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設計図は
語る◉ 12

夢集合館 ∑21
中建築設計事務所（1951［昭和 26］年設立）

バブルも収束の気配を色濃く漂わせ始めていた 1989 年デザ
イン博覧会が開催された。
企画時に掲げられた予算はあっという間に圧縮され、会場の

竣工…1989 年
設計…四代目所長 廣瀬高保
構造…立体トラス テント張り
床面積…約 2,600 ㎡

建設費を圧迫した。しっかり予算と工期を取って建てられた有
力民間パビリオンをしり目に安さと速さを要求される設計業務と
なった。入口ゲートや発券場など受託した施設は 8 棟ほどであ
ったが、中でも最大のものはパビリオンを単独ではもてない敷島
パンやシャチハタなど8 つの地元企業が共同で出店した
「夢集
合館 ∑21」
であった。床面積は 2,600 ㎡程度であった。建設費

外観
建設中フレーム

が安価である条件に加えて主催する名古屋市からは竣工一番
乗りの要求が出され、立体トラスのリース材にテント張りの仕様と
なった。バブルを表現する大小のエアドームをつなげる案もあっ
たが膜構造の設計に1 年を要するという返答があり諦めた。

広瀬高保（JIA）｜
中建築設計事務所
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「ARCHITECT」を JIA のパンフレットとして

アーカイブとして
2 月9日の会員集会が終わり、『ARCHITECT』の見直しが進められるにあたって、会報誌を東海支部の活動のアーカイブとして考え
てみる。愛知県において『ARCHITECT』は愛知県図書館、名古屋市中央図書館などに創刊号から保管されていて、東海地区の建築
家の一端を知る貴重な資料となっている。後世の研究者が論文の作成にあたって資料とすることが考えられるのではないか。一人の
研究者が調べるかもしれない膨大な資料を保管することは大変なことであるが、これこそ「建築文化」なのかもしれない。しかし未来の
「知」はインターネット空間の中にあり、興味を持てば誰でも検索できることが重要視されている。全国の地域会の活動においても同様
で、JIA の活動のアーカイブがインターネット空間に置かれるとき、すべての建築家から平等に検索可能で参照される。JIA の活動を共
有し、更新し、活動を深めていくための重要なツールとなる。そのときには会員がネットワークでフラットにつながる組織になり、「中央と
地方」のピラミッドの関係も変わるのではないか。

発信媒体として
東海支部からの「情報を発信すること」と「意見を社会に発信すること」を分けて考えたほうが良い。まず「情報」という観点から考え
てみる。発信された時点から情報は古くなり価値が減っていく。早く広く会員に伝わることが重要であり、今後は E メールや SNS による
伝達が優位になる。
「情報」は「流れの断面」のようなものである。しかし「意見」においてスピードは重要ではなく、「流れの全体像」を
表現することが意味を持つ。これは編集方針の重要度が増してくることである。支部会報委員会で編集方針を協議しながらも、編集長
のようなリーダーシップの役割が必要になるであろう。ただし、これからの発信媒体は紙媒体だけでなく
「イメージ」や「概念」を豊かに
表現するために動画や音楽なども使っていき「紙媒体とWEB」を連携させていく時代になる。
“純白のメルセデス、プール付きのマンショ、最高の女と、ベッドでドン・ペリニヨン ” から“数十年で関係、だいぶ変化したようだ、
※1

〜

Cʼ mon baby アメリカ ”へと時は流れている。
※2

コミュニティをつなぐため
分断が進む現代社会において「コミュニティ 」の見直しを迫られている。JIA は独立した建築家が協働してつくり上げる「都市型コ
※3

『ARCHITECT』がフェイスブックのように顔写真を出し、会員の交流の場になればよい。
ミュニティ 」として生き残っていく必要がある。
※4

誌上だけでなく実際にイベントで顔を合わせることも大切であり、それに伴って支部大会などのイベントのあり方や価値も変化していく。
「建築家」というのは個人を基本としているのであるからJIA は資金についても会員がお金を持ち寄り、お互いに助け合うことを基本と
考えたい。神社のように活動資金を寄進することがステータスになればしめたものだ。企業との関係は協賛金や広告を出して頂くだけで
はなく、さまざまなパイプを持つことの重要性は JIA において今より増していくと考える。お互いの理解を深める場に『ARCHITECT』はな
る可能性を持っている。

「感性」を表現するために
その地域に建築文化があるためには自前の建築ジャーナリズムなり、評価軸を持つことが大切である。そして、それは一人ひとりが主
体性を持って参加しないと意味がない。地域の過去の建築から魅力を再発見したり、建築賞において最新作を批評し合ったり、未来
の建築について学生と議論したり、子どもたちに自分の建築の楽しさを伝えたり、東海支部の活動はその中心にあるべきだ。また、手
前味噌にならないよう、しっかりした客観視できるパートナーが必要かもしれない。2018 年度の『ARCHITECT』の表紙は東海地区の
老舗設計事務所の手描き図面シリーズである。BIMなどデジタルなものは「理性」を表現しやすいが「感性」を表わすにはアナログ表現
のほうが向いていることが見えてくる。この表紙シリーズは「地域の積み重ねの重要性」や「制限のあるアナログだからこその可能性」を
示唆している。
最後に、これからの JIA のあり方のひとつとして「建築家の人生に寄り添う」ということを提案する。建築家にとって、子どものときから
という存在を認めもらえる「場」を提供してくれるコミュニティになる。そのときに『ARCHITECT』
人生を終えるまで JIA が「建築家の自分」
を読めば JIA 東海支部の「流れ」がわかり、いろいろな人に手「渡し」できる手「触り」のあるパンフレットになればありがたい。
※1「Money」浜田省吾 1984 年
※2「USA」DA PUMP 2018 年
※ 3「コミュニティ」とは人間が、それに対して何らかの帰属意識をもち、かつその構成メンバーの間に一定の連帯ないし相互扶
助（支え合い）の意識が働いているような集団
※ 4「『都市型コミュニティ』とは独立した個人と個人のつながりともいうべき関係のあり方指し、個人の独立性が強く、またその
つながりのあり方は共通の規範やルールに基づくもので、言語による部分の比重が大きく、個人間の一定の異質性を前提
とするものである。」
『コミュニティを問いなおす−つながり・都市・日本社会の未来』
（ちくま新書）広井良典 著
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吉元 学（JIA 愛知）｜
JIA 愛知地域会長
ワーク◦キューブ

RJIA に入会して
市川雅雄（JIA 愛知・正会員）
タイトゥ（愛知県蒲郡市神明町18-14

TEL 0533-68-8745

FAX 0533-68-8795）

柔らかな日差しが差し込む小さな窓から、外の風景を眺めるとそよ風に揺れる木々の緑葉が光り輝き、小さな薄紫色の花房が揺れる
かすかな香りを感じて小さな頃から自然や建物や生活や日常から、一つひとついろいろなことを教えてもらいながら今がある。
JIAという場所で、建築のことを夢描いていたあの頃の、今ではすっかりと忘れていた断片があれもこれも蘇り、今思い描いている何
かと結びついてかたちになろうとしている。どこに向かっているのかは自分でもわからないのだが、建築という一片の居場所を探しながら、
また明日の朝、陽の光が輝くように、毎日goodと言えるように歩いていきたいと思う。

白川

在（JIA 愛知・正会員［転入］）

白川在建築設計事務所（名古屋市千種区覚王山通8-46

MERIDIAN301

TEL 052-759-5372

FAX 052-759-5373）

20年ほど東京で設計に取り組んで来ましたが、縁あって去年から愛知で活動させていただいております。ふと、20年前にどんなこと
を考えていたかと日記を読み返すと、
「小さな設計事務所をやりながら、学校で若い人と建築の話をし、家族とのびのび暮らしていきたい
…」と、なんとも呑気なことを書いていました。意外と叶ってるなと思いながらも、愛知でもう少しそこへ近づければと思っております。こ
れからよろしくお願いします。

杉本

憲治（JIA 愛知・正会員）

梓設計（名古屋市中区錦3-15-15CTV 錦ビル TEL 052-253-8822

FAX 052-253-8995）

高校を卒業してから30年ぶりに、生まれ育った名古屋に勤務することになり、このたび入会させていただきました。皆さんとの交流を楽
しみにしております。
これまでを振り返ると、時代の流れの中で社会の変化が求める建築を手掛けてきました。具体的には、介護保険制度スタート時には、
高齢者福祉施設の設計。裁判員制度スタート時には、裁判所庁舎の設計。最近では、震災後の防災拠点として市庁舎の設計に主に
携わってきました。これまでの経験を活かして、JIAの活動の力になればと思います。
よろしくお願いいたします。

永田

敬元（JIA 愛知・正会員［転入］）

NTT ファシリティーズ（名古屋市熱田区五本松町7-30熱田メディアウイング

TEL 052-683-4350

FAX 052-683-4792）

約20年ぶりに地元に帰ってきました。あらためて名古屋・東海の人々、物事にふれて、多くのことを学びたいと思います。よろしくお願い
いたします。

湯浅

一典（JIA 愛知・正会員）

丹羽英二建築事務所（名古屋市中区金山2-8-4

TEL052-332-3501

FAX052-332-3518）

卒業して40年、現在の会社にお世話になって31年、真っ直ぐ歩いて来たと思っていましたが還暦を過ぎてふと立ち止まって見渡すと、
私生活では子どもたちが独立を始めて家族や生活の質が大きく変わってきていること、仕事の上でも自分で図面を描くということは減って
きて周りの景色が随分変わっていることに気付きました。私生活では40を過ぎて始めたバードカービングという趣味を見つけましたが、仕
事の上では若い頃と同じ「心持ち」を続けていたことにハッとして一念発起、会社の薦めもあってJIAに入会させていただくことになりま
した。遅咲きですが年齢なりの人間味をもった仕事をしていきたいと思っています。今後ともよろしくお願いいたします。
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東海支部×近畿支部 交流会❷

JIAの地域活動のあり方をあらためて問う
東海支部幹事長／伊藤建築設計事務所

澤村喜久夫
2018 年 12月18日、近畿支部「JIA archi-salon」に参加しまし

れました。この中の奈良地域会においては県内の3つの市町と日

た。東海と近畿の支部間交流として、去る10月には井上近畿支

本建築家協会との間で災害発生時の応急支援協定を締結し、

部長はじめ6 名の方々に来名いただき、今回は東海から矢田支

防災・減災活動への協力として、感震ブレーカーの普及と家具転

部長、吉元愛知地域会長、豊田三重地域会長ほか幹事 3 名が

倒防止の啓発活動などを実行していることを聞き、行政への協力

大阪に出向きました。

事業として、また具体的な活動として参考になりました。

「JIA archi-salon」は、建築家の自由闊達な意見交換の場と

さらに報告では、課題と可能性として、①昨年ふたつの大きな

して行われているもので、今回は「建築家 × 地域活動」をテーマ

災害に遭遇した大阪では迅速な対応が可能となる体制づくり、②

に、地域・社会と深い関係を持つさまざまな活動や取り組みが報

市民・行政・企業との連携はもとより他団体との連携も重要、③地

告され、その後、ワークショップ形式でそれらを題材に議論を展開

域により異なる背景を抱えることを前提に、さまざまな人材を巻き

するものでした。

込む、④貴重な取り組みも社会に伝わらなければ惜しい結果とな

地域活動の実態として、商店街の活性化を目指す支援活動

る。情報発信が重要、⑤地域に根差した建築の専門家＝エリア・

（大阪）
、「建築と子どもたち」と題しての社会貢献活動（京都）
、 アーキテクト構想―などが挙げられました。
通りおよび界隈のまちづくり支援活動（兵庫）
、防災支援活動と商

交流会において双方の各地域会活動の紹介と意見交換によ

店街アーケードデザインコンペ開催（奈良）
、「逃げ地図」作成

り、それぞれが地域に根づいた活動となっていることを確認し、職

ワークショップ開催（和歌山）
、景観まちづくりフォーラム開催（滋

能を通じて地域活動へ何ができるのか、また望まれるのか、JIA

賀）
、児童生徒とサマースクール開催（大阪建築部会）
、被災地

の地域活動のあり方をあらためて問う機会となりました。

区のまちづくり支援活動（兵庫＋都市デザイン研究会）が報告さ

支部間交流を兼ねた第4回JIA archi-salon 開催
JIA近畿支部副支部長／日本設計

松尾和生
2018 年 12月18日（火）近 畿 支 部 綿 業 会 館にて 第 4回JIA

準会員の皆さまにも参加いただくことで、建築家に対する率直な

archi-salonが開催されました。今回は、スペシャルゲストとして、 ご意見を聞き、より建築家を知っていただく機会にもなっています。
東海支部から矢田支部長含め6 名にご参加いただき、支部間交
流を兼ねた充実したarchi-salonになりました。

導かれた6つのサブテーマ
（「建築家×景観」、「建築家×情報」、

JIA archi-salonは、気楽に真面目に建築談話しながら、建築

「建築家×災害対策」、「建築家×子ども教育」、「建築家×公

家が相互理解し、社会的責任と倫理観を再認識し、互いの情操

民連携」、「建築家×歴史・文化的資産」）ごとにテーブルを囲み

が知らぬ間に向上していくところを目指して立ち上がりました。会

談話しました。この中で意見される言葉を白板に書き、テーブルご

員同志が自由に建築談話しながら、建築家活動を互助、共栄し

とのファシリテーターがまとめて最後に発表する形式です。東海

ていく場としていくワークショップです。建築家が自らを自己分析す

支部の皆さまにゲスト参加いただくのに、ちょうど良いテーマで

ることにより、社会とのかかわり方や社会から真に求められる建築

あったため、より充実したひと時を過ごすことができました。その後

家像、職能を再認識し、その談話の中で、世代間を越えた建築

に開催された近畿支部忘年会にもご参加いただき、和気藹々、

家たちが自己研鑽しながら、日々のJIA 活動へフィードバックされ

盛り上げていただきました。この場を借りまして御礼申し上げます。

ることを期待しています。また、正会員のみならず、協力会員、

4

今回のテーマは、「建築家×地域活動」とし、このテーマから
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JIA 愛知発

持ち出し役員会見学会・講演会

地域産材利用建築見学会、
小原淳氏講演会
2月1日、三河地区例会「岡崎信用金庫

計算により一枚一枚角度を変

城下町支店」
「アーキレジデンス（小原淳氏

えて取り付けられており、設

自邸）」見学および講演会「天使の森のその

計、施工者側の奮闘ぶりも想

後とこれから」
（講師：小原淳氏）が行われま

像されました。当初コンセプト

した。

の信用金庫支店のこれからの

例年通り、三河地区での持出し役員会と

在り方、地域に密着し発信地

のセットで見学会および講演会が組まれ、13

としての表現、デザインが十二

時30分から16時30分まで見学会および講

分に示されたものと感じました。

演会、持ち出し役員会を挟んで18時30分か

つづいて「アーキレジデンス

ら懇親会と最後まで参加された方は夜半まで

（小原淳氏自邸）」見学をさせ

の長丁場でしたが、20数名の参加者がみえ

ていただきました。2年ほど前

ました。小原淳さま、準備に奔走された黒野

に竣工されたそうですが、外

地区委員長、小原木材の小林氏はじめ、皆

壁の銅板張りが特徴的な建物

さまお疲れさまでした。

でした。緑青はまだ出ていませ

小原淳氏は現在、コンフォートメディア代表

んが、落ち着いた光沢の色合

取締役、小原木材代表取締役社長、アース

いになっています。高低差を

ワーカーエナジー理事長、文化会館「葵丘」

利用した地下はRC造の大きな

館長など多種の役職を兼任され、建築・家具

ガレージでその上に在来木造

など生活にかかわるさまざまなもののデザイ

2階建てがあり、90歳を超えら

ン、コンサルティング、地産木材の普及、自

れたお母さまの自宅介護のこと

然・地球環境へのかかわりを考え行動へ移し

を考えられ計画し、建設された

ていく活動など幅広く活躍されていらっしゃる

とのことです。蓄熱式床暖房

とのことでした。

の空気対流によるハイサイドラ

上｜
「岡崎信用金庫 城下町支店」見学会
下｜講演の様子

「岡崎信用金庫 城下町支店」に関して小

イトを設けたリビングは前庭に大きく開放され、

しているとのことです。昨年小学生に現地で

原淳氏よりご自身がデザインコンサルとしてか

地域のサロンのような役割を持たせているそ

植林作業をしていただき、大勢の参加をいた

かわった計画の経緯、特徴的な八角形の形

うです。ご自身が開発された和紙の壁紙など

だいたそうです。JIAとしても循環する自然

状、全面ガラス張り、パッシブソーラーの考え

の材料・家具、過去に収集された家具・インテ

環境ネットワーク、持続可能な社会環境への

に基づいて日差しの制御をする木製ルー

リア用品を配し、木材料をふんだんに使用さ

一助として協力していくべきではという意見が

バー、地産木材の利用などレクチャーがあり、

れた暖かみのある空間でした。木製建具もこ

ありました。

説明をいただきながら見学をさせていただき

だわりのある納めとしていました。

材木業という家業を継がれ、その本業と

ました。計画段階において木材の発注を受

講演会は文化会館「葵丘」にて「天使の

関連されているとはいえ、ご自身がやりたかっ

け、山の木の切り出し、乾燥をおこなったこと

森のその後とこれから」を主題として行ってい

たという環境、文化、デザインと幅広く能動

など通常の設計・施工の段階にとらわれない

ただきました。アースワーカーエナジーの事業

的に活動されていると感じます。益々の活躍

手法を取ったことも紹介されました。また、ご

として本宮山近くの山で地主である岡崎市と

を期待してしまいます。

自身が開発された和紙の壁紙、木の端材タ

地元住民の協力を取り付け、奥山の山林の

イル、家具などについて説明をいただきまし

モデル再生事業として、一般の方に広報し、

た。各所に木材がふんだんに使用され、全

植林などに参加いただき、奥山・里山・河川・

面ガラスカーテンウォールの内側に配された

人里・里海・海洋と循環する地球・自然環境の

木製ルーバーは各方位の日射角度に対して

かかわりを考えるきっかけを提供する活動を

山本敏彦（JIA 愛知）｜
シーエスデザインオフィス
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JIA・名市大授業を振り返って

JIA 愛知発

建築家の仕事
情報技術の発展と人間の可能性

の序章からの始まりは斬新でした。関口氏

建築家が、使命感をモチベーションに替

2018年9月28日より始まった名古屋市立

は、猪高小の建築教室を中心に、ゴールデ

え、無償でも、己の生業をやりくりしてまで

大学芸術工学部3年後期授業「建築家の仕

ンキューブについて担当しました。私は主

なぜ? 社会活動や、この講座を? と気付い

事」は2019年1月25日をもって終了した。受

に、コーポテイブハウスプロジェクトの経験

ていただけることに期待し

講者数54名（うち芸工建築都市デザイン学

から、市民の方との接点が増えたことで、3

ます。

科学生34名、芸工産業イノベーションデザ

つの社会活動（安住の会、JIA愛知「人にや

イン学科学生19名、特別聴講生愛知学長懇

さしい街づくり研究会」、木造都市研究会

話会学生1名）であった。

「木愛の会」）に展開した流れを話しました。

田中英彦（JIA 愛知）｜
連空間都市設計事務所

創造性を挑発する建築家

例年の通り、最後の授業は学生の提出レ

1990年代後半、JIA愛知の有志で、長寿

ポートをカテゴリーに分けて選定し、プレ

社会の到来に着目して、セミナーなどを繰

JIAメンバーによる大学授業「建築家の

ゼンをしていただき、JIAメンバーとディス

り返し、市民からのFAX相談を経て設立し

仕事」は3年目を無事終了した。今年の履修

カッションした。

た、
「人にやさしい街づくり研究会」
（人街

登録者は名市大53名、椙山女学園大学1名

研）について紹介。JIA愛知メンバーの設

で、これまでに比べ20名ほど増えたのが特

わたしたちの考えや作品が古いとの指摘も

計事例から選出して、視察、撮影、図面を

徴だった。その理由は、芸術工学部の産業

あり、冷や汗をかく場面があった。例えば

まとめ、初の出版事業で、
『人にやさしい建

イノベーションデザイン学科（プロダクト

プロシージャルモデリングの活用などは、

築ディテール集』vol 1を発刊。人にやさし

系）の学生19名の参加である。領域が違う

建築の可能性を広げるものであることは間

いネットワーク会議として、他分野の専門

とはいえ社会にかかわるデザインを学ぶ学

違いないであろう。

家や、市民とともに、県内数カ所で計11回

生を取り込んだことは、この授業に新たな

しかし、それらの規則やバイアスをかけ

イベント開催。建築と深く関係しているUD

意味と役割が加わったと感じる。

るのは人間であり、評価しているのも現状

（ユニバーサルデザイン）や、ノーマライ

建築を系統的に学んでいない彼らは最終

では人間である。学生とのディスカッション

ゼーションの浸透へ大きな活動となって

回のプレゼンにおいて、古いものを大切に

を踏まえてあらためて芸術と技術と文化を

いったことや、3年後にはvol 2として『人に

する建築家に触発され、自動運転化する車

総合し創造する姿勢が必要であり、自らの

やさしい住宅読本』を出版したことを説明

のインテリアデザインに建築家がかかわる

姿勢を正さなければと感じるのであった。

しました。学生のレポートに、コーポラティ

だろうと予測し、コンピュータと建築デザイ

シンギュラリティ
（技術的特異点）をいず

ブハウスを初めて知った、建築家が社会的

ンの可能性を指摘した。

れ迎えるであろうが、最適解に収まらない

問題に市民とともに活動したことは、想像

創造性こそが、人間の可能性を用意し、指

外で驚きとありました。

今回プレゼンしていただいた学生から、

し示すものではないかとの希望的観測を強
める授業でもあった。

関口啓介（JIA 愛知）｜
人建築事務所

建築を学んだ学生たちは、自らが育って
きた地域への意識を強め、将来の都市のあ

半期の15講のうち14講をJIA愛知の精

りようにかかわりたいという動機が引き出

鋭メンバーが、1人～ 2人で1講座担当しま

され、他のデザイン領域との協働作業の必

すので、学生は、講師の長い経験で熟成さ

要性を表明した。建築家が大学生の創造性

れた実践から教育を得ます。

を挑発している現場に遭遇した。来年も挑

『ARCHITECT』2002年10月号に、建築

発の授業を!

教育への期待⑥、
「ユニバーサルデザイン

過去と未来の結節点として、
社会との関りをカタチにする
名市大での講座も3回目、第9講を関口氏

（UD）のめざ すもの」と題して、小生が、
「UDの、共用の、万人の、というコンセプト
は、家庭や学校、地域や社会ではぐくむ概

とコラボし上記のテーマで担当、講座のス

念。
『社会教育』は、それを実践で学ぶこと」

ライド構成をお願いしましたが、音楽入り

と書いています。
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鈴木賢一（JIA 愛知）｜
名古屋市立大学教授

学生レポート（プレゼン）紹介
U 異分野と融合する建築

建築×情報について 池本翔子（建築都市デザイン学科3年）

模型を横から眺めて、
「これは良い空間だ

ザインの分野である。位置情報や工学的な

用いた設計演習の授業を通して、建築家は

ねえ」と講評する大学の先生たちに対して疑

データを用いてデザインし、それが本当に最適

数学の公式やシステムを提案し、具体的に何

問を以前から感じていた。設計した空間がどう

かどうかを解析・分析する。この手法が建築空

を代入するかは自由に誰もが決められ形態を

いうメカニズムによってできていてどういう空間な

間を全て決定づけ、評価していくわけではなく

つくることができるようになるのも面白いのではな

のか、評価する方法は他にあるのではないか。

ても、1つの空間のデザインや評価の仕方とし

いかと感じ、さらに深く勉強したいと思っている。

そんな私が最近、興味がある分野は、建築情

て非常に面白い分野であると感じている。ま

こういった学びを通して、自分の中で建築空間

報学やパラメトリックデザイン・アルゴリズミックデ

た、私自身が最近取り組んだgrasshopperを

を捉える評価軸を増やしていきたい。

U 隠れた地域の良さを見つける、伝える 井村春菜（建築都市デザイン学科3年）
私の住んでいる知立市は、東海道の通る

家やシャッターが閉まっている店があり、放置さ

て、知立市の良さを感じながらお茶を飲み語

かつて宿場町として栄えたまちです。その東

れている印象でした。そこで、それらの魅力を

らえるような場所を提案します。また、古い木

海道と、新しくできた道路が交差して、東海道

伝える拠点として、観光案内所を兼ねたお茶

造建築の中には、茶葉や和菓子を売っている

に向かって建っていた建物が新しい道路に分

屋を考えました。

お店もあり、それらをいただくスペースとしても

断され、三角のへた地が連続する道ができま

知立市を訪れた人には、まず最初に立ち寄

使えるようにすれば、知立の隠れた魅力をより

した。また、古くからある特徴的な木造建築も

る案内所や観光中の休憩所として、地域の人

知ることができる場所になるのではないかと思

あり、魅力のある景観だと思うのですが、空き

には普段から使っていただける交流の場とし

います。

U 地域の魅力を向上させる ～空閑地をコミュニティ農園に～

纐纈優一（建築都市デザイン学科3年）

私は将来、地域の魅力向上に役立てるま

う現状と、開発を待つ土地が駐車場となり地

この経験を通して、魅力を向上させるには

ちづくりを、企画・計画の面から携わりたいと考

域住民のコミュニティ形成を阻害する要因と

本当にこの敷地と条件でいいのかということ

えている。

なっている問題点を発見した。そこで私は、駐

や、その土地でしかできないことは何かというこ

車場となっている土地のうち一つを取り上げ、

とを深く考えることができた。将来はこの経験を

地域の魅力を向上させるための企画と計画を

農園とすることでコミュニティ形成のきっかけと

生かして、まちづくりに携わる人間になりたいと

行うという機会があった。現地に行き調査した

なる場所を提案した。運営・プログラム・敷地設

考えている。

ときに、高層マンションが乱立し始めているとい

定・設計条件などを決め、設計も行った。

以前、名古屋市東区泉一丁目を題材に、

U自分の求める将来

松下凌子（建築都市デザイン学科3年）
教えてもらいました。祖父母宅は私にとって、

て学んだり、地域の高齢者と世代を超えた交

地の将来的な活用法について話し合う機会

色んな意味で「学びの場」です。立地も小学

流ができるような場所にしたいと思いました。自

が多くなりました。中でも、祖父母の一軒家は

校の近くで、小学生の通学路の側でもあり、

分が設計する資格を得たときに、最高の設計

私にとって思い入れの強い場所で、父や母が

夕方は今も昔と変わらず子どもの声が行き交

を提案できるためにも、まずは子どもの勉強す

仕事で忙しかったせいか、子どもの頃の遊び、

います。なので、リフォームするなら私のためだ

る環境や空間について研究したいです。

家事、勉強のほとんどをこの場所で祖父母に

けでなく、地域の子どもたちが気軽に立ち寄っ

親族が高齢化していく中で、わが家でも土

U日常が支える非日常の暮らし 渡邉康大（建築都市デザイン学科3年）
日本では数多くの災害が発生し、注目を集め

というコンセプトの言葉である。現在建築分野

風や溜りとして機能する。2つ目は「フルエント

るようになっているのは明白である。そこで、

で災害に対し主に考えられているのは、建物の

リーの暮らし」である。現代の住宅では出入り

「フェーズフリー」を取り入れた住宅に可能性が

構造や、避難路の計画などである。そこで、今

口が限られているので、各方位にエントリーす

あると考えた。
「フェーズフリー」とは日常から災

回私は2つのもしもに有効ないつもを提案する。

る場所が必要であると考えた。

害時、そして復興した後にかけての段階にお

1つ目は「土間のある暮らし」である。土間は

いて、生活のクオリティの落差を小さくしていこう

津波や洪水の場合復旧がしやすく、普段も通

このようにもしもに機能するいつもが大切なの
ではないかと私は考える。
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JIA 三重発

建築文化講演会

小堀哲夫氏講演「建築と環境と人間」
2019年1月19日、三重県津市のアストホー

揮できる空間」の設計をクラ

ルでJIA三重主催、三重県建築士会共催

イアントから依頼されたと言

の建築文化講演会2019が開催された。33

う。設計前の現地調査の段

回目となる今回の講師は建築家の小堀哲夫

階で、まだ何もない浜松市天

氏。2017年に史上初JIA日本建築大賞と日

竜区の扇状地を訪れ、トビが

本建築学会賞という2つの権威ある建築賞を

滑空する姿を見て「ここに吹

ダブル受賞したことで建築会に名を轟かせ

く風を捕まえられないか」と小

た。東京に事務所を構える小堀氏だが、多

堀氏は考えた。その土地が

忙な中、前日の大阪での業務の後、当講演

持つ環境の特性を建築内部

会のためにそのまま三重県津市にお越しい

に取り込むことで、人間が人

ただいた。

間らしく活動できる空間を創

当日の会場は150名ほどの聴衆が席を埋

造する（この行為を氏は「風

める反響ぶりで、学生の姿も例年より多いよう

を解釈する」という言葉で表

だった。13時30分、JIA三重の豊田会長、

現していた）。職員はそこに身を置き、開放さ

築主導で職員はそれについて来られていな

続いて三重県建築士会の森本会長の挨拶

れた空間の中で其々が交流し、新しい発想

いのでは」という私の疑念が含まれていたの

の後、小堀氏の講演が始まった。

が生み出される。
「元々その土地が持ってい

だが）。彼女は何の躊躇もなく笑顔で「はい」

各々の建築家が体感したものは、固有の

るポテンシャルを最大限に生かす。そこは

と答えてくれた。内部空間がオープンになるこ

価値観となってその作品に大きな影響を及ぼ

元々素晴らしい場所なのですから」と話す小

とで職員同士の意見交換が促され、新しい

すが、今回の講演会で感じたのは、小堀氏

堀氏の笑顔が印象的だった。

発想が創出されるということ。創造の源泉が

実家から見た風景を語る小堀氏

立ち話というのが興味深かった。

ほど、場の空気を敏感に享受し、それによる

講演では、いくつかの作品を通して自身の

心の動きにフォーカスする建築家は多くない

設計の進め方について紹介された。例えば

講演終盤、火災により消失した旅館「べに

だろうということ。冒頭で紹介されたのは岐阜

研究施設の設計では、ワークショップによって

や」
（福井県）の再建プロジェクトに関する内

県にある実家の庭から見た風景の写真。の

職員全員の意見を汲み上げるという手法。

容が紹介された。現在進行中のこのプロジェ

どかな田園が広がる、三重県でもよく見かけ

建築を使用する関係者全員で、自ら働く場

クトでもワークショップを行っている。これはむ

る風景だ。小堀氏の記憶に色濃く残るのは、

所を共作する。手法自体は目新しいものでは

しろスタッフの気持ちの再建と言えるもの。そ

少年時代を過ごしたその場所の空気感だと

ないが、小堀氏はそこに生まれる人と人との

こから生まれる人間同士のつながりは、建築

言う。
「建築家は建築を創る」これは確かな

交流に重きを置く。建築はあくまでもハードと

完成後のビジネスの成功も含め、プロジェクト

事実だが、氏が目指すのは建築が創出する

しての場所を提供するもので、その場所で巻

を全員の力でまとめ、動かしていく大きな気

空気感によって人間の心情や活動をデザイ

き起こる職員同士の化学反応、「そこから

持ちにつながっていく。

ンすること、場が生み出す可能性の設計な

先」をデザインするのが小堀流ワークショップ

講演の最中、なぜか私は「建築家」小堀

のだ。

である。実は、講演会に先立ち小堀氏の作

哲夫という肩書きに対して少し違和感を持ち

ROGIC（ROKI Global Innovation

品を勉強させていただこうと、私は福井県の

始めていた。しかし、講演を聞き終わった時、

Center）
（静 岡

NICCAイノベーションセンターを見学させて

その理由をはっきりと理解することができたの

県）設 計 の 際

いただいた。この施設も設計当初からワーク

だった。小堀哲夫は建築の先にある「人間

「今働いている

ショップ形式がとられた施設である。当日施設

の力」を強く信じる「人間家」というべき人物

職 員 が、人 間

を案内し、色々と話を聞かせていただいた職

だったのだ。

の持つ想 像 力

員の女性に「社屋が現在のように変わったこ

を最 大 限に発

とで働き方に大きく影響が出ましたか」と質問

小堀哲夫氏

をしてみた（実はこれには「実際のところ、建

8
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山本覚康（JIA 三重）｜
山本一級建築士事務所

JIA 三重発

三重地域会建築展2019「けんちくと三重とじぶん」

建築展から学び知る
2019年1月19日、JIA三重では建築家の

とじぶん」です。三重の地で風景をつくる建

を推薦できる方々にも出展を依頼しました。こ

小堀哲夫氏を招いて講演会が開催されまし

築家たちがどのような視点で建築と向き合っ

れをきっかけにJIAに関心を持ってもらい、互

た。場所は津市のアストホールにて行われ、

ているかを展示することで、その地の風土の

いの理解を深め、ゆくゆくは同士として会員

大勢の方々にご来場いただき賑わいをみせ

過去、今、未来が見えてくる。それは多様な

増強にもつながるのではないかと想いを込め

ていました。そして今回は講演会と同日時に

豊かさの重なりであり、今後の建築や三重の

た次第です。非会員の出展者の中には、建

アストホールのホワイエにて建築展を開催しま

まち並みに新しい気付きの視点をもたらすの

築士事務所を構えられて、設計施工を行う

した。

ではないかと考えました。

工務店・大工の方々も受け付けました。この

来場者に向けて各会員の仕事や活動に

展示には18名に出展していただきました。

判断においてはJIAの規定、地域会規則に

ついて、展示作品を通じて周知を図るととも

三重各地の地域性や文化、環境の影響か

対して正会員からも意見が挙がり、役員会や

に、各会員の現在（いま）を知る機会をつくる

ら特有の色が生まれているのではないかと期

委員会において協議を行いました。現状、新

ことを目的としました。JIA三重の建築展は

待も広がります。当日会場には、出展者が手

規入会が僅少な三重地域会を活性化させる

2013年以来の開催となり、私を含め、近年

掛けた建築実例や計画のパネル紹介や模

ための試行として実施することになりました。

入会した会員にとって、先輩会員との親交を

型、テキスト主体でまとめた作品、写真作品

賛否両論あり、団体組織であることの難しさ

深める良いタイミングだと考えられました。

などが展示されました。各作品からは建築へ

もありますが、これからのJIA三重の事業を成

の想いやアプローチの方法が伝わり、各々に

功させるために多くの会員が支え補い合う関

よるテーマへの回答をいただきました。

係が新しく築いていけることを願っています。

展示は研究・社会活動委員会の事業の一
環とされ、企画・運営は委員会所属の私と先
輩会員の2人で担当することになりました。先

講演会が始まるまでの間、また終わってか

準会員の先輩、出展者の方々、役員・正

輩と私はともに準会員であり、これまでに準会

らもたくさんの来場者が興味を持って展示を

会員の方々、法人協力会員の方々のお力添

員のみで事業企画を進めていく例がなかっ

見て回る光景に今日までの働きが報われたよ

えでやり遂げることができました。本当にあり

たため、当初は戸惑い気後れする部分もあり

うに思いました。

がとうございました。

ましたが、委員長からはわれわれが主導で働

来場者と会員との交流もあり、講演後には

きかけることが今後の三重地域会にとっても

小堀氏にもご観覧いただき、出展者にとって

活力となり、意義のある成果をもたらすことだ

貴重な時間となりました。

と背中を押してもらいました。
今回の建築展のテーマは「けんちくと三重

この建築展では新しい試みとして会員以
外の三重県で活動されている建築士で参加

多くの来場者が足を運び賑わいを見せた。会員との交流もあり貴重な時間となった

展示方法にも工夫がみられた

豊田直樹（JIA 三重）｜
Y's 建築設計事務所

講演会講師の小堀氏と作品について語る
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第 50 回 中部建築賞

審査員（順不同・敬称略）
栗生 明（建築家・審査員長）
、尾崎公俊（建築家）
、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）
、車戸愼夫（建築
、吉田純一（福井工業大
家）
、鈴木利明（建築家）
、関 邦則（建築家）
学客員教授）

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53 点、住宅部門で40 点の計 93 点（昨年は118点）であった。

昨年暮れ(12月10日)の第50回中部建築賞表

安田講堂攻防など大学闘争只中の半世紀昔

（～ムーブメント）の標榜が力強く示されたのは、

彰式に先立って、同会場別室で50周年記念シン

に、学生・教職員一体の（雪国ゆえの）大交流内

私にはこの上なく痛快でした。わがJIAの組織と

ポジウム｢中部建築賞の50年｣が開催された。

部空間が本賞で高評価された件を端緒に、望外

活動もまた…。

壇上のパネラーとして、現審査委員長で建築家

のキーワードとして、継続的で機動的な｢運動体｣

鈴木利明（JIA 愛知）｜デザイン スズキ

の栗生明・広く建築評論などでご活躍の五十嵐
太郎・都市計画や近代建築史に造詣深い瀬口
哲夫・北陸をベースに建築実践豊かな水野一郎

一般部門

の4先生が並び、現審査員で同賞応募歴も長い

入

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

賞

鈴木がその司会進行役を仰せつかった。
各先生方は本テーマにとって絶妙・最強の組
合せで、限られた時間枠で闊達な議論と発信を
引き出すべきラフな進行シナリオで臨んだところ、
それを遥かに超える濃密な発言連鎖が得られ手

御園座タワー

応え十分でした。中部圏9県を跨ぐグローカル性・

①名古屋市中区栄
②積水ハウス㈱名古
屋マンション事業部③
鹿島建設㈱一級建
築士事務所④鹿島
建設㈱中部支店⑤
鉄 筋コンクリート造・
一 部 鉄 骨 造、地 上
40 階・地 下 1 階 ⑥
56,112.92 ㎡

対象建築の規模やジャンルの多様性とその弁別・
表彰の評価区分のあり方…などの基盤に発し
て、地域環境や建築文化への広い視野や今後
の応募モチベーションの高揚策にも言及できました
（本シンポジウムの全記録は別の刊行物をご参照
いただけると幸いです）。

金子コード㈱ 浜松工場 roseroc

NICCA INNOVATION CENTER

①静岡県浜松市②金子コード㈱③奥野公章建築設計室④中村建
設㈱⑤鉄骨造、地上 1 階⑥ 444.17 ㎡

①福井県福井市②日華化学㈱③㈱小堀哲夫建築設計事務所④清
水建設㈱北陸支店⑤鉄骨造＋鉄骨鉄筋コンクリート造、地上 4 階
⑥ 7,495.73 ㎡ ( 増築部分）

入

①名古屋市千種区星が丘②愛知県③㈱久米設計④戸田・名工特
定 建 設 工 事 共 同 企 業 体 ⑤ 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造、 地 上 5 階 ⑥
30,692.99 ㎡

高岡信用金庫本店

①富山県高岡市②高岡信用金庫③清
水建設㈱北陸支店一級建築士事務所・清水建設㈱設計本部④清
水建設・松井建設・塩谷建設共同企業体⑤鉄筋コンクリート造 + 鉄
骨造、地上 2 階（事務棟は地上 5 階）⑥ 4,312.76 ㎡

選

多機能型生活保護施設愛恵園・愛恵園授産所

白山宮 足王社

①愛知県岡崎市②社会福祉法人愛恵協会③㈱小林清文建築設計
室④㈱波多野組⑤鉄骨造、地上 3 階⑥ 1,872.50 ㎡

①愛知県日進市②白山宮③㈱ AUAU 建築研究所④駒住建㈱・㈱
美津濃⑤鉄骨造・一部木造、地上 1 階⑥ 51.05 ㎡（増築部）
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旧名古屋銀行本店ビル ①名古屋市中区錦②名古屋デベ
ロップメント特定目的会社・積水ハウス㈱③㈱三菱地所設計一級建
築士事務所④㈱竹中工務店名古屋⑤鉄筋コンクリート造・一部鉄骨
鉄筋コンクリート造、地上 6 階・地下 1 階⑥ 4,875.96 ㎡

住宅部門

入

賞

竪の家

岐南さくら発達支援事業所 よりどころ

金沢工業大学・国際高等専門学校 白山麓キャンパス

①岐阜県羽島郡②社会福祉法人豊誠会③大建設計㈱④協和建設
㈱⑤鉄骨造、地上 1 階⑥ 325.50 ㎡

①石川県白山市②学校法人金沢工業大学③㈱五井建築研究所④清水建設
㈱北陸支店⑤鉄骨造・鉄筋コンクリート造・木造、地上 2 階⑥ 24,161.85 ㎡

①愛知県豊
田 市 ③ 佐々
木勝敏建築
設計事務所
④㈲豊中建
設 ⑤ 木 造、
地上 2 階⑥
101.28 ㎡

あそのびハウス

神戸町の平屋

金沢の小さな三角屋根

①愛知県名古屋市③塩田有紀建築設計事務所④㈱岡本建設⑤鉄
筋コンクリート造、地上 2 階⑥ 161.52 ㎡

①岐阜県安八郡③武藤圭太郎建築設計事務所④誠和建設㈱、㈲
リビングデザイン⑤木造、地上 1 階⑥ 117.01 ㎡

①石川県金沢市③明石岳大・明石美紀④㈱金澤木房 en 樹⑤木造、
地上 2 階⑥ 131.61 ㎡

House NI 裏とオモテと境界

H／h

尾高高原の家

①愛知県知立市③ 1-1 Architects ④平田建築㈱⑤木造、地上 2
階⑥ 132.32 ㎡

①愛知県名古屋市③和田吉貴建築事務所④㈱麦島建設⑤木造、 ①三重県三重郡③岡本一真建築設計室プリヤデザイン一級建築士
地上 2 階⑥ 272.40 ㎡
事務所④㈱上村工建⑤在来木造、地上 2 階⑥ 96.24 ㎡

入

選

特別賞

梅田の家

森の段床

Shell House - もりのことば -

①静岡県湖西市③彦坂昌宏建築設計事務所④丸中建設㈱⑤木
造、地上 2 階⑥ 176.76 ㎡

①長野県上水内郡③ SUGAWARADAISUKE 建築事務所㈱④㈱
ミズケン⑤木造、地上 1 階⑥ 79.50 ㎡

①長野県北佐久郡③遠野未来建築事務所④㈲寺島工務店⑤木
造・在来構法、地上 2 階⑥ 58.04 ㎡
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北陸支部30周年記念事業
記念事業を終えて

北陸支部長／髙屋設計環境デザインルーム

髙屋利行
1989年、東海北陸支部から分離独立し、早30年目を迎えること

冬の金沢を満喫していただけたのではないかと思います。事業や

になりました。記念事業は金沢21世紀美術館にて「地域と建築」

支部長会議には周到な準備が必要でしたが、この労苦が次代へ

をテーマに建築展やシンポジウムを行い、式典は六鹿会長、矢田

の橋渡しになりました。北陸三県、正会員130名の小さな支部が

東海支部長ほか全国の支部長、行政、建築団体など多くの方々

地域の個性を生かした

に列席をいただくことができました。引き続き懇親会も21美内のレス

建築活動を披露すること

トランで開催しました。

ができ、大変うれしく思い

今回は支部長会議と記念事業を合わせて開催したことで、会長

ます。

はじめ全国の支部長さんに北陸支部の現状や活動を見て頂く事に
もなりました。金沢市主催の槙文彦氏の講演・シンポ、支部長会議・
記念事業・金沢湊地区の建築見学ツアーと3日間に渡りましたが、

地域の可能性を掘り下げる多様な展示を開催

六鹿会長はじめ各支部長、行政、建築
団体の方など、多くの方に列席いただく
ことができた

石川地域会会長（30周年記念事業 実行委員長）
／
浦建築研究所

浦 淳
地域の時代とも言われる昨今、
「大都市ではなく、地域にこそあた

が、結果、歴史的・地理的にも深いつながりを持った北陸の建築が

らしい建築が生み出される可能性があるのではないか? 」そんな想

どうあるべきかを考える機会、また、隣県で設計活動しながら触れ

いから、北陸支部30周年にあわせ、富山・石川・福井の3地域会

る機会の少なかった他地域会員の建築や設計思想についても知

合同で金沢21世紀美術館において5日間、
「地域と建築」展を開

るよい機会ともなった。こ

催した。この展覧会は、地域や環境をいかに読み解き設計を行っ

れを糧に、3地域会の交

たかを解説した約50作品からなる「会員建築展」
、約100点のこ

流を深め「地域と建築」

の地の個性に育まれた建築や構築物の会員写真展「北陸百景」
、 についてさらに踏み込ん
長年好評を博す石川地域会事業「子ども建築塾」の発表で構成
され、約3,000人の来場者があった。構想から企画まで3年の長き
を要し、途中、石川単独から3地域会合同開催という変更もあった

他支部活動からあらためて東海を振り返る

で活動していきたい。
構想から企画まで3年をかけた展示企
画には、約3,000人の来場者が訪れた

東海支部長／矢田義典建築設計事務所

矢田義典

1月26日、27日の2日間に渡り、
「全国支部長会議 in 冬の金沢」
、 の地域性が感じられ面白かったです。金沢では「文化」を感じまし
「北陸支部創立30周年記念大会」が開催されました。1月26日、 たが、その中心を建築が担っており、素晴らしい環境だと感心いた
午前中の全国支部長会議では、1月17日に開催された「理事懇談
会」での議論が継続して協議されました。会勢3,000人規模を想定

多いなと感じつつも、風

すると、協議の内容は簡単にはまとまるものではありませんが、JIA

土、文化の違いもあります

建築家大会2018 東京で開催された「大井町駅前パブリックスペー

ので、東海は良さを伸ば

ス設計コンペ」はJIAの可能性が感じられる話だと思いました。記

しつつ、悪しき点は改善で

念大会は金沢21 世紀美術館が会場で、石川県知事、金沢市長

きるよう着実に進んでいき

をはじめとしたゲストも豪華であり、たいへん素晴らしい大会であった

たいと思います。

と思います。また、記念事業の講演会も金沢を中心とした北陸地方

12

しました。見習うべき点は
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支部長会議の様子

東海支部役員会報告
昨年から新幹事として役員会に出席しています。初めての報告ですがど

のみ広告掲載の依頼をする。名刺広告は廃止する。発行への不足額は

うぞよろしくお願いいたします。これまで正会員としていくつかの支部事業、

各地域会に補填していただきたいと考えている。編集社・印刷会社は変

地域会事業に参加していましたが、支部役員会に出席することで、あらため

更する。

て東海支部、各地域会の活動が多岐に渡っていることがわかりました。
昨年から『ARCHITECT』存続を含めた支部事業の見直しが行われてい
ますが、この問題に対し議論を深めることで現在、社会では建築を通じどの
ような事業が求められているかを捉え直す良い機会になる

④「建築基本法学習講演会」について（関口）
・ 2/20（水）大光電機名古屋支店にて東京大学 神田順氏を迎え講演会
を開催する。
⑤2/2「東日本災害復興に学ぶ」講演会について（杉山）
・ 東北支部 手島氏の講演会。大変素晴らしい活動をしているのでぜひ聞

かと思います。

きに来ていただきたい。
寺下

浩（JIA 岐阜）｜寺下浩一級建築士事務所

3.その他
①退会届 正会員「内藤和彦（愛）」
（見寺）、
「冨田 彰（岐）」
（寺下）

日 時：2019年1月25日（金）16：00 ～ 18：30

議 事

場 所：JIA 東海支部事務局 会議室

1. 審議事項

出席者：支部長、本部理事、監事10名、監査1名、オブサーバー 13名

①入会届 個人協力会員「服部高志（愛）」
（見寺） →承認
②第35回 JIA 東海支部設計競技事業報告（間瀬）

1．支部長挨拶
本年最初の役員会です。皆さま今年もよろしくお願いいたします。
2．報告事項
（1）本部報告
①本部理事懇談会（矢田）
・ 懇談会は現在のJIA 財務状況を理事の方々に知っていただきたいという
内容であった。
・ 文化遺産の保護・保存を目的とする非営利民間団体「ワールドモニュメン
ト財団」の方から話があり、ワールドモニュメントウォッチに選定されると、公
的組織及び民間のパートナーと協力し経済的・技術的支援を受けられる。
②フェローシップ委員会（奥野）
・ 次回理事会に委員会から事業リストを提出する予定。理事の皆さんに確
認してほしい。
③ CPD 評議会（豊田）

・ 2018年度予算を追記した事業報告を作成しメール審議とする。（澤村）
③2019年度 東海支部事業計画・予算（矢田、澤村） →承認
④各地域会事業計画・予算 →承認
2. 協議事項
①東海学生卒業設計コンクールの見直しについて（吉川）
・ 昨年末の委員会で事業の見直しについて話し合った。大きな問題として
は協賛金の確保が大変であること。長年、古参委員で運営しており事業
を継続することが非常に難しい状況である。
・ 協賛金に頼らないと事業が運営できない、新しい委員を補充することは難
しいということは十分理解できる。今年度の事業はすぐに準備しないと間
に合わない状況。（矢田）
・ 今年度の事業は行わないこととする。今後、引き続き再開に向けて協議し
ていく。（澤村）
②36回 JIA 東海支部設計競技来年度事業計画（間瀬）

・本部で委員会再編を行っている。支部でCPD 委員会があるのは東海支

・ 学生を中心とした応募促進を考慮し従来のスケジュールを前倒しで検討し

部のみである。今後、東海支部 CPD 委員会の扱いをどうすればよいかを

ている。1次審査は非公開だが、公開するかどうかを検討している。事業

議論してほしい。

予算は例年規模である。

④本部職能資格制度・建築家資格制度実務合同委員会（野々川）
・ 登録建築家更新の時期。東海支部は107名が更新対象者、必要 CPD
単位を取得した更新可能者は81名。新規登録者は4名。
（2）支部報告
①2/23に本年度支部建築家認定評議会、2/8に同準備委員会が開催され
る。（野々川）
②東海支部役員補欠選挙について（谷村）
・ 1/15に開催された第2回選挙管理委員会にて静岡地域会の八木氏が
当選。

③「子どもの建築学校委員会」活動について（関口）
・ 本部から子どもと建築の全国会議を立ち上げるという動きがある。
④災害対策委員会2019年度活動について（杉山）
・ 支部の対策委員会の活動を8つの項目にまとめた。
⑤「日本建築まちづくり適正支援機構（JCAABE）」について（矢田）
・ JIAとは直接関係ない任意団体である。
⑥平成30年度中部公共建築設計懇談会について（矢田）
・ 中部地方整備局主催で2月22日に開催される。JIAに出席の要請がきて
いるため、私含めJIA 東海支部からは４人が出席する予定。

次回の支部総会で報告され、承認されると八木氏が新幹事となる。

3.その他

③『ARCHITECT』の見直しについて（矢田）

①第22回 JIAリフレッシュセミナー 2018について（矢田）

・ 見直しの提起：各法人会への広告願いは止め、希望された法人協力会

・		愛知から3名が参加予定。
ARCHITECT
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芭蕉翁記念館

データ発掘（お気に入りの歴史的環境調査）

上野公園

芭蕉翁記念館

正面（北面）

入口の内と外

■発掘者のコメント

上野市

伊賀線

西大手

和室棟

も梁を表 わしにして いる。床 面 は 地 面 から

茶室の入り口は躙り口と、あたかもコンクリートのフ

伊賀上野公園の一角にある芭蕉翁記念館は

1m20cmほど上げ、建物全体を浮かしているよう

レームの中に伝統的木造を組み込んだような構え

伊賀市出身の俳聖・松尾芭蕉（1644 ～1694）に

にも、またお寺の本堂のように床下をあげているよ

である。
この記念館は、戦後10数年が過ぎ、
「『日

関する資料が保存・展示されている。伊賀上野城

うにも見える。床の仕上げのコンクリートに目地を入

本的なもの』
と
『モダニズム建築』
をどう両立させる

へ行く坂道の途中を右に折れると塀越しに記念

れ、お寺の広縁のような印象を与える。

か」と格闘した建物に見えてくる。今後も続くテー

館の正面（北面）が見えてくる。鉄筋コンクリート

室内右側の展示室には、芭蕉をはじめ近世か

造平屋建て、陸屋根。昭和34（1959）年に建てら

ら現代に至るまでの俳句に関する資料が展示さ

れる。設計は城戸武男である。石畳をカキツバタ

れている。左側は事務室で、
トイレ、倉庫などが配

が植えられている池を左手に観ながら進むと、正

されてシンプルな構成になっている。記念館の東

マでもある。
所在地：三重県伊賀市上野丸之内117-13
建設年：昭和34（1959）年
設計者：城戸武男
構造・規模：鉄筋コンクリート造平屋建て、陸屋根

面性が強調された入り口付近に至る。左右はシン

棟は少し趣を変え、2間続きの和室と茶室があり、

プルな打ち放しコンクリートの壁、中央部分は見付

お茶会や芭蕉顕彰会の人たちの集まりの場とし

30㎝、見込40㎝と細い矩形の、これもまた打ち放

て使われているということである。外観は、基礎回

三輪邦夫（JIA 愛知）｜

しコンクリートの柱で5分割された吹きさらし、天井

りは玉石、その上に独立柱、足固め、漆喰の白壁。

RE 建築設計事務所

愛知県森林公園「こどもの家」

データ発掘（お気に入りの歴史的環境調査）

愛知県森林公園
「こどもの家」

東栄小学校
●
尾張旭

外観

ホール（運動コーナー）

■発掘者のコメント

14

名鉄瀬戸線

三郷

工作室

心性が演出されています。
施設は昭和45（1970）年

は多くの子どもで賑わう施設であるだけに、そのまま

「こどもの家」
は、
尾張旭市にある愛知県森林公園

の完成ですが、
大部屋の掃き出しスチールサッシはオ

残ることだけが良いはずもなく、今後の動向に気を配

児童遊園地の丘の頂きに、
その斜面の勾配をなぞる

ンデュラトワールを彷彿とさせる意匠となっており、
当時

りたいと思います。

ような形状で建っています。
内部は落書き室、
工作室、

の様式を感じられる名建築だと思います。

所在地：愛知県尾張旭市大字新居5182-1
愛知県森林公園 児童遊園地内
建設年：昭和45（1970）
年
構造・規模：RC 造平屋 538㎡
設計・施工：不明
利用時間：午前9:00 ～午後4:00
（無料）
休館日：月曜日､ 年末年始（12/29 ～1/1）
※月曜日が
祝日・休日の場合は､その翌平日が休館日
問合せ先：愛知県森林公園 案内所
TEL 0561-53-1551
（代）

運動コーナーや乳幼児用の遊び場などがあり、私自

当公園は天皇皇后両陛下のご臨席のもとに開催

身、幼少期にこの施設でよく遊びましたが、現在それ

される第70回全国植樹祭(2019.6.2)の開催地として

以上に私の子どもは頻繁に利用しています。
平面は

選ばれ、昨年からの園内整備で案内所が建て替え

一辺約10ｍの六角形のホール(運動コーナー)を中

られました。
同じく昨年末から「こどもの家」にも足場

心に、向かい合う三辺から約10ｍ角の大部屋(落書

が掛かり、
どのような手が加わるのか気がかりでした

き室、乳幼児遊び場、工作室)が突き出し、残る三辺

が、
今回は外装補修のみで建屋に手が加えられるこ

からは小部屋(エントランス、事務室、休憩室)が約3

とはなく、
ほっとしました。
管轄の県有林事務所に問い

ｍ突き出した特徴的な構成となっています。
また、
六角

合わせたところ、図面などの資料が現存せず(⁉)、

形のホールを構成する構造体は現しで、
その隙間に

耐震補強を行うことも容易ではないそうで、
施設の行

中澤賢一（JIA 愛知）｜

設けられたトップライトから注ぐ自然光により、空間の求

く末について思案しているとのことでした。
現在も休日

堀内建築研究所
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CPD2単位（予定）

JIA 実務セミナー

古澤弁護士講演

応募締切 2019 年 3 月 8 日まで

「予算内で設計してってお願いしたのに!」
「この色、イメージと全然

平成12年10月 古澤法律事務所を開設
平成15年4月
日

時：2019 年 3 月 15 日（金）18：30 ～ 20：30
※ 講演終了後古津弁護士を囲んで懇談会を予定して

違う…」予算内に設計をおさめるのは法的な約東なのか、要望への配

います。

慮なのか。サンプルと実際の建築で、色の印象が違う場合に、それは
暇庇にあたるのか。

弁護士法人古澤法律事務所を設立

場

所：TOTO 名古屋プレゼンテーションルーム
（大名古屋ビルヂング 12 階）

こういったトラブルが多い中で、いま実務で行われている重要事項説
明は、クライアントに対するリスク説明として、トラブルを未然に防ぐため

応募締切：2019 年 3 月 8 日（金）まで

の方策として、十分なものになっているでしょうか。

問合せ先：日本建築家協会東海支部事務局
（名古屋市中区栄 4-3-28 昭和ビル 5 階

多くの建築関係訴訟に携わり、他業種と比較して設計者のリスク説

TEL 052-263-4838 FAX:052-251-8495）

明が不十分ではないか、という危機感を持った弁護士が、設計契約書
の工夫、リスク管理のための重要事項説明などをテーマとして、トラブ

主

ルを未然に防ぐ仕事の進め方について、語りかけます。

参加費用：CPD 単位取得者（1,000 円） 一般（無料）
定

古澤仁之（ふるさわ・ひとし）

催：日本建築家協会東海支部愛知地域会
員：40 名（先着順、定員になり次第締切）

申込方法：参加ご希望の方は、氏名・所属団体・勤務先・連絡先・

昭和45年2月 三重県多気郡宮川村にて生まれる

懇親会参加の有無―を記入の上、日本建築家協会東

平成5年3月 名古屋大学法学部を卒業

海支部事務局宛に FAX してください。複数人数のお

平成8年4月 愛知県弁護士会に登録

申し込みは各々の記入をお願いします。

小山法律事務所（現弁護士法人小山法律事務所）に
所属

地域会だより
＜東海支部＞

2/14 CPD研修会 美和ロック見学会＋伊勢神宮見学会

1/17 理事懇談会

2/20 「これからの建築とまちづくり」建築基本法学習講習会

1/25〜27 北陸支部30周年記念式典

3/15 JIA実務セミナー 古澤弁護士講演

2/2

支部災害対策委員会講演会「東日本震災復興に学ぶ」

2/9 『ARCHITECT』継続・休刊に関する会員集会

＜岐阜＞
12/13 第7回役員会（忘年会）

＜静岡＞

1/17 第8回役員会

1/28 静岡地域会拡大役員会

2/7

建築研修会 場所：サンレール本社工場・福井県年縞博物館

2/20 静岡県建築文化研究会

3/7

第9回役員会

講演会「栗原健太郎 建築という多様性」

4/18 2019年度 定時総会

4/22 静岡地域会 通常総会開催予定
＜三重＞
＜愛知＞

1/19 建築文化講演会2019  

9/28〜1/25 名市大・JIA2018年後期授業「建築家の仕事」

小堀哲夫「建築と環境と人間」+建築展

1/18 新入・転入会員ガイダンス、法人協力会主催新年会

1/23 研究・社会活動「三重短大設計授業協力」第3回

2/1

1/29 「みえの気候風土適応住宅」第2回勉強会

愛知持ち出し役員会・studio velocity新事務所見学会

2/13 JIAケンバイセミナー

2/20 森羅万象匠塾「ドローンを使った防災活動・建築写真撮影」
ARCHITECT

2019 − 3

15

光触媒で、
ずっときれいを実現する
法人協力会通信㊴
＜愛知＞

山内信幸｜株式会社ピアレックス・テクノロジーズ 営業部

ピアレックス･テクノロジーズは、光触媒

て活動しておりました。約20年前より光触

フッ化フッ素樹脂アイオノマーを用い、一

塗料、打ち放しコンクリート用の保護工法

媒塗料の開発を始め、その頃よりコーティ

般の無機系光触媒コーティング剤ではでき

の開発、設計、製造を主としております。ピ

ング材のメーカーとしての活動がメインと

なかったことを可能にしております。

アレックス･テクノロジーズは設立が1967

なりました。

年と古いのですが、その当時は工務店とし

あとひとつ大事に考えているものがあ

光触媒は、太陽光と雨の力で建物をきれ

ります。塗料は適切な施工を行って初めて

いに保ち、まわりの空気もきれいで澄んだ

その機能を発揮します。施工性のより良い

ものにします。人をより快適に、環境をより

ものを意識し、施工店との意見交換も密に

クリーンにするのが私たちの使命と思い、

繰り返し、商品開発に生かしていっており

商品開発に取り組んでおります。ピアレッ

ます。

クス･テクノロジーズの光触媒コーティン

JIAでの活動を通して会員さまからもさ

グ剤と一般の無機系光触媒コーティングと

まざまな情報交換をさせていただき、法人

の大きな違いは、
「フッ素樹脂×光触媒」と

協力会として会の発展に貢献できるように

なります。塗料の中で最高と言われるフッ

していきたいと考えます。

素、
日本発の最新技術である光触媒、
この最
高と最新の組み合わせを実現しました。
左｜酸化チタン 右｜4フッ化フッ素樹脂アイオノマー

編 集 後 記

フッ素樹脂も卓越した化学安定性を持つ4

●株式会社ピアレックス・テクノロジーズ
大阪府泉大津市条南町4-14
TEL 0725-22-5361
FAX 0725-22-5363

という紙面を通じて他地域会から刺激を受ける

が協力してコンペ参加要件のハードルを下げな

ということを実感できる号だったと感じます。

がら若手建築家に門戸を開いたものである。二

（大橋康孝）
●私は静岡地域会に属していますが、他支部・

● JIAが社会に貢献できる役割について触れ

他地域会の活動報告の記事を見て今回あらた

られている記事に目が止まった。一つは私が勤

めてJIAの良さ、
『 ARCHITECT』の良さを感じ

務する名古屋市立大学でJIA 所属の建築家

ることができました。北陸支部30周年記念事業

が毎回登壇して御自身の仕事について話して

では、富山・石川・福井の3地域会が合同で「地

いただく講義についてである。学生たちの感想

域と建築」展を開催しています。北陸支部長、

が掲載されていて、これがとても面白い。小さな

つの記事は、JIAが若い世代のために何ができ
るか、何をするべきかを明瞭に示唆している。
（伊藤恭行）

ARCHITECT
第 366 号
発

行

定

日

2019.3.1（毎月１回発行）

価

380 円（税込み）

石川地域会長、東海支部長がそれぞれ記念事

住宅から都市計画までさまざまな視点から語ら

業についての記事を書いていて、一つの事業に

れる建築家の姿に学生たちが大きな刺激を受

対し色々な視点からものを見ることができ、それ

けていることが伝わってくる。講義をしてくださる

を自分に落とし込むことで多くを感じ取ることが

建築家たちは無報酬での奉仕であり、来ていた

できました。三重発の建築展「けんちくと三重と

だいている方の教員としては頭が下がるばかり

自分」に関しては、さらに身近な活動として心地

だが、JIAという組織として見れば極めて大きな

よい印象を受けました。
しっかりと地域と建築に

社会貢献を果たしていると言える。
これは、学生

ついて考えられていて、事業に取り組む会員に

たちの反応を見ていれば断言できる。
もう一つ

も活力を感じ、元気がもらえる記事でした。2つの

の記事は、矢田東海支部長の報告の中で、短

TEL（052）
263-4636

事業は規模こそ違いますが「地域と建築」とい

いながら「大井町パブリックスペース設計コン

E-Mail：shibu@jia-tokai.org

うテーマでつながっています。
『ARCHITECT』

ペ」について言及されていることだ。
これはJIA
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