。課題は、学校
近くに設定された敷地に夫婦と
子ども2人のための住宅つくる
というもの。敷地の特性を読み
取り、設定された住み手のライ
フスタイルを理解し住空間をつ
くることが求められていた。1年生の第2
課題ということもあり、詳細条件をクリア
するための平面検討に終始しており、断
面・空間への思考が少ない印象だった。そ
のあたりも踏まえ一人あたり10分程とい
う短い時間だったが、断面検討・スタディ
模型の必要性などを話した。今後の出前
授業の展望としては、小学校や大学だけ
にとどまらず、中学校・高校への展開に可
能性を感じている。モノコトを構築する建
築的な思考は他分野でも重要。建築文化
を向上させるためには、将来多方面で活
躍するであろう若者に建築ファンになっ
てもらうことが不可欠だからだ。今後そん
な機会も模索できればと思っている。聞く
ところによると講評会後、学生のこれまで
の作品と明らかに違う提案が出てきたと
のことで、先生方から来年度も引き続きお
願いしたいとのありがたい言葉もいただ
いたようだ。即効性のある活動ではない
が、10年後20年後を見据えて漢方薬のよ
うに時間をかけて効果の
出るものにしていきたい。

■第3回目（2018年1月24日）

　これまでの授業の締めとなる第3回目の
コマに参加した。学生たちが課題を読み解
き、実際の動線や使い勝手、空間性や定め

たテーマを収斂させた多種多様な成果を見
て、刺激を受けた。最後の授業は、完成さ
れたプランの数々から、講師が特に秀でる
と評価したものを選抜し、選ばれた学生が
スクリーンで発表、その後講師が考察・批評
をするという流れで進められた。
　課題では、庭を有効に使うこと、住人が
趣味の時間を楽しく使えることなどが求め
られた。学生の解答は、干場となる庭と遊
ぶ庭をゾーン分けし、かつ視線的にも配慮
した現実の生活に寄り添ったリアリティの
あるもの、家の中をラジコンがグルグル回
れる住人の趣味が楽しく建築化されたも
の、カーンのフィッシャー邸のような幾何学
をよりどころにして空間が生まれてきたも
のなど本当にさまざまだった。
　建築を学びはじめた1年生の課題であっ
たが、多くの作品が室の天井高に高低を与
えたり、床の高低による結界の設えや、あ
えて天井と一部の壁の縁を切るなどの空
間ボリュームと余白の検討がなされてい
て、建築プランを平面ではなく、立体空間
と身体感覚の先として捉えて考えられてい
ることに優れた想像力とリアリティを感じ
た。建築の価値観は多種多様であり、この
日講評されなかった作品も、その作品、設
計者だけがもつ可能性が
必ずある。

JIA 三重発 三重短期大学生活科学科居住環境コース　出前授業　～住宅課題～

授業の様子

豊田直樹（JIA三重）｜
Y’s建築設計事務所

森本雅史（JIA三重）｜
森本建築事務所

米田雅樹（JIA三重）｜
ヨネダ設計舎
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　2018年1月20日、三重県津市のアストホ−
ルで建築文化講演会2018が開催された。
32回目となる今回は建築家の前田圭介氏を
講師に迎え、「郷土の根となる建築とは」を
テーマに同氏の思いが語られた。生まれ故
郷の広島県福山市を拠点に設計活動を行う
前田氏は、当日も福山から三重に、そして明
日は東京での仕事と多忙なスケジュールの
中、この講演会に出席していただいた。

　12月1日に行われた第4回目の会員研修は、
長年地元伊賀市のまちづくりに取り組んできた
滝井利彰（JIA三重）さんの講演です。
　伊賀市の景観まちづくりの取り組みは、
1987年豊橋技術科学大学の都市景観調査
を契機に始まります。1997年から99年にかけ
て、地元紙へまち並みや歴史的建築物の写
真と解説文を210回にわたり連載し、滝井さん
も多く執筆されました。城下町の風情を醸し出
す建物を顕彰する「だんじりに映える景観大
賞」という写真コンテストや、民間シンクタンク
が策定した古建築と伝統産品を結びつける
「城下町まるごと博物館構想」を商工会で受
け継ぐなど、まちの魅力を表出させ、地域住
民にまち並みの価値を気付かせる工夫をされ
ています。2001年には国の「景観法」を受け
て「上野市ふるさと景観条例」を制定し、修繕・

　JIA三重の奥野会長、続いて三重建築士
会の森本会長の挨拶の後、登壇した前田氏
はシックな黒の上下で洗練された印象の持ち
主。導入に建築の道を志すきっかけとなった
大学時代の話をされた。参加したゼミの旅行
でルイス・カーンの建築に感銘を受け、これを
機に建築家を目指すことになった。観覧者の
中には大学生の姿も多く見られたが、学生時
代の思い出も交えながら語られた前田氏の
話は、彼らの今後の指針として意味があるも
のとなったであろう。
　およそ2時間半に渡る講演の中で最も印
象的だったのは「まちに育つ木々の状態を見
ればそのまちが分かる」という前田氏の持論
だった。紹介された氏の作品の多くでは、樹
木が人と建築そしてまちをつなぐ重要な役割
を担う。人は木 と々の触れ合いを通じて建築

まちづくりへの補助制度やまち並み保存のた
めの規制を整えています。資金確保について
も、国登録文化財への登録や、「ウォーキング・
トレイル事業」などで国の補助金を取得、2016
年には「伊賀市歴史的風致維持向上計画」
が国の認定を取得し補助金の上乗せを獲得
されたそうです。
　景観論争の経験も伺いました。景観条例
策定中の12階建てのマンション計画と高さ30
ｍのホテル計画です。合法の計画を日照権な
どを論拠にマンションは6階建てに、ホテルは
意匠を和風に変更させるなど、景観を守るた
めに力を尽くされています。
　また、伊賀市庁舎保存運動では、ボランティ
アによる市庁舎の外壁洗浄など具体的に再生
利用の可能性を訴えるイベントを企画し、住民
意識の向上への働きかけを継続しています。

やそれが置かれた風景を愛でる。この気持
ちが郷土愛につながると言うのだ。前田氏に
とって樹木は郷土愛を喚起させるための巧み
な仕掛けなのであり、丁寧に手入れされた
木 と々、美しいまち並みや建物づくりはリンク
するというのが前田イズムなのだ。最後に前
田氏はこう言われた。「私の好きな言葉に
『明珠在掌』というものがあります。」大切な
宝はすでに手の中にあるという意味だ。重要
なのは時流に流されず場所の価値を見出し、
すでにそこにある魅力を引き出す力だ。われ
われ地方都市の建築家にとっては胸に刺さ
る話で講演は締めくくられたのだった。

　行政と景観づくりのための施策を考えてきた
ものの、地域住民の景観意識はいまひとつだ
そうです。景観保存は建築関係者だけでは
成し得ないので、住民との共通認識をつくるこ
とが現在の目指すところだそうです。自らの知
識経験を生かして地域に貢献することは多く
の建築家の憧れだと思いますが、その道の困
難さも教えていただきました。
　その後、中西修一（JIA三重）さんより「み
え歴史的町並みネットワーク・ゼミ」経過報告が
ありました。被災地の歴史的まち並み復旧の
対応を学習し、三重県内の災害に備えること
を目的としたもので、県内の建築関係者の平
時からの結びつきで、災害
時に効率的・迅速な対応を
目指すネットワークです。

JIA 三重発

JIA 三重発

前田圭介氏講演「郷土の根となる建築とは」

「伊賀上野の景観まちづくり」と「みえ歴史的町並みネットワーク・ゼミ」

建築文化講演会

会員研修 4

公演の様子

山本覚康（JIA三重）｜
山本一級建築士事務所

服部昌也（JIA三重）｜八武組
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第 49 回　中部建築賞　入賞・入選作品
主催：中部建築賞審議会

応募数は、一般部門で67点、住宅部門で51点
の計 118 点（昨年は95点）であった。9～10月
にかけての第 1回審査、現地審査、第 2回審査
を経て、一般部門では入賞 10 点、特別賞 2点、
住宅部門では入賞 3点、入選 6点が決定した。

一般部門 入　賞

審査員（順不同・敬称略）

栗生　明（建築家・審査員長）
加茂紀和子（建築家）
川崎寧史（金沢工業大学環境・建築学部教授）
鈴木利明（建築家）

①所在地②建築主③設計者④施工者⑤構造・規模⑥延床面積　※ 住宅部門は②は表記せず

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）

新城市立作手小学校・つくで交流館・作手総合支所
①愛知県新城市②新城市③㈱東畑建築事務所名古屋事務所・桜
設計集団一級建築士事務所④波多野・三河特定建設工事 JV・㈱
筒井工務店⑤木造、一部鉄筋コンクリート造及び鉄骨造・地上 1 階
⑥小学校 3,197.53㎡、交流館 1,168.93㎡、支所 790.79㎡

松阪市子ども発達総合支援センターそだちの丘
①三重県松阪市②松阪市③㈱サードパーティ④山口・伊藤特
定建設工事 JV、明光電気㈱⑤木造 一部鉄骨造・地上 1 階⑥
2,338.78 ㎡

多治見市火葬場　華立やすらぎの杜
①岐阜県多治見市②多治見市③㈱久米設計・㈱日比野建築デ
ザイン④㈱熊谷組 名古屋支店⑤鉄筋コンクリート造、鉄骨造・
地上 2 階⑥ 2,939.72 ㎡

AT グループ本社北館・南館
①名古屋市昭和区②㈱ AT グループ③㈱竹中工務店名古屋一級
建築士事務所④㈱竹中工務店名古屋支店⑤鉄骨造一部木造・
地上 9 階⑥北館 4,321.31 ㎡、南館 13,261.06 ㎡

北方町庁舎
①岐阜県本巣郡②北方町③宇野享／ CAn・武藤圭太郎建築設
計共同体④ TSUCHIYA・内藤特定建設工事 JV ⑤鉄骨造・地
上 3 階⑥ 5,220.53 ㎡

静岡理工科大学 建築学科棟 えんつりー
①静岡県袋井市②学校法 静岡理工科大学③ NASCA 静岡理工
科大学建築学科棟コミッショニング・マネジメントチーム④
鈴与建設株式会社⑤鉄骨造・地上 4 階⑥ 3,411.26 ㎡

こじまこども園
①愛知県豊田市②社会福祉法人こじま福祉会こじまこども園
③㈱エムアーキ④トヨタ T&S・神谷建設 JV ⑤木造・地上 1
階⑥ 2,257.74 ㎡

こやまかわせみクリニック
①岐阜県本巣郡②小山賀継③ラヒロト建築設計事務所・メゾン・
神奈川大学④㈱大洞工務店⑤木造・地上 1 階⑥ 230.87 ㎡

実相寺　毘沙門堂
①静岡市清水区②清水湊 実相寺③山田誠一建築設計事務所④
㈱クレバ建築工房・㈲伊藤能弘建具店・庭アトリエ・㈱小林
商店⑤木造・地上 1 階⑥ 39.55 ㎡

入　選
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特別賞

ヒュッテナナナ
①福井市古市②吉村 正照③㈱ヒャッカ④山﨑建設㈱⑤木造一
部鉄骨造・地上 1 階⑥ 64.58 ㎡

JR ゲートタワー
①名古屋市中村区②東海旅客鉄道㈱、ジェイアール、セント
ラルビル株式会社③大成建設㈱一級建築士事務所、㈱日建
設計、ジェイアール東海コンサルタンツ㈱④大成建設・鹿島
建設工事 JV ⑤鉄骨造・一部鉄骨鉄筋コンクリート造・地上
46 階、地下 6 階⑥約 260,000 ㎡

JP タワー 名古屋
①名古屋市中村区
②日本郵便㈱、名工建
設㈱
③㈱日本設計
④㈱竹中工務店名古屋
支店
⑤鉄骨造一部鉄骨鉄筋
コンクリート造、鉄筋
コンクリート造・地上
40 階、地下 3 階
⑥ 180,955.21 ㎡

光洞の家
① : 愛知県岡崎市③西口賢建築設計事務所＋岩間建築設計事務
所④丸中建設㈱⑤鉄筋コンクリート造・地上 2 階⑥ 120.05 ㎡

多米の家
①愛知県豊橋市③彦坂昌宏建築設計事務所④丸中建設㈱⑤木
造・地上 2 階⑥ 134.64 ㎡

社山の家 　
① : 愛知県東海市③岩田知洋＋山上弘 建築設計事務所④岩田
知洋＋山上弘 建築設計事務所⑤木造 一部鉄骨造・地上 3 階⑥
154.07 ㎡

工場に家
①愛知県江南市③裕建築計画④㈱ ヨシコウ⑤鉄骨造・地上 2
階⑥ 184.81 ㎡

HINO
①岐阜県岐阜市③武藤圭太郎建築設計事務所④安田建設工業
㈱式会社⑤鉄筋コンクリート造＋木造・地上 2 階⑥ 162.95 ㎡

上荒屋の住宅
①石川県金沢市③西和人一級建築士事務所④㈱明翫組⑤木造・
地上 2 階⑥ 103.38 ㎡

住宅部門 入　賞

入　選

nagono no 
mise
①愛知県名古屋市
③ ㈱ ワ ー ク ◦
キューブ
④㈱友八工務店
⑤木造・地上 2 階
⑥ 66.36 ㎡

光庭の棲
①愛知県名古屋市
③㈱エムエースタ
イル建築計画
④㈱丸長ホーム
⑤木造在来工法・
地上 2 階
⑥ 97.96 ㎡

海辺の丘
①静岡県御前崎市③㈱エムエースタイル建築計画④㈱澤工務
店⑤鉄筋コンクリート造・地下 1 階⑥ 132.91 ㎡
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理  事  会  レ  ポ  ー  ト

　第245回理事会が2018年1月24日（木）の13時30分～ 16時30分ま
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2名、筒井専務理事、事務局2名。オブサー
バー出席は13名。欠席理事2名。

【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3名、協力会員：法人2件
2）退会希望者　正会員5名
3）死亡会員者　シニア会員1名　→以上、承認
2．業務委員会委員委嘱の件（筒井信也専務理事）
①業務委員会委員　委員就任　青木…伸（関東甲信越支部）
委員退任　大松　敦（関東甲信越支部）　→以上、承認
・… 「仕様書WG」を設置し、改定の是非や彰国社版の検討、および構
造設計・設備設計の充実を計る。

3．正会員資格の要件に関する準用規準（案）承認の件
 （上浪寛総務委員会委員長・鳥居久保委員）　
・… 会員資格要件のグレーゾーンの明確化として準用基準（案）の提案あ
り。

・… 2-①　大学の教育機関は別項立てとしてはどうか。（会長）
・… 2-③　構造設計者、設備設計者の取扱いについて、職能・資格制度
委員会、本部建築家資格制度実務委員会より資料3-3の意見書の
提出あり。総務委員会としては、今回の提案が限界であり、「建築家
とは」の定義の絶対条件を規定するのは会長および職能・資格制度委
員会に委ねたい。

・… 「準用規準」の名称も併せて検討。審議を次回に持越し
【協議事項】
1．職責等検討特別委員会中間報告
 （小田義彦職責等検討特別委員会委員長）

【報告事項】
1．委員会体制見直しの件（上浪寛総務委員会委員長）
・… 近未来研究特別委員会との整合性を。
2．2018年度予算案作成方針について
 （左知子財務委員会委員長、筒井信也専務理事）
・… 2月10日までに本部へ。
3．JIA建築家大会2018、ARCASIA大会について
… （藤沼傑2018年全国大会実行委員会委員長、筒井信也専務理事
… （代理）
・… 9月13日(木)，14日(金)，15日(土)の3日間で登録料12,000円とし、
ARCASIA大会への出席の利便性を計った。

・… ARCASIA大会の委員長は出席してぜひ広報を。
4．近未来研究特別委員会委員構成方針について
 （森暢郎業務委員会委員長）
・… 東海から1名（40～ 50才）の枠あり。
5．日本学術会議の提言についての報告 

… （仙田満日本学術会議「知的生産者の公共調達検討部会」委員長・
… 福井秀夫副委員長）
6．JCAABE一般社団法人日本建築まちづくり適正支援機構の件
 （連健夫JIAまちづくり会議議長）
7．BCP（事業継続計画）改定方針報告
 （松本純一郎JIA災害対策会議議長、松下督副議長）　
8．UIAに関するJIAの表現について（藤沢進広報委員会委員長）　
・… UIAの組織とJIAとの関係位置づけの明確化。
9．多様な発注方式の関するJIAリーフレット案について
 （森暢郎業務委員会委員長）
・… 各種の発注方式をJIAの主張を加えて比較検討し、JIAのスタンスを
もう少し明確にすべきでは。

10．JIA各賞決定の報告および表彰式の開催日程について
   （福島加津也教育表彰委員会委員長代行）　
・… 4月の理事会にて表彰。
11．建築家賠償責任保険事故事例集報告及び建築家賠償責任保険
   PRについて（田辺靖建倍WG輿尉座長・建築家会館支配人）
・… 事故例のパンフレットの紹介あり。
12．活動および業務執行状況報告（筒井信也専務理事）　
13．その他
・… 「2019年の全国大会は東北支部が山形県の鶴岡を第一候補（青森
の弘前を第二候補）に準備を進めています」との報告あり。

・… AIA大会への出席を東北支部が国際交流と組んでツアーを検討して
います。

・… BIMのアンケートよろしくお願いします。
＊「BIM」について－車戸
　当事務所では、専属に配置すれば、BIMを十分に利活用できる能力
あるスタッフを有しているつもりですが、地方事務所にあたっては、未だ
BIMを要求する環境（外注先の構造・設備事務所、地方自治体、地方
ゼネコン・サブコンetc）が整っておりません。建築の専門的知識の共有化
以前に、建物の詳細な3D化による空間情報の共有化が、施主との空間
認識の整合にとって不可欠なのが実情で、「BIMもどき」の建築情報の
視覚化が基本設計の有効なツールとなっているのが現状です。（模型に
とって代わるもの。）つまり、BIMの前段階の情報環境整備の状況と言え
ます。ただ、若いスタッフには今後はBIM導入が不可避の時代が来るこ
とへの認識は教育しているつもりです。また、BIMは「建物」の質（意匠・
構造・設備の不整合をなくし、数量調書の正確さなど各種の変更にも適
切に対応する）は確保してくれますが、「空間」の質（建築文化と言い換
えたい気もするのですが）が向上するものでは決してないことも併せて教
育してゆきたいと思っています。JIAの活動に対して、マネージャー的スタ
ンスで対応している会員には、BIMでは「建築文化」が語られないことを、
プレヤー的スタンスの会員には、BIMが「空間の豊かさが訴訟の対象に
なりがちになることを少なくする」メリットがあることを、話し合っていただきた
いと思います。

正会員資格の要件についても議論

本部理事　車戸愼夫
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　東海支部設立30周年を迎え、これまでとこれからのJIAを考え
る機会が増えました。会員数が減少する一方、活動したい分野・
機会が増え、余裕のない財政基盤の中で、会員それぞれの立場で、
相当、協力いただいて成立しています。その中で、職能団体とし
て自主独立した一貫した姿勢は誇れるものであり、これからも、
『ARCHITECT』の発刊やルーチンな事業もマンネリ化せず、継続
すべきと思います。
　愛知地域会では、これから入会を考えている方や一般の方々に
JIA、建築家をわかりやすく伝えるための冊子『建築家+』を作成
しました。その所管の委員なので、JIA会員であることを冊子を
通じて、身近で具体的に紹介できたらと願っております。
　一方、正会員資格の拡大解釈による会員増強の検討もされてい
ますが、一時的な増強効果より職能団体としての一貫した自主独
立の姿勢を社会に誇れる組織に属していたいと願っております。
　役員会では、体系だった組織に至らない不整合な部分の見直し・
解釈のあれこれ、厳しい財政でのやりくりと負担をどうするのか、
これもルーチンな案件で妙案がなく、さっぱり感
がありません。でも、常に真摯に向き合う姿勢も
大事だと思います。

日　時：2018年1月26日（金）16：00 ～ 18：00
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11名、監査1名、オブザーバー 6
名

1．支部長挨拶　

新年あけましておめでとうございます。『ARCHITECT』1月号で
は大変良い編集をしていただき、ブリテン委員会のみなさんには
お礼申し上げます。
2．報告事項

（1）本部報告

①第245回本部理事会（1/24）（車戸）
②CPD認定評議会（1/25）（豊田）
③フェローシップ委員会（1/9）（谷村）

（2）支部報告

①…東海住宅建築賞委員会（12/22）（吉元）
（3）各地域会からの報告（各地域会長）
3．その他

①退会届「葛原定次（愛知）」（久保田）
②準会員・法人協力会員の入退会について（矢田）
③リフレッシュセミナー（3/11-13）参加者について（矢田）
④特定資産(事業積立)の取り扱いについて（見寺）
・……公益法人化の際に特定資産積立は、「退職給与」「災害対策」「国

際交流」の3本に限定され、支部では「大会積立」という特定資産
は公には持てない事になった。
・……本部提出の予算では事業積立は記載しない。
・……支部・地域会総会時の会計では事業積立は記載しても構わない。
議　事

1．審議事項

①2018年度…東海支部事業計画・予算（矢田/澤村）　→繰越金修
正の上承認
②2018年度…静岡地域会事業計画・予算（大瀧）　→承認

愛知地域会事業計画・予算（久保田/吉元）　→承認
岐阜地域会事業計画・予算（長尾/山田）　→承認
三重地域会事業計画・予算（奥野/豊田）　→承認

③後援名義使用許可依頼　→承認　
④入会申込書　法人協力会員「イビケン㈱」（吉元）　→承認
2．協議事項

①アーキテクト法人協力会員広告費について（矢田）
・…支部財政確保の点から支部としては広告主ではなく各地域会に
請求したい。
・…本来は支部事業なので広告は支部で集めるべきだが、…支部での
働きかけは難しく、地域会の会員委員会が面倒を見ている。愛
知で48社集められず、他の地域会でも割り振りをお願いしてき
ている。現在、愛知でも40社は難しくなり、抜けた分を地域会で
負担できるか、地域会で協議する必要がある。
②JIA近未来研究特別委員会の委員選任について（車戸）
⇒ミッションを本部に確認し、久保田会長から高木（愛知）さん
に説明する。
③…JIA保存再生会議新年度委員の推薦について（矢田）
⇒次回役員会（2/13）までに各地域会で相応しい方がいれば、推
薦願います。
3．報告　なし
4．その他

・3/3「地方公共団体におけるコンペのあり方を考える」で来週、
愛知県と名古屋市に野々川さんと挨拶・説明に行ってきます。（石
田）

5．監査意見

月末の金曜日の役員会は、6月頃まで鳥居監査が出席できないの
で調整願いたい。（服部）

東海支部役員会報告

高嶋繁男（JIA愛知）｜黒川建築事務所
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保存情報　第 196 回　JIA 愛知保存研究会

データ発掘（お気に入りの歴史的環境調査）

皆楽座

瀬戸本業窯ギャラリー（旧薪小屋）

登録有形文化財

能文化を取り入れやすい環境であった。そのこと
が、地歌舞伎が根付き広まるきっかけとなった。村
人たちは神とともに地歌舞伎を楽しみ、奉納したの
であろうか。昔の人 の々生活ぶりが彷彿される。

と工房などを一体にしたやきもの文化を後世
に永く伝えようと、数年前からNPO「やきも
の・せと洞町」を地元の人たちが中心となって
立ち上げ、活動している。ぜひ、やきもの文
化の継承に努めてもらいたいものである。

■紹介者コメント
　岐阜県は地歌舞伎が盛んな地域であり、江戸
時代から昭和時代にたくさんの木造地芝居小屋
が建てられたが、第二次世界戦争時に多くが消滅
してしまった。
　この芝居小屋は津島神社境内の南側の建ち、
本殿に向かって構えている。舞台正面は彫刻持
送板で軒を高く支えており、他三方には下屋が付
いている。同じ各務原市にある村国座（国重要有
形民俗文化財）と同時期に立てられ、趣きや形態も
よく似ており、神社境内に建てられていることも同様
である。
　客席を持たない農村舞台ながら楽屋、囃子座、
廻り舞台、奈落を備えた本格的な造りとなっており、

■発掘者コメント
　名鉄瀬戸線の終点「尾張瀬戸」から瀬戸川を
上り、20分ぐらい歩くと、山に囲まれた谷あ
いに出る。瀬戸では「洞」と言われている地区
である。古くは山の斜面を利用して多くの登
り窯が造られ、煙を上げていた。そこで現在
も制作を続ける7代目「半次郎」の窯元の建物
が見えてくる。江戸時代から連綿と引き継が
れてきた製法（本業焼＊）にあくまでもこだわ
り、日常に使う器を焼いている。聞くところ
によれば、父にあたる6代目は民芸運動を提
唱した柳宗悦らと交流があったと言う。
　裏山に沿った横長の敷地には、中央に作業

公演時は境内前面にむしろを敷いて見物席とし、
花道は仮設で設けられた。
　たいへん興味深いのは鳥居、藩塀を背にしたよ
うに当芝居小屋があり、本殿に向いて建てられて
いる点である。藩塀は伊勢神宮の「蕃塀」が由来と
されるが、さまざまな呼び名があり「不浄除け」「透
垣」「籬(まがき)」などとも言われており、尾張地方
に主に分布している。飛騨、美濃地方中心に広
がった地歌舞伎の芝居小屋と融合したこの配列
は両地方の接点であるこの各務原ならではのこと
であろうか。他に類例を探してみたいものである。
　かつては歌舞伎などの芸能が祭りの日に神社の
舞台で催されていた。江戸時代に東濃地方は街
道の交差点で人や物が盛んに往来し、都市の芸

場、東にギャラリー（旧薪小屋）、西に母屋・離
れがそれぞれ建っている。作業場の裏に、昭
和54（1979）年まで使われてきた4連房の登り
窯があり圧倒される。ギャラリーは元々登り
窯で使う薪を保管する建物として建てられ
た。1年ぐらいはここで薪を乾燥させるとい
う。間口8.5間、奥行き3.0間、前面に1.5間の
下屋を付ける。木造2階建て切妻造り、桟瓦
葺き。内部はほとんど柱がなくギャラリーに
うってつけの空間である。それを可能にして
いる太い野ものの梁の架構は圧巻だ。
　裏山にはかつて多くの登り窯があったこと
が調査報告されている。荒れ果てている裏山

●津島神社

皆楽座

羽場駅

●津島神社

皆楽座

羽場駅

21

東公園

春雨墓苑

窯神神社 瀬戸本業窯
ギャラリー●パルティ瀬戸

尾張瀬戸駅
●パルティ瀬戸
尾張瀬戸駅

右：皆楽座と左：津島神社

ギャラリー全景

皆楽座正面

内部梁架構

楽座裏になる藩塀と鳥居

登り窯

三輪邦夫（JIA愛知）｜
RE建築設計事務所

所在地：岐阜県各務原市鵜沼羽場町1-216 津島神社境内
アクセス：名古屋鉄道各務原線羽場駅下車　徒歩12分
建築年代：1882（明治15）年頃完成

1891（明治24）年の濃尾地震で倒壊
1898（明治31）年倒壊した資材を再利用し、再建

構造規模：木造平屋建て、切妻造り、桟瓦葺き、妻入り、
桁行15m、梁間10m

建築面積：168㎡
文化財指定等：
国登録有形文化財（2006年3月27日）
21-0081

所在地：瀬戸市東町1-6
建設年：昭和初期
規模・構造：木造2階建て、桟瓦葺き
参考文献：『瀬戸市史 陶磁史篇』

＊瀬戸では、1800年代から始まった新製染付焼（磁器）
に対して、鎌倉時代から焼かれてきた陶器を本業焼と呼ぶ

鈴木祥司（JIA愛知）｜
アトリエ祥建築設計
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建築家の宮本佳明氏（大阪市立大学教授・著書『環境ノイズを読み、
風景をつくる。』）をお迎えして、「環境ノイズエレメント」につい
て語っていただきます。円頓寺商店街のカフェ『西アサヒ』での
食事付きイベントです。

日時　2018 年 3月10日 ( 土 )…18：00～ 21：00
場所　円頓寺商店街『西アサヒ』
　　　（名古屋市西区那古野 1丁目6−139）
会費（懇親会費込み）　住宅研修会会員　1,000円

JIA会員・一般　2,000円
連絡先　ワーク◦キューブ　吉元　052-872-0632
申し込み先

氏名・所属・連絡先を記入の上、下記までメールまたはFAXにて
お申し込みください。
（公社）日本建築家協会東海支部事務局
TEL…052-263-4636　FAX…052-251-8495　
Email…shibu@jia-tokai.org
主催　（公社）日本建築家協会愛知地域会住宅研究会

日時　2018…年 3…月 24…日（土）
集合場所　静岡県教育会館特別会議室
　　　　　（静岡市葵区駿府町1−12）
スケジュール

13：30～受付
14：00～ 15：00　塩見寛氏レクチャー

「静岡の街の見方・造られ方・楽しみ方」
15：00～ 16：30　まち歩き（案内人：塩見寛氏）

終了後、懇親会を予定しています。
（会費：5,000…円程度）
参加ご希望の方は申込時にお知らせください。

申込先

氏名・所属・連絡先・懇親会参加可否を記入の上、下記まで
FAXまたはメールにてお申し込みください。
（申込み締め切り：3…月 16…日）
（公社）日本建築家協会静岡地域会事務局
TEL…054-221-8855（13：00-17：00）　FAX…054-221-8865
E-mail…jia-shizuoka@hyper.ocn.ne.jp

環境セミナー2018　宮本佳明氏講演

環境のノイズエレメントを読む
CPD 認定プログラム 2 単位（申請中）

JIA静岡　まち歩きウォッチング

古地図を持って静岡の街を歩いてみよう
CPD 単位申請中

地域会だより

＜静岡＞

12/13… 12月静岡地域会定例役員会・忘年会
1/20… 坂茂氏講演会の開催（静岡県建築士事務所協会との共催）
1/31… 1月静岡地域会定例役員会の開催
2/9… 第2回…建築ウォッチング
… 「掛川市森林組合新事務所（村松篤氏設計）見学会」
3/24… まち歩きウォッチング

＜愛知＞

9/29 ～ 1/26　名古屋市立大学後期授業
2/9… JIA愛知持出役員会
2/14… JIA愛知法人協力会役員会
2/22… 名古屋市立猪高小学校建築教室
3/2… 住宅研究会…連続環境セミナー 2018
… 「図解で解決空き家のパターン別スッキリ解決法」講師：中山聡
3/3… 地方公共団体におけるコンペのあり方を考えるシンポジウ
3/9… JIA愛知役員会&法人協力会CPD研修
3/10… 住宅研究会…連続環境セミナー 2018
… 「環境ノイズエレメントを読む」講師：宮本佳明

3/14… JIA愛知法人協力会役員会
3/30… JIA愛知役員会…
4/13… JIA愛知役員会
4/27… 東利恵講演会

＜岐阜＞

1/17… 岐阜地域会役員会（18：30 ～ 21：00）
… 場所：岐阜駅　ハートフルスクエアG２F研修室
2/16… JIAの窓　
… 一部：見学会（16：00 ～ 17：00）　二部：座談会17：00 ～ 19：00
… ＊座談会は見学会場店舗にて懇親会費5,000円程度（予定）
　… 場所：後藤邸（各務原市、店舗併用住宅）

＜三重＞

1/20… 建築文化講演会2018　前田圭介氏「郷土の根となる建築とは」
1/24… 三重短大課題参加・住生活設計Ⅰ課題2「戸建住宅」：作品講評
2/2… 臨時役員会
2/9… 第７回例会、会員研修会5（建材研修会を予定）
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ことによって自己を理解して初めて多様性の意
味が出てきます。ますますARCHITECTの役
割は大きくなっています。もっとARCHITECTを
使い倒しましょう。　　　　　　………（吉元　学）
●JIA三重の教育支援活動が報告されてい
る。三重短期大学での設計課題を3人の建築
家が見るというもので、興味深く記事を読んだ。
このような試みは学生たちにとって貴重な経験
であることはもちろんだが、実は教えに行ってい
る建築家にとっても刺激的な機会になっているこ
とが多い。先日、名古屋大学と名古屋市立大学
でまったく同じ住宅課題を出し、その合同講評
会が行われた。このときは名大、名市大の教員
だけではなく、安田幸一、末光弘和の両氏がゲ
スト講評者として参加している。日頃の授業でも
真剣に学生たちに向き合っているつもりだが、多
くの建築家が参加する席になると講評する側も
それなりの緊張感を感じことになる。学生たちの
作品を間に挟んで、実は大人たちが議論を戦
わせているのである。私にとっては非常に刺激
的な経験であったし、学生たちにもその熱は伝

●3.11から7年が経ちました。「東北からのメッ
セージ」はページの縮小によって不定期になりま
したが、今月号では東北支部よりメッセージをい
ただきました。「被災地の今」と「東海で何がで
きるのか」へのアドバイスとして依頼いたしました
が、防災についてなどの次元ではなく、これから
の社会にとって何が大切なのか重要な示唆を
いただきました。結局、最後は個人の力が重要
になる。建築家個人に重きを置いた組織である
JIAにとって期待の持てる話でした。最後に専
門家（建築家を含む）の役割と重要性について
述べられています。社会の流れの中でJIAにも
多様性が求められています。多様な意見があっ
ても専門家（建築家）として「同じボート」に乗り、
漕ぎ続けていくことが今は大切だと考えます。
「多様性」とは妥協し合うことではなく、支部や
地域会の委員会・役員会・ARCHITECT誌上
などでお互いに意見を交わし、違いを確かめる

編 集 後 記 わったのではないかと思う。このような活動をます
ます積極的に支援していくことは、JIAが果たす
大きな役割の一つであろう。　……………（伊藤恭行）

　来年で創立50周年を迎えるイビケン㈱は、
イビデン㈱の連結子会社であり、私が所属す
る建装事業部はメラミン化粧板の製造販売
を中心としたメーカーです。
　メラミン化粧板「イビボード」は建築内装壁
面や家具などの表面材として幅広く使われて
います。顧客ニーズに対応するため、特に柄
開発（デザイン性）には力を入れており、弊社
の強みのひとつとなっています。また、昨今は
デザイン性とともに「安全安心」への関心が
高まっており、新商材として業界初となる抗菌

＋抗ウィルス化粧板「ウィルヘル」を発売いた
しました。「抗菌」という言葉は誰もが知り得
るところですが、「抗ウィルス」となるとまだまだ
世間では認知度は低いと思われます。ただ、
大手家電メーカーの空気清浄機や大手壁紙
メーカーの壁紙でも抗ウィルス商品が販売さ
れているように、時代の求めに応じ確実に
ニーズは増えているように実感しております。
「トイレ空間」は、患者の嘔吐時や排便時に
ウィルスが飛散するなど代表的な感染源の
一つです。当社ではトイレ内の壁面材やトイレ

ブース表面材に使う
ことができる商材を
開発いたしました。
抗ウィルス機能を持
たせた高意匠トイレ
ブース「モンドブー

ス」も指詰め防止機能を付加して発売してお
り、昨年グッドデザイン賞を受賞しております。
これらの商材は主にウィルスに弱い幼児や高
齢者に向けて幼保園や医療福祉施設、衛生
面が重要視される給食センター、また不特定
多数が使用する競技場や鉄道の駅トイレに
採用いただいております。さらに室内異臭な
どの対策として、臭いに優しいノンスチレンポ
リ板「イビポリ」も住宅をはじめさまざまな室内
空間にご提案させていただいております。
　3月6日～9日に東京ビッグサイトで開催され
る建築建材展にも出展いたしますので、皆さ
まのご来場を楽しみにお待ちしております。

時代は「抗菌」から「抗ウィルスへ」

林　孝信｜イビケン㈱建装事業部中部営業部

法人協力会通信㉞
＜愛知＞

●イビケン㈱建装事業部中部営業部
岐阜県大垣市河間町1-60
TEL 0584-74-3916　FAX 0584-74-3357

抗ウィルス化粧板 高意匠トイレブース
「モンドブース」

メラミン不燃化粧板
「リテクト」

【お詫びと訂正】
『ARCHITECT』2月号p14に下記の誤りがありました。
誤：保存情報…第193回→正：保存情報…第195回
読者の皆さまに謹んでお詫び申し上げ、ここに訂正いた
します。


