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丹羽英二建築事務所の創設者である、丹羽英二（1897-1980）は、
名古屋高等工業学校（現　名古屋工業大学）において、武田五一
校長と鈴木禎二教授から教えを受けた。特に、デザイン的な部分
は、表現主義的な建築に目を向けた武田五一からの影響を大きく
受けている。この瀬戸陶磁器会館や下呂温泉湯之島館の洋館な
どにおける内装については、武田五一から受けた影響が顕著に表
れている。1930年に丹羽建築設計監督事務所を開設した丹羽英
二は1935年に地上3階地下1階、鉄筋コンクリート造、延べ床面
積1,684㎡の瀬戸陶磁器工業組合総合共同販売所兼事務所とし
てこの建物を完成させた。その後、増築、改修を重ね、現在では愛
知県陶磁器工業協同組合などが入居している。終戦直後の地方
巡幸で昭和天皇が瀬戸を訪れた際は、この建物の屋上に上がり瀬
戸川沿いに詰めかけた多くの瀬戸市民から盛大な歓迎を受けた。

丹羽英二建築事務所（1930［昭和5］年創立）

竣工当時外観全景
同・玄関外観

営繕関係書類表紙
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『ARCHITECT』2019年度以降の新方針　会員集会報告
緊
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　去る2月9日(土 )14時～ 16時、昭和ビル9階ホールにて『ARCHITECT』継続・休刊に関する「会員集会」が開催されました。
出席者は42名［静岡2名、愛知33名、岐阜3名、三重3名、愛知法人協力会1名、欠席の返答20名］でした。
　今回は、会員集会の内容と結果をお伝えします。

■会員集会の流れ
　集会は下記議題に沿って、1～ 4を矢田支部長が約30分で説明。
5.質疑応答では、残る1時間30分間断なく大変闊達な議論が交わされ
ました。

1.支部長挨拶
2.『ARCHITECT』の現況［2018.8月号･9月号-緊急連載のまとめ］
3.『ARCHITECT』継続･休刊に関するアンケート結果［2017.1月号-30

周年アンケートのまとめ、2018.1月号-緊急連載のまとめ］
4.『ARCHITECT』2019年度以降の新方針提案
5.質疑応答

■現況とアンケート結果の報告
　2.現況では、主に2018年に編集委託費の70万円増額により、245

万円の支出となったこと、これに対して、広告費収入が減少傾向にある
ことが説明されました。［表Ⅰ・Ⅱ参照］
　続く3.アンケート結果では、主に編集社の変更に対して賛成意見が
81％、ゼネコンを始め、他業種の広告掲載に賛成意見が多数あったこ
と、今後の発行形態について紙媒体を望む意見が55％、毎月発行で
ある必要がないとの意見が56％であったことが説明されました。

■新方針提案
　2･3の内容をふまえ、矢田支部長から4つの新方針が提案されまし
た。
1. 発行形態：紙媒体で継続。年6回隔月発行とし、1回当り24頁とする。
 支部役員会・理事会報告や事業開催のお知らせ等は毎月メール配信
とする。

2. 広告･協賛金収入：年2回（1月･8月号）名刺広告を廃止。毎号4社
（計48社）法人協力会広告も廃止。ゼネコン･異業種企業へ広告枠
を拡大。四地域会へ発行に関する地域会協力費を要請。［表Ⅲ・Ⅳ
参照］

3. 編集印刷会社：建築ジャーナル+大創からイヅミ印刷所へ変更する。
［表Ⅴ参照］

4. 誌面構成・編集体制：従来の事業報告を中心とした誌面構成から、特
集企画記事を中心に事業報告も掲載する誌面構成に変更。また、編
集担当を会報ブリテン委員会だけでなく、会報ブリテン委員会+特集
企画記事関係者とする。

編集社・印刷会社

→  編集印刷：イヅミ印刷所編集：建築ジャーナル名古屋事務所
印刷：大創

所在地：岡崎市明大寺町荒井

設 立： 昭和 月

社員数： 人 編集デザイナ 人

所在地：名古屋市東区泉

設 立： 昭和 月

社員数： 人 編集者 人

収 入

年

法人協力会広告

年

会員名刺広告

万円

万円

一般広告 万円 万円

合計 万円 万円

万円

万円

年

万円

万円

円

円

地域会協力費
［ 円 人］

－ 万円－

［ 万円］

表Ⅳ

年

編集委託費

支 出
年

印刷製本費
万円 万円
万円 万円

発送費
約 部

万円 万円

合計 万円 万円

年

万円

万円

万円

万円 万円
［ 万円］

［ 万円］

表Ⅲ

収 入

年

法人協力会広告費

年

会員名刺広告費

万円
社 社

万円
社

一般広告費
住宅センター 一柳葬具

万円 万円

合計 万円 万円

万円
社

万円
社 社

表Ⅱ

年

編集委託費
建築ジャーナル

支 出

年

印刷製本費
大創

万円 万円

万円 万円

発送費
約 部

万円 万円

合計 万円 万円

表Ⅰ

表Ⅴ
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■質疑応答 ［S-静岡地域会，A-愛知地域会，G-岐阜地域会，M-三重地域会，Y-矢田支部長］

・ 広告費を従来通り徴収する選択肢はないのか? ［A60代］
→現状では考えていない。法人協力会の金銭的負担はもとより、徴収に際しての支部･事務局の負担も大きく、10～ 20年先を見据
えて、ここであらゆる負担を軽減し、継続していくことが大事だと考えている。［Y］
・ 地域会の3,000円負担はこの先、毎年の負担? ［M50代］
→毎年負担と考えている。3,000円負担というのは、会員数に応じて各地域会の予算の中で負担してもらうもので、各個人からの徴
収ではないことを理解いただきたい。［Y］

・ 『ARCHITECT』への各地域会の負担が、年6回の発行として1冊500円は、理解してもらうには厳しい数字だと感じる。［G40代］
→広告･協賛金負担を無くして継続するには、1人当り3,000円の負担が必須と考えている。［Y］
・ 継続していく上で、広告協賛のような不安定な収入のみに頼る予算体制は確かに問題かもしれないが、0までにはせず、広告のお
願いは続けていけばよいのではないか。その上で、会員が負担することも必要。ただし、1冊500円ならいらないという人も出てくる
だろう。各地域会がそれぞれ広告をとって地域会協力費に充てたらよいのではないか? ［A60代］
→そのようにできると良いと考えている。法人協力会の負担もこれを機に切り離したい。必要経費を正会員が負担するのは当然ではない
か。予算の上では広告収入を0としているが、年初に広告希望通知を発送し、希望される会員･会社の広告はもちろん掲載する。あく
まで強制ではなく、希望というかたちで広告を得たい。一方で、広告協賛の有無によって付き合い方を変えることはありません。［Y］
・ 静岡では今後、地域会のNEWSに無償で法人協力会の広告を掲載していく方針を立てている。よって、『ARCHITECT』に広告を
依頼することは考えていない。事業費も余裕がなく、地域会協力費の捻出には大変な検討が必要。 ［S60代］
→法人協力会の負担を軽減したいという想いは支部も同じ。その上での今回の提案である。協力費の工面については各地域会ごと
に検討をお願いしたい。［Y］
・ 会員の名刺広告は集まりが悪いのか? ［S60代］
→悪い。半分に激減（2014年=100社→2018年=50社）している。掲載2週間前から事務局、執行部が掛り切りで徴収催促の連
絡をしている状況だが、それでもなかなか数を確保できず、大変効率が悪い。ちなみに、減少分の大半は法人協力会分だが、以前
は広告掲載分に加えて、年2回名刺広告もいただいていた。今後、今以上の負担を法人協力会にはお願いできないことも含め、名
刺広告は取りやめたい。［Y］

・ 三重では、法人協力会の会費の一部を『ARCHITECT』の広告費に充てている。また、地域会から割り当てた広報費を使って2年
に1度『アーキテクトみえ』を発刊している。例えば、協力費を広報費から工面するとなると『アーキテクトみえ』の発刊に影響が出る。
地域会協力費の捻出は大変だが、検討したい。［M50代］

・ 今後、1冊500円の誌面がどう変わるか。執筆者が減っているということも含め、内容を考え直して見せてほしい。［M50代］
→内容に関しては、会報委員会が中心に担うべきことだが、『ARCHITECT』は会員皆さまの会報誌。今後、特集記事を設ける予定
なので、特集記事の担当として、編集に入ってもらって良い。これを機に、会報委員会だけでなく皆さまに関わってほしい。誌面が
良くなるのか? ではなく、皆で良くしていかなければならない。積極的にご参加ください。［Y］

・ 発行形態について、30年の伝統を踏まえて紙媒体で毎月発行を再検討してほしい。月1回JIAとのつながりを確認できる貴重な媒
体である。また25年来、広告掲載されている一柳装具店のように、建築業に関わらず広告の範囲を広げて広告を募ったらよいと思
う。［A80代］
→今後の予算体制も含め、継続性を重視して慎重に考えたい。検討はしますが、その結果、希望に沿えないことも有り得るということ
をご理解ください。［Y］
・ 事業費としての支出はどの程度で考えているか。［A60代］
→年間150～ 200万円の支出で継続できると考えている。ただ、現状では収支予算が見込みでしかなく、決算時に広告辞退分（年

7社程度）の欠損が出ている。よって、不確定な広告収入を見込まず、計画的な予算を組めるようにしたい。［Y］
・ 協賛金収入0としているが、どんな事業も協賛金を見込んで実施している。提案の地域会負担を軽減して、協賛金や他業種の広告
を収入に組み込んで予算立てすることはできないのか? ［A60代］
→まず、協賛金を前提とした事業計画は、今後あるべき方針ではないと考えている。昨今、協力費を集める負担が増しており、これが
原因で事業の担い手が減っていく可能性が高い。協賛を見込んで予算を立てることは継続性を考えても難しい。［Y］
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・ 数ある支部事業のうち、唯一『ARCHITECT』だけが、会員全員に届く事業である。会員サービスとして継続しなければいけな
いし、支出があって当然の事業であるはず。広告収入を増やさないまでも、減らさない努力は続けてみては? 名刺広告もなく
す必要はないと思う。［A60代］
→とにかく負担を減らしていきたい。名刺広告に関しては、各地域会で担当をつくって対応いただけるようであれば継続できると
考える。また、ゼネコンや他業種の広告について、その都度承認を取らなくても良いように、この場で広告枠を広げることに対
して皆さまの合意を得て、決定事項としておきたい。［Y］
・ 提案の収支を見ると、地域会協力費を0としても2018年度と同様の収支差額となる。結論を急がず、次年度は協力費も0で
試してみてはどうか。一柳に関しては、倶楽部入会の案内の機会が得られず、広告辞退を検討したいという声を聞いたことが
ある。住宅センター含め、固定収入だと安易に考えない方がよい。［A60代］
→今回の改変の結論を次期執行部に持ち越すことは考えていないので、今後議論を重ねて決定したい。［Y］
・ 例えば、編集社を変えることによる減額分を法人協力会の広告費減額に充てることはできないか。［S40代］
→減額も検討したが、その場合は年間48社の広告依頼が前提となり、支部の依頼徴収の負担は変わらない。また、減額金額
でもその内に負担と感じるようになることが予想される。10年、またはその先の継続性を考えると効果が薄いという結論に達
した。［Y］
・ しかし、例えば25,000円が20,000円になると支店決済が可能となり、広告が出しやすいという企業もあるかもしれない。そ
の辺りのリサーチはしてもよいのでは？また、協賛社に対して、会に関わっていることへのメリットを提供できるよう会員側が留
意すべき。［A60代］
→各地域会と連携して検討・努力します。［Y］
・ 各法人協力会員に温度差があることは間違いない。ただ、各企業の協賛について、現在の金額や集め方（名目）を変えると、
今後どうなるか予想できない。変わったことが原因で、社内での予算がとれなくなる恐れもあり、そうなると今後復活させるの
は難しい。企業規模により、不公平感はあるが現状どおり進めてもらうのがよいと思う。［A法人協力会員］
→支部としては設定した収入金額が確定していることが大事。これまで通りの広告依頼を継続する場合は、各地域会で担って
いただくようお願いしたい。［Y］
・ 会費を払うだけで、事業などに参加していない会員のためにも、毎月発刊すべ
き。会に所属していることを認識できる唯一の媒体。予算項目に関しては、一
度0にすると再度設けることは不可能。減らすことはあってもなくすべきではな
い。［A70代］
→実際は広告0ということはないと考えている。今回は、広告収入が0でも本来
は維持できることを示すことが重要と考え、提示した。地域会協力費に充てた
105万円があれば継続でき、その費用をどのように確保すべきかを議論するた
めの今回の提案だった。
　会報誌ということを踏まえた上で、いただいた意見を参考にして、執行部で判断し、役員会で決めていきます。［Y］

■会員集会の結果
○決定事項
1.紙媒体で継続する。
2.会員名刺広告、法人協力会広告は継続するが、担当を支部から各地域会に変更する。
3.ゼネコン･異業種企業へ広告枠を拡大する。
4.編集印刷会社を建築ジャーナル+大創からイヅミ印刷所へ変更する。
5.誌面構成を、特集企画記事を中心に事業報告も掲載する構成に変更する。
6.編集担当を会報ブリテン委員会だけでなく、会報ブリテン委員会+特集企画関係者とする。
●検討保留事項
1.年間の発行回数と頁数について。
2.地域会発行協力費の是非と金額について。

※現在、毎月発行も検討に含め、『ARCHITECT』の新たなあり方を再度模索しています。しかし、頁数の設定に関わらず、毎月発行と隔月発
行での編集印刷費の差額は大きく、予算確保の方針と必要性について、支部役員会で協議をしています。2月支部役員会での協議結果はP13

「支部役員会報告」をご覧ください。次回5月号で最終的な『ARCHITECT』新方針をご報告する予定です。

中澤賢一（JIA愛知）｜会報委員会委員長

「会員集会」の様子
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　最初に、この原稿は本来、私が書くべ
きものではないと感じていますが、巡り
巡って、残念ながら、私が書くこととなりま
した。
　さて、東海支部が来年度より、卒業設
計コンクールを開催しないことが各方面
で大きな反響となっているようです。去る
3月5日に東海支部卒業設計コンクール
委員会を開催し、上記の件について最終
の協議を行いました。委員からはさまざま
な意見が出されましたが、最終的には、
開催を見送ることとし、今後、2～ 3年を
かけて新たな展開を模索する旨の方向
性が確認されました。その中では、誰も
が卒業設計コンクールの重要性を理解
し、また、学生の立場を一番に考え議論

を進めました。ただ、最終的には、「新た
な展開へのスタートを切るべきではない
か」との意見に集約されたと感じていま
す。今後は、新たな展開を模索しつつ、
東海地域の学生にとって、全国卒コンへ
の道が閉ざされることがないよう考えて行
く必要があると思っています。
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ちは学生の皆さんにもう少し早い段階で
のアプローチをしたいと考えています。卒
業設計が選択科目となり、卒業設計に取
り組まない学生が相当数いると聞いてい
ます。卒業設計が大切であることは、誰
もが認識をしていますが、私たちが真剣
に考えなければならない部分は、その入
口ではないでしょうか。学生、子どもたち

に、建築の魅力、設計の楽しさ、建築家
の姿を伝えることがJIAの使命ではない
かと感じています。
　全国卒コンへの道筋は、今後も委員
の皆さまと継続的に協議を重ねて行きた
いと思います。
　最後に全国卒コン、支部卒コンの協議
となると、なぜか感情的な話が出てきま
す。私たちは経緯を知りませんが、もう、
そのような議論をすべき時でもなく、真剣
に卒業設計コンクール、学生、子どもたち
について考えるべきではないでしょうか。

東海支部卒業設計コンクール休止！！
卒コンにかわる新しい形の学生へのアプローチを模索します

JIA東海学生卒業設計コンクール (1994～2018)　歴代審査員・委員・応募総数一覧表

回 年度 審査員長 審査員（特記なき会員は愛知） 委員長 副委員長 応募総数 応募校数
1 1994 仙田　満 渡邉昭彦／曽田忠宏／笠嶋淑恵／南石周作 広瀬一良 32
2 1995 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↑ 鋤納忠治 51
3 1996 長谷川逸子 若山滋／高坂謙次／広瀬一良／福田一豊 梶田英夫 39
4 1997 若山滋／広瀬一良／福田一豊／安藤　洋 38
5 1998 林　昌二 梶田英夫／尾崎公俊／車戸慎夫（岐阜）／望月滋人（静岡） 神谷義夫 38
6 1999 29
7 2000 神谷義夫／小谷幸夫／廣瀬高保／望月滋人（静岡） 曽田忠宏 53
8 2001 神谷義夫／小谷幸夫／廣瀬高保／小杉茂夫（静岡） 42 13
9 2002 内藤　廣 三浦忠誠／服部滋／藤田義勝／古川栄男／湯谷実（三重） 原　　宏 原田好展 46

10 2003 50 12
11 2004 岸　和郎 西尾貞臣／坂本悠／前田左智男／廣瀬高保／車戸慎夫（岐阜） 林　廣伸 藤巻志伸 62 13
12 2005 68 12
13 2006 北山　恒 南石周作／沼尾益拓／久保田英之／原田好展／高木滋生 (静岡） 廣瀬高保 加古　斉 65 13
14 2007                                           68 17

15 2008 飯田善彦 原　宏／尾関利勝／光崎敏正／吉川法人／奥野美樹（三重）　 加古　斉 徳田統也 43 15
16 2009                                           59 11
17 2010 大野秀敏 横山正登／鈴木達也／生津康広／吉元　学／塚原進（岐阜） 田中英彦 徳田統也 56 14
18 2011 横山正登／榎戸正浩／生津康広／吉元　学／岡田典久（岐阜） 54 15
19 2012 古谷誠章 廣瀬高保／山田高志／榎戸正浩／川口亜稀子／鈴木幸治（静岡）　 吉川法人 宮崎晋一 43 9
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21 2014 赤松佳珠子 鈴木利明／浅井裕雄／平野恵津泰／栗原健太郎／久安典之（三重） 竹中アシュ 45 13

22 2015 45 9

23 2016 千葉　学　 鈴木利明／榎戸正浩／塩田有紀／川本敦史 48 17

24 2017 37 13

25 2018 平田晃久 岩月美穂、内田実成、高木耕一、吉村昭範 寺下　浩 36 12
26 2019

芦原太郎
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矢田義典（JIA愛知）｜
JIA東海支部長／
矢田義典建築設計事務所
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RJIAに入会して

金山　美登利（JIA愛知・正会員）

モヴ構造設計（名古屋市東区泉1-15-23チサンマンション栄リバーパーク901　TEL…052-211-7371　FAX…052-211-7372）

　この度は入会させていただきありがとうございます。構造設計者として25年が経ちます。「建築家の思考や行動を生で感
じたい」「空間に何を求めているのか」「構造設計の業務ばかりに追われて大切なことを見失わないように」そんなことをこ
の頃思っております。建築家の意図を読み解けるような構造設計者を目指してJIAに入会させて頂きました。意匠と構造の
コラボレーションにつながれば幸いです。たいそうなことはできないですが、身近なところからコツコツと積み重ねていけたらと
思っております。どうぞよろしくお願いいたします。

東福　大輔（JIA愛知・正会員）

零三工作室（名古屋市天白区久方2-32　TEL…052-802-1184）

　長く北京で設計活動を行い、3年ほど前に帰国し、出身地である名古屋に事務所を構えました。10年にわたる中国での
実務をとおして、現地の知識は多少充実しましたが、一方で法規や材料などの建築にまつわる「ニッポンの作法」がすっか
り抜け落ちてしまい、悩まされることが多くなりました。そんな折、「特殊な知識を共有するのに最適ではないか」と入会を勧
められたのが、経験豊かな先輩方が多く在籍していらっしゃるJIAです。
　お聞きすることが多く、「テイク・アンド・テイク」の関係になってしまうかもしれませんが、どうぞよろしくお願いいたします。

村井　達也（JIA愛知・正会員［転入］）

日建設計（名古屋市中区栄4-15-32、TEL…052-261-6131　FAX…052-261-6136）

　日建設計名古屋オフィスに20年間在籍、その後、中国（上海）→東京と転勤し、約7年ぶりに名古屋に戻ってまいりました。
名古屋駅前の変貌、特に人の流れに驚かされるものの、東京や上海の国際都市と比較しますと、高度都市開発という視点
だけではなく、名古屋の都市・まち力にはまだまだ発展の余地を感じます。リニアや自動運転などの次世代交通の未来と
400年の名古屋の歴史、その両方が「名古屋力」として世界に発信できるよう、貢献してゆきたいと思います。よろしくお願
いいたします。

内田　敬（JIA愛知・個人協力会員）

アイタック（一宮市木曽川町黒田十二ノ通り15番　TEL…0568-84-1911　FAX…0586-9155）

　今から20年前、私は東京御茶ノ水にあるライブハウスでお客さま相手にマジシャンとして働いておりました。今から10年前、
私は愛知県内のハウジングセンターでお客さま相手に営業マンとして働いておりました。今から5年前、私は愛知県内のさま
ざまなご家庭先にてお客さま相手に新築の建設やリフォームを提案する営業マンとして働いておりました。
　形はかわってもお客さまの反応が直に見られる仕事が大好きなのです。
　そして今から1年前、私は名古屋の矢田先生の事務所にてJIAへの入会を勧められておりました（矢田先生の営業力に
負けた…）。
　現在は独創性のある建築物の施工会社の一員としてJIAに所属されている方々のお家を施工会社という立場から協力さ
せていただいております。地元ではマジックの教室を開きながら施工会社の一員として働く日々 です。諸先輩方よろしくお願
いいたします。
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　好きな言葉が二つあります。
　「自我作古」。「我より古（いにしえ）を作（な）す」と読みます。
　自分たちが新しく始めたことがやがて古典となっていくということ。つまり将来古典となり
得ない思慮深さに欠けたことは新しく始めるべきではないということ。
　「別無工夫」。「別に工夫なし」と読みます。
　妙な工夫をするより自然の流れに逆らわない方が良いということ。つまり、こちらも思いつ
き程度の妙な工夫をすると大きな失敗をするということ。
　「感動する場面に自分を置きたい」と常々思っています。建築のために、人生のために
……です。　「人・本・絵画・音楽・食・美しい景色……」との出会い、旅もその一つです。
　7 年程前、熊本・大分両県に視察旅行に出かけました。主な目的は、細川護熙元総
理大臣が県知事だったときから行われている熊本アートポリスによる建築と天領水で有名と
なった日田のまち並の視察です。日田はジャーナリスト故・筑紫哲也さんの疎開先でもあり、
東京が拠点の彼の故郷であり執筆の場でした。まち並の一角にある、その常宿で出会っ
た筑紫哲也さんが宿オーナーへ宛てた手紙。近く結婚される若い二人のために書かれた、
手紙です。その中に書かれていた、この二つの言葉は今の私の座右の銘です。

旅

日田のまち並

日田・薫長酒造の煙突

小林　清文（JIA愛知）

小林清文建築設計室（岡崎市竜美台1-7-8　TEL…0564-54-5815　FAX…0564-55-6041）

自作自演○229

　大変な原稿を引き受けてしまった。「と

っておき」とは、いざという時のために大

切にしまっておくという意味で、そんな場

所がいくら考えても思い浮かばない。

お気に入り程度に軽く考えると、一つに

絞り込めないほどたくさん思い浮かん

でしまう。清水寺、白川の合掌造り、ジ

ェフリー・バワのヘリタンス・カンダラマな

ど。お薦め程度に考えると、一人で静

かに本が読めるバーは人に教えたくな

い。だって、一人になりたい場所なの

ですから。というわけで、個人的に時代を遡り、小学校2年生の頃にとっておきの場所だった「秘密基地」に

ついて書くことにします。秘密基地とは言葉通り、友達と一緒に段ボールでつくった隠れ家です。よく遊んでいた

公園の裏に、コンクリートの基礎と土間だけが残された空き地がありました。間取りがわかる程度に高低差のあ

る地形が魅力的で、創作意欲を掻き立てられたことを鮮明に覚えています。レンガを積んだ暖炉らしきものが

残っていて、それを手掛かりに拾った段ボールで屋根や壁をつくり、中に

潜り込んでは遊んでいました。今考えると不衛生ですが、水回りによく使

われていたさまざまな色や形のタイルや、錆びた四角座金がお気に入りで、

その場所で拾っては秘密基地に集めていました。実は今に至るまでずっ

と、そんなお気に入りを探しては空間をつくっているような気がします。嗜好

と思考の回路が7歳から成長していない「とっておき」の話です。皆さんに

も建築の世界に入るきっかけとなった原風景があるのではないでしょうか。

宇野　享
JIA愛知
大同大学／ CAn

わたしのとっておき ❾
秘密基地

残っていて、それを手掛かりに拾った段ボールで屋根や壁をつくり、中に

潜り込んでは遊んでいました。今考えると不衛生ですが、水回りによく使

われていたさまざまな色や形のタイルや、錆びた四角座金がお気に入りで、

その場所で拾っては秘密基地に集めていました。実は今に至るまでずっ

と、そんなお気に入りを探しては空間をつくっているような気がします。嗜好

と思考の回路が7歳から成長していない「とっておき」の話です。皆さんに

も建築の世界に入るきっかけとなった原風景があるのではないでしょうか。

広島叡智学園の広場にある便所タイル仕上げの水盤

経年変化で錆びていく黒皮の鉄板をブレースとして採用したハセビル4
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2018年度「JIAの建築賞」  受賞された東海支部の皆さん

JIA優秀建築賞

工場に家（こうばにいえ）

JIA優秀建築選（100選）

減築の家

JIA優秀建築選（100選）

岡崎信用金庫　名古屋ビル

　築35年の鉄骨造の工場へ木造BOXを挿入
することで家とした。工場には2階があり、木造の
BOXに挿入されることで、シンプルな建築的構
成は新旧のフレームが挿入し合うことで、工場の
一部にいることを感じる。軒高約７ｍの工場と住
宅のスケールギャップから生まれる空間は内と外
とその中間的な新しい空間ができた。また、新し
い住宅と古びた工場の対比は時間のギャップを
顕にし、時間の経過をリアルに感じる。工場は木
造住宅を覆うように外部環境から守り集落から
は工場のシルエットをそのままに、街なみの変化
を緩やかにしている。

　家族構成の変化とメンテナンス性から、築22年の鉄骨ALC造3階建て住宅を平屋へ
と減築することになった。上2層をカットし木造屋根をかぶせた。南面の外壁ラインを引き込
むことで、屋根は庭に向けて軒下空間をつくり、インナーバルコニーとともに庭の連動性を
確保。以前の2階中心の生活から庭と暮らす形態とする。家族の22年間の経過をつなげ
るために、仏間をそのまま残し、外部の螺旋階段は揖斐の風景を眺めるために残した。

　このたびは、JIA優秀建築選にご選定いただきありがとうございます。
　本計画は歌舞伎演芸場を中心とした観劇街に構えています。歴史あるまち並みに相
応しい風格を備え、また賑やかなまち並みに埋没せず、同金庫の広告塔として「上品
に」際立つことが求められました。外装のアルミキャストスクリーンは伝統和柄である「麻
の葉」をモチーフとしており、このエリアが持つ和の雰囲気に調和させています。「麻の
葉」の中心一つひとつに計1,600灯のフルカラーLED…を埋め込み、「四季」や「俳句（岡
崎ゆかりの俳人）」などをテーマにしたさまざまなパターンの光演出を行い、往来する人を
楽しませています。

浅井裕雄｜裕建築計画

浅井裕雄｜裕建築計画

塩田哲也｜日建設計
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JIA優秀建築選（100選）

株式会社鈴木辻村会計事務所

JIA25年建築選

中京ゴルフ倶楽部 
石野コース クラブハウス

JIA優秀建築選（100選）

浜松いわた信用金庫
三方原支店

　このたびはJIA優秀建築選（100選）に選定いただき、大変光
栄に思います。この建築は、城下町伊賀上野の景観区域に建つオ

フィス兼住居です。崩れつつある城下町のまち並みや骨格を維持しつつ、現代にも
対応した新しい風景をデザインしたいと考えました。景観の連続性から駐車場をオ
フィスとともに日本瓦の大屋根で覆い、角地に沿うようにL字型に配置。中庭を挟んで
奥に住居を計画することでオフィスとの適度な関係性を保ちながら、この地にあった
生活スタイルを提案しました。本計画が伊賀上野の城下町景観を取り戻すきっかけ
になることを祈っています。

　当クラブハウスは、1993年6月に竣工し同年10月に開場いたしまし
た。ゴルフ場の開発が環境破壊の先兵のように言われる中で、土木

工事から建物工事まで、工事施工期間中はもとより竣工後の施設の維持管理に至る
までのあらゆる面で「環境の保全」を全うする努力がはらわれてまいりました。「建物は
丈夫で長持ちして美しくあるべきです」。メンテナンスフリーといった虚構に惑わされるこ
となく、私たちが十分知りつくした素材を選択し、適切な手入れをしながら使い続けて
25年余、豊田の里山の景観を守り、風格のある佇まいを醸し出しています。

　このたびは、JIA優秀建築選にご選定いただきありがとうございます。
　本計画は浜松市街地北部に位置する地域の中核店舗です。敷地の間口を生か
したのびやかな形と天竜桧の木格子により、地域の人 を々迎える特徴的なファサード
としました。3段の屋根の下は、地域貢献のためのギャラリー、ロビー、営業室からな
り、地域のコミュニケーションのための空間となっています。木格子は、ガラス枠、西日
除け、侵入防止の機能を併せ持っており、夜間はライトアップされます。営業時間終
了後もまちのにぎわいに寄与する建物となっています。

森本雅史｜森本建築事務所

森口雅文
伊藤建築設計事務所

JIA環境建築賞　優秀賞（住宅部門）

4+1 HOUSE

　今計画では、住居内において人と自然の折り合いをつける調停者として、樹高7
メートルのアオダモの木を屋内中心に根付かせた。
　内部の開口は季節、時間の陽光、方角を意識した計画とし、自然の風、光、雨を屋
内に取り込むべく、ガラスを持たないエキスパンドメタルの大開口と、同じくガラスを持
たない天窓を設え、屋内環境がアオダモの木と生活する人との折り合いがつく環境
的中間領域を計画した。冬場は天井までのペアガラス木製建具で暖房部を区画す
る。季節にあわせて建築の気積を伸縮させることで生活と風土を応答させた。

米田雅樹｜ヨネダ設計舎

写真撮影：アーキフォトKATO
／加藤敏明

塩田哲也｜日建設計

写真提供：中京ゴルフ倶楽部
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　2月2日TOTOセミナールームにて、講師
に手島浩之（宮城地域会）氏を迎え東海
支部災害対策委員会主催の「東日本震災
復興に学ぶ」講演会が開催されました。こ
の企画はJIA本部の災害対策全国会議
議長である渡辺純一郎氏（宮城地域会）
の推薦で講師が決まり内容が盛り込まれた
もので、渡辺さんには感謝申し上げます。
　講演会では、第一に被災者に寄り添う
復興計画とはなにか、第二に最近社会問
題となっている高齢者の社会からの孤立
や、そこに至る「コミュニティーの崩壊」を防
ぐ復興はいかに行われるべきかの2点につ
いて講演していただきました。
　まず、被災地の復興は誰が決めるのか。
行政と被災者が決める仕組みですが、あま
り機能していなかったり、対立が起きたりし
て復興の計画も進まない状態で頓挫し、
合意のないまま見切り発車する姿を見掛け
ます。手島さんからお話があった事例は、
被災者の側から復興計画を策定し行政と
話し合い、そのお手伝いを宮城地域会が
行ったというものでした。
　石巻市の北上地区は各所に入江があ
る太平洋に突き出た半島部にあり、ワカメ
などの海産物が豊富で漁港として良い立
地です。しかし、津波が襲来し、海に面し
た集落の全ての建物が流失。集落の再建
に、高台移転の話が石巻市より提示されま
した。この計画は碁盤の目のように区画さ

れた土地に全区画が南向きの住戸を建て
るものでしたが、目線はその先の山並みを
見る形状で、これには被災者全員が反対
をしました。被災者の中に建築家協会の会
員がいて宮城地域会に支援の依頼があ
り、会として経験や知識もない中、被災者
の意見を聞こうと、仮設の集会場でワ－ク
ショップを約2年間行い、50回を超える会
合に出席したそうです。ひたすら住民の意
見を聞き立案し、次の会合で修正を繰り返
してできたのは、集落が地形に沿って緩や
かに曲線を描く計画です。住戸は道路に
面し南向きではなく東向きにして少しずつ
角度を変え、入居者の職場でもある海を
見渡せる計画です。高台から港へ行く道路
も規格道路では勾配もゆるく大回りしなけ
ればならず港に出るのに不便でしたが、勾
配を変え直線にして港に直行する計画にし
ています。すべて被災者の意見を集約して
できた案で、建築家の入る余地もないと懇
親会でおっしゃっていましたが、仙台より1
時間掛け毎週被災地へ通い、その日の意
見をまとめ次の週には提案し、少しずつ全
体を固めていくプロセスは中 で々きるもので
はありません。これが本当の被災者に寄り
添った復興だと思いました。
　次の「コミュニティーの崩壊」に関しては、
旧集落での住民同士のつながりをできるだ
け維持できるように配慮された計画になっ
ていました。昼間働きに出た後に残った子

どもや高齢者のために、子どもの遊ぶ公園
に高齢者が集う施設を併設し子どもを見
守る環境をつくるなどの案です。また、一般
的に新しい土地区画の所有を決めるのに
は公平性を保つために抽選で決めること
が多いですが、それでは隣近所の絆は保
てません。そこで被災者に希望区画を第3

案まで記入してもらうアンケ－トを実施した
所、奇跡的に全員が希望する区画に納まり
ました。コミュニティーは、ある程度塊として
継続する策を組み入れないと短期間で再
構築はできないとの話もありました。
　全体を通じて当初の目的に充分かなっ
た講演会になり、関係者の皆さまにお礼申
し上げます。
　第2部として建築家が行政を支援する
「罹災証明書」発行に至る家屋の被害調
査について委員長よりレクチャ－がありまし
た。また、三重地域会の水害被害の調査
活動と、三重県との防災協定締結への中
間報告があり、県からは学校の防災教育
の面で力を貸して欲しいと打診があったそ
うです。JIAが目指す次の活動の形が見え
る報告で今後その方向で話し合いが行わ
れます。東海支部災害対策委員会も支援
をしたいと思います。

「東日本震災復興に学ぶ」講演会

杉山貞利（JIA静岡）｜
東海支部災害対策委員長／
静建企画設計

第 2 部では「災害等に対する被害調査、判定法」についてレクチャーが行われた手島氏講演の様子
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　2月13日（水）にTOTOテクニカルセンター
名古屋にてセミナーを開催した。JIA本部業
務委員会ケンバイWGの輿尉氏、建築家会
館の田辺靖支配人、損保ジャパン日本興亜の
中原史陽氏が説明し、19名（正会員17名）
が参加した。これまで、他団体保険との補償
内容の違いがわかり難かったが、そのあたり

　2月14日、「美和ロック株式会社」玉城工場
並びに伊勢神宮内宮に於いて、CPD研修会
を開催しました。
＜参加者＞会員10名、法人協力会員10名
「美和ロック㈱玉城工場」

大規模＋多品種少量生産／最小ロット1個

から生産…を可能にした画期的な工場!

　大田区にて軍需品製造等で起業、三重県
に工場疎開した後、日本銀行より現金輸送箱
の封印錠受注を機にドアロックメーカーに転身
し、国内市場６割のトップシェア企業となる。
＜玉城工場概要＞

敷地面積　約15.7万㎡（東京ドーム3.5個）
就 業 者　数約900人
施　　設　開発技術センター、A～E棟
生 産 数　錠前日産25,000セット
特　　徴　B棟、C棟の建屋は吊り屋根方式

で柱が殆どなく、建屋内には樹木
を配した採光スペースがある。

の説明を事故事例の紹介や補償内容の説明
とともに受けた。基本補償の内容はどの保険
もほとんど同じだが、ケンバイには現場監理ミス
に対する補償が設定できること、免責割合を
低く設定できる利点があることを知った。そし
て、他団体保険からケンバイに移行した場合
でもこれまでの保険加入期間の物件は補償
が継続されるとのことだった。
　年末に参加した弁護士の民法改正セミ
ナーでは、これから民法上は引き渡し後、何
十年経っても設計監理ミスによる不具合が生
じた場合、その時点で契約不履行の状態に
なると説明を受けた。そのようなことがないよう

　チャンスがあれば一度は訪れて観たいと
思っていた玉城工場へ、いざ!
　昔、美和ロックさんの城下町界隈で「この
頃、前に比べて仕事量が減ってきた」との嘆き
話を聞いたことがありましたが、思わず納得。ロ
ボットによるシリンダー部品組込み（部品点数
60）、金型の設計・製作、鍛造・焼入・ワイヤー放
電加工、金属・樹脂素材の成型・メッキ・塗装
等々、ステンレス製のレバーハンドルは正に芸
術品。更にセル方式による延 と々続く屋台村は
若人が多い為、活気に溢れ、羨ましいくらい華
やかでした。
　秘匿性の高い業態故、残りの外注調達品
2製品も軽くクリアされ完全内製化を達成し、
世界の頂きを見る日も近いように感じました。
　棚卸・データ管理等、興味が尽きませんが、
見学の機会をいただきありがとうございました。
今回の研修会で大変お世話になった美和ロッ
ク㈱の皆さまに、深く感謝申し上げます。

に細心の注意を払い業務を行っているが、人
の行為なので見落としや行き違いなどが起き
る可能性は否定できない。また、以前は施工
業者側が対応していた事象に対しても、最近
は設計者側にも賠償を求めるケースが一般的
になってきている。
　これまでの図解事故事例集の本編および
設備編に続き、JIAマガジン2月号に構造編
が同封されていたので、参加されなかった方
はご一読いただきたい。

「伊勢神宮（内宮）」

　バスガイドさんから教わった伊勢神宮に無い
もの3点を確認（?）しながら吉川先生からいただ
いた手引書を頼りに見学させていただきました。

　法人協力会では、今後共広く正会員さまの
ご意見・ご要望を賜りご期待に添えるよう、より
一層精進して参りますので、引き続き皆様方の
ご指導ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願いい
たします。

JIA 愛知発

JIA 愛知発

リスクに備え、安心して設計業務を行うために

「美和ロック玉城工場」と「伊勢神宮（内宮）」を見学

建築家賠償責任保険（ケンバイ）セミナー

法人協力会 2018 年度 CPD 研修見学会

野々川光昭（JIA愛知）｜
オウ環境設計事務所

西川富芳
（JIA愛知法人協力会員）｜

ホクセイ㈱

セミナーの様子



12　ARCHITECT　2019 − 4

理  事  会  レ  ポ  ー  ト

　2月14日集合方式で第253回理事会が開催されました。事前に聞い
ていた協議内容で、「子どもと建築」の全国会議化・全国卒コンの件・
2020年度の全国大会など、東海支部に関連する議題
が多くなるとのことで、矢田支部長共々若干気を引き締
めて臨んだ理事会でした。

【審議事項】

1.入退会承認の件（浅尾事務局次長）
・…新規入会希望：正会員6名、準会員：専門1名、ジュニア1名、協力会員：

個人2名、法人2件、退会希望：正会員7名、協力会員：法人1件、以
上承認。

・…本日承認後の正会員数は3,686名
2.（仮称）BIM特別委員会委員長委嘱承認の件（筒井専務理事）
・…委員長は岡本尚俊（関東）、委員は人選中ということで承認された。
・…色 な々団体でBIMについての研究・検討を進めているが、JIAとしては

大きな視点で方向性を導き出すことを目的とする。
3.（仮称）SDGs建築ガイド日本版編集特別委員会設置及び委員長委

嘱承認の件（筒井専務理事）
・…特別委員会の設置および委員長に岩村和夫（関東）が承認された。
・…SDGs（Sustainable…Development…Goals）は持続可能な開発目標（17

の目標）、その建築版をJIAがまとめていく。
【協議事項】

1.本部委員会体制見直しについて（上浪総務委員会委員長）
・…理事会で何度か協議されてきた「JIA委員会再編の基本方針（案）」

がまとまり報告された。新たな方針として、JIAこども建築会議の設立、
JIA住宅等会議の設立、支部認定評議会の廃止、CPD会議の独立
等が提案され、その後協議となった。

・…JIAこども建築会議については、東海支部が受けることを前向きに検討
するとのこと。GC賞の主管を国際交流委員会から表彰委員会としては
との意見が出て、継続協議となった。

・…全国学生コンクールについては実行委員長が欠席のため、また全国と
各支部の卒コンとのすり合わせができていないこともあり、次回協議する
こととなった。

　（意見）北陸支部から今年の支部卒コンを進める上で、全国卒コンの
あり方を早急に決めてほしい。東海支部から支部卒コンの状況を説明

（全員驚き!）。また実行委員会に統一したルールづくりを強く要望。
・…支部認定評議会の廃止については、認定評議会を本部に一括する方

針とのこと。
・…見直しのスケジュールは、4～ 6月の理事会で委員会再編を一括決議

し、2019年度より実行を目指す。委員会再編は財務との関連があり、

財務委員会と調整しながら進めていくことが確認された。
2.2019年度本部予算（案）策定方針について（筒井専務・原田事務局長）
・…会費収入は正会員純減3％で想定（一昨年辺りから下げ止まり状態）、

支部運営費の支部への配分率は40％を維持、事業収支のバランスは
ほぼ±0、人件費の削減を諮り予算案を作成。

【報告事項】

1.理事懇談会の報告（左財務委員会委員長）
・…全国大会について、開催順序のルールは特になく、2020年大会の主

催支部はまだ決まっていないが、東海支部で開催できないか?…これに
対し矢田支部長より支部役員会で協議・検討するとの返答。

2.職能・資格制度委員会「職能要件WG」終了報告（筒井専務）
3.知的生産者の公共調達に関する法整備連絡協議会について（上浪
総務委員会委員長）

4.ホテルバリアフリー建築設計標準について（桐高齢者、障害者等の
円滑な移動等に配慮した建築設計標準改正検討会委員）

・…国交省では2020年東京オリンピック・パラリンピックの開催を契機として、
「ホテル又は旅館における高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮し
た建築設計標準（追補版）」（案）に関する意見募集を行っている。
2019年の2月8日から3月10日まで。

5.活動及び業務執行状況報告

①CM方式（ピュア型）制度的枠組みに関する検討会について（森顧問）
・…三会でCM方式に関する意見書を提出した。
②改正業務報酬基準（告示98号）説明会について（筒井専務）
・…名古屋では2/25（月）名古屋商工会議所にて開催。
③「官庁施設の設計業務積算要領」の改定について（筒井専務）
・…業務報酬基準の改正に伴い、諸経費率が1.0から1.1に、技術料等経

費率は0.2から0.15に改定された。実態調査結果に基づくとあるが、
JIAとしては真偽の程を追求していく。

④JIA各賞の報告（JIA新人賞審査結果・優秀建築選審査経過）（原田
事務局長）

・…2018年度日本建築大賞候補に東海支部の浅井さん（裕建築計画）の
「工場に家」がノミネートされている。3月10日に公開審査が行われる。
⑤JIA国際活動報告会について（筒井専務）
⑥後援名義承認の報告（会長専決事項）
6.その他

・…意匠法改正案（特許庁）について筒井専務より報告がなされた。

　以上が審議・報告され理事会は閉会となった。理事会後の懇親会で
も、全国大会・委員会体制の見直し（全国卒コンを含む）・本部支部財政
の見直しなどが話題となったが、次回理事会が正念場ではないかと思わ
れる。

東海支部に絡む議題多数、今後議論本格化

本部理事　石田　壽
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　今回の役員会では、『ARCHITECT』の見直しについての議論に多くの
時間が割かれました。『ARCHITECT』は、4つの地域会と東海支部の活
動の記録媒体でもあるし、会員にとっては他地域会の活動を知る機会にも
なっているなど、重要な役割を担っていると思います。私
も昨年度まで4年間編集委員だったということもあり、もっと
いい『ARCHITECT』とは何かを考える機会と捉えたい
と思います。

日　時：2019年2月22日（金）16:00 ～ 18:40
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10名、監査2名、オブザーバー8名

1．支部長挨拶
　『ARCHITECT』見直しの件、卒業設計コンクールの件など、重要な議
事があるのでよろしくお願いします。
2．報告事項
(1)本部報告
①本部理事会（石田・矢田）
・…「2019年度JIA委員会再編の基本方針（案）」がまとまり報告された。

矢田支部長より、JIAこども建築会議を支部で受け持つことを検討すると
いう発言あり。また、東海支部卒コンを2019年度は開催しないことを報告。

（石田）
・…2018年度日本建築大賞候補に浅井さんの「工場に家」がノミネート。
（石田）

・…理事懇談会で、2020年度全国大会を東海支部で開催できないかという
話があった。次回理事会では2022年度でという話をしたい。（矢田）

②フェローシップ委員会（石田）
・…来年度他の委員会に吸収されるため、今までの蓄積をどう引き継ぐか検討

中。
③広報委員会（石田）
・…関東支部では、会報誌『Bulletin』を季刊で32ページ、読み物重視で発

行している。
④CPD評議会（豊田）
・…評議会の見直しについて。委員構成は全支部から選出。東海支部から

は1人。
(2)支部報告
①平成30年度中部公共建築設計懇談会について（矢田）
・…5名で参加。設計者選定のプロポ方式、入札方式などの現状と入札不調

防止の取組みについて問題提起。（矢田）
・…昨年度愛知県内の公共工事の規模と設計料について調査。プロポと入

札では設計料が倍以上違う。JIAとして働きかけが必要。（伊藤）
②「建築基本法学習講演会」について（矢田）
・…各地域にあった基本法のあり方について考えることがあってもいい。
3．その他
①退会届　正会員「矢田　努（愛知）」（見寺）
②リフレッシュセミナー（3/3～ 5）は愛知から3名参加。（矢田）
③2019年度…東海支部・各地域会の総会日程について（澤村）
・…東海支部：5/10、静岡地域会：4/22、岐阜地域会：4/18、三重地域会：

未定
④2019年度通常総会議案書作成のため、各地域会の事業報告をお願いし
たい。（澤村）

議事
1．審議事項
①日本CM協会東海支部「2018年度…CM講演会（3/14）」の後援名義使
用許可（矢田）　→承認

②事業報告｢災害対策委員会　講演会｣（澤村）　→承認
③第7回JIA東海住宅建築賞2019事業計画（吉元）　→承認
・…2019年度は、審査員に、西沢立衛、福島和也、木村吉成の3名を予定。
2．協議事項
①『ARCHITECT』の見直しについて
・…編集業務委託先を変更したい。発行形態についてA案（今と同じ）、B案
（隔月発行）、C案（8ページと24ページを交互に毎月発行）とあるが、C
案としたい。各地域会が分担する広告収入・名刺広告・その他が表のと
おり。（矢田）

・…少数だが毎月発行を望む声がある中、次に改変するための準備期間とし
て、隔月に近いかたちだけど毎月届くということをやってみようということに
なった。（中澤）

・…会員集会の時は、隔月発行にして、それでも足りない分を、会員一人当た
り3,000円くらいの金額を各地域会で広告料などとして集めるということだっ
た。（八木）

・…隔月発行になるかもしれないという話を役員会でした。印刷会社を変えて
予算削減しても足りない分については地域会費を上げることなく捻出しよ
う、ということで了解を得たところ。（豊田）

・…8ページの時は事業報告、自作自演などの記事を中心にしていこうと考えて
いる。8ページとはいえ、表紙、裏表紙等を含めた12ページ分の紙面で考
えている。（中澤）

・…書き手の問題や、広告集めの問題、それらが軽減される流れと思っていた
が、地域会でこれくらいの負担と言われてしまうと、毎月発行も変わってな
いし、会員から理解を得られにくい。（山田）

・…隔月にして様子を見るという方法もあるのでは。会員集会では、会員一人
当たり約3,000円を、広告料・協賛金などを含めて各地域会でまとめるとい
うということで、概ね賛同だったのではないか。（石田）

・…印刷会社を変更することについてはよろしいでしょうか。（矢田）　→承認
②JIA東海学生卒業設計コンクール事業について
・…今後、学生とどのような関係を築いていけるか模索するためのワーキンググ

ループを立ち上げたい。（矢田）
3．その他
①支部運営費（本部からの分配金）について（矢田）
・…おおむね予算通りとなっている。
②北陸支部30周年記念式典について（1/25～ 27）（矢田）
・…1月26日、27日に開催された。
③2018年度「JIA25年賞」受賞作品について（谷村）
④「子どもの建築会議」について（矢田）
⑤国交省「告示第98号業務報酬基準の告示の公布・施行」について
…（矢田）
・…2月25日に名古屋で説明会がある。
⑥国交省「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改
正する法律案」について（矢田）

・…住宅について法制化はしないが、説明は義務化される。
⑦2019全国大会（青森）（矢田）
・…日程は、10月17日、18日で決定。

東海支部役員会報告

石橋　剛（JIA静岡）｜石橋修建築設計室
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データ発掘（お気に入りの歴史的環境調査）

神宮徴古館

コルゲート建築　川合健二自宅

登録有形文化財

文化財である。
　徴古館の設計者は農業館とともに片山東熊で、
明治42（1909）年に当時の「神苑会」によって建て
られた。ルネッサンス様式の石造であるが、戦災によ
り外壁以外を消失。昭和28（1953）年に屋根の形
状を変更し2階建てに改修している。東京駅同様、
ドーム屋根を戴く屋根が復元される日が待たれる。

記事にしました。
　2月の暖かな日に現地を久しぶりに尋ねました。
冬の枯れ草に囲まれたコルゲート建築は主なくと
も凛とたたずんでおり、その傍らに朽ち果てること
なく外装だけのポルシェ、ユニモグ万能トラクター
がお迎えしてくれました。皆で何とかしませんか?

■紹介者コメント
　神宮（伊勢神宮と通称されるが、正式名は「神
宮」の二文字のみ）と法隆寺と言えばわが国にお
ける建築史上双璧であろう。だが、文化財の観点
からみると、法隆寺には数多くの国宝、重要文化財
があるのに対し、神宮においては旧慶光院客殿

（神宮祭主職舎本館）が唯一の重文で、その他で
は既報（保存情報…第39回）の農業館と今回紹介
する徴古館の２件が登録有形文化財となっている
に過ぎない。このことは文化財においては本来性、
真正性が求められることによるもので、造替が大き
く影響している。
　なお、史跡としては両宮に付随する教育施設で

■発掘者のコメント
　私が初めて川合健二自宅にお邪魔したのは昭
和57（1982）年の春だったと思います。当時、若さ
に任せて建築設計事務所を開設してみたものの、
経験不足の若造に仕事の依頼も少なく、将来に
不安と迷いを感じつつ二川町の山裾に建つ、潔い
ドラム缶・ハチの巣の家を訪ねました。突然訪ねた
にもかかわらず、河合健二、花子ご夫妻は快く二
層のご自宅の隅から隅まで案内してくださり、コル
ゲート建築のことはそこそこに、建築以外のご自分
の生き方、最近の活動、将来の地球環境のことな
ど、熱心にお話し下さりました。その一言一言に私
たちがどれだけ勇気づけられたか、今になって見
るとただただ感謝の気持ちでいっぱいです。
　それを機に、石山修武氏にも電話をしたり、新

あった旧林崎文庫と旧豊宮崎文庫がある。ちなみ
に、両文庫の蔵書類は明治初期に神宮に献納さ
れ、現在は神宮文庫となっている。ここの本館・書
庫も登録予備軍である。
　ところで、徴古館が建つ倉田山は倭姫宮が御
鎮座するが、近年一帯は「倭姫文化の森」として
整備された。域内には徴古館の他に、美術館、農
業館があるが、建物周辺を「美術館四季のこみ
ち」・「いこいの広場」・「中央広場」などと名付け、
苑地では数多くの植物を生育している。「倭姫文
化の森」の外周部には石灯籠で有名だった「御幸
道路」が通っているが、道の反対側には皇學館大
学のキャンバスがあり、ここの本部建物も登録有形

城市の山中「幻庵」を訪ね、オーナーの榎本氏に
お会いしたりして、さまざまなことを教えていただき
ました。その後35年近く建築設計の仕事を諦めず
続けてこられたのも、川合健二氏にお会いでき、励
ましていただいたからこそと感謝しています。
　23年前ご逝去されてから花子夫人が一人でお
住まいになり維持管理されていて、近年お体の調
子が悪く入院されているとお聞きしていましたが、
昨年（平成30［2018］年12月）にお亡くなりになっ
たそうです、ご冥福をお祈りいたします。
　今回、保存情報の執筆依頼があり、われわれ設
計業界に多大な影響を与えてくださったこの名建
築（建築基準法上は建築物でない?）を、「生きと
る間のことだけ考えとっちゃいかん」が口癖の河合
健二氏の遺構を、何とかしなければという思いで

●
二川小学校

大脇町大脇町

積善病院●

〒

川合健二自宅

積善病院●

二川

正面性を外そうとしたが、やはり素直に真正面から撮るべ
きだったか

壁面はハニカム構造になっている

やはり屋根は軽すぎるが、外壁詳細は重厚にして端正

コルゲートパイプの家の側面

玄関ホールは改修のためかピン
ボケ気味

傍らでともに年月を刻むポルシェと
ユニモグ万能トラクター

林廣伸（JIA愛知）｜
林廣伸建築事務所

所在地：伊勢市神田久志本町1754-1
アクセス：近鉄宇治山田駅からバスで10分
文化財指定等：登録有形文化財（24-0020）

所在地：愛知県豊橋市大脇町字大脇ﾉ谷74-31
建設年：昭和41（1966）年
設計：川合健二
施工：直営方式（藤原工務店、及部春雄）
敷地面積：約5,490㎡
延床面積：102㎡
参考資料：『川合健二マニュアル』
　　　　　（編集出版組織体
　　　　　アセテート刊、2007年）

冨田正行（JIA愛知）｜
エム・プロダクツ

内宮

外宮
倉田山
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日　時：2019年6月28日（金）…14：00 ～ 18：15
場　所：愛知芸術文化センター12階アートスペースA（定員：200名）
スケジュール：

14：00… 第1部　改修計画について
… （講師：愛知県県民文化部文化芸術課）
14：45… 第2部　改修内容について［特定天井］
… （講師：A&T建築研究所　三浦　彰）
15：45… 第3部　改修内容について［舞台関係設備］
… （講師：愛知県文化振興事業団　浅野芳夫
… パネリスト：舞台関係メーカー、建築設計者）
17：45… 特別企画　あいちトリエンナーレ2019について
19：00 ～ 20：30（仮）　交流会
参加費：一般2,500円（ITCN会員2,000円）　
　　　　学生1,500円（ITCN会員1,000円）
　　　　交流会費5,000円
問合せ先：NPO法人世界劇場会議名古屋（ICTN）
　　　　　Email…itcn@itc-nagoya.com

日　時：2019年4月19日（金）…18：30 ～ 21：00
　　　　（講演後、交流会あり）
場　所：アパホテル名古屋錦（名古屋市中区錦3-15-30）
参加費：2,000円／人
講演企業・内容：
①「次世代の地盤改良工法」（日建コンサルティング）
②「最新！外装タイル有機系接着剤張りセミナー」（LIXIL）
申込方法：2019年4月5日までに、氏名・所属・連絡先を記入の上、
　　　　　FAXまたはメールで下記までお申し込み下さい。
申込先：日本建築家協会東海支部事務局
　　　　TEL…052-263-4636　FAX…052-251-8495　
　　　　MAIL…shibu@jia-tokai.org
問合せ先：JIA愛知地域会法人協力会CPD運営担当…和田信男
　　　　　（080-2409-2265）

世界劇場会議名古屋 フォーラム2019

大規模複合文化施設の改修事例
～愛知芸術文化センターのリニューアル

JIA 東海支部後援　CPD 単位予定

法人協力会主催2018年度 第2回CPD研修

「環境」・「エコ」・「安全」・「省エネ」
CPD 2 単位予定

地域会だより

＜東海支部＞

2/9… 『ARCHITECT』継続・休刊に関する会員集会
5/10… 支部通常総会

＜静岡＞

2/20… 静岡県建築文化研究会　
… 講演会「岩月美穂…建築という多様性」
3/1… 静岡地域会役員会
4/22… 静岡地域会　通常総会開催予定

＜愛知＞

2/13… JIAケンバイセミナー
2/14… CPD研修会…美和ロック見学会＋伊勢神宮見学会
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
3/1… 持ち出し役員会…大光電機ショールーム
3/15… JIA実務セミナー　古澤弁護士講演

3/29… けんちくフェス実行委員会
3/30… 住宅研究会…インスタセミナー
4/19… 法人協力会CPD研修
4/20… 住宅研究会…環境セミナー第2クール第3章
5/10… 愛知地域会通常総会

＜岐阜＞

3/7… 第9回役員会
4/18… 2019年度…定時総会

＜三重＞

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」
3/14… 三重の気候風土住宅勉強会
3/15… 三重地域会　第8回役員会、第8回例会
4/19　三重地域会通常総会
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ていた東海地区ですが、根源的に楽しい建築
感もあるところなのだと見方を改めました。

（服部昌也）
●さる2月9日に開催された『ARCHITECT』の
継続・休刊に関する会員集会の結果が報告さ
れています。その中で支部長から4つの項目の
新方針が示され、年6回隔月の発行、一回24
ページの経費削減案が提案されていましたが、
支部役員会報告を見ると、8ページと24ページを
交互に毎月発行するという案が支部長案として
新たに提案されています。毎月発行を望む少数
意見のあるなか、次に改変するための準備期間
としたいとのことです。この案が承認されたかは
報告書では不明ですが、この案はページの強
弱が強すぎ中途半端な印象を与えると共に改
変に向けてかえって余分な作業が生じてくるよ
うに感じています。経費面でこの案が成立する
のであれば16ページ建ての案も可能となります。
これから事業を進めていくため早急に方針を決
定し執筆予定者に伝えることも待ったなしです。

●昨年の春、編集会議に始めて参加したときか
ら議論してきた会報存続問題。いよいよ結論を
出す時が迫ってきました。当初は財政面での問
題と捉えていましたが、会を重ねるうちに会報は
どうあるべきかの問題と感じるようになりました。
会員集会に向けて皆さんへ判断材料を的確に
伝え、多くが望むところで決着できれば良いと準
備をしてきましたが、多数とは言いがたいアン
ケート・会員集会の出席者から出された意見で
は容易に方針づけられないと感じています。次
の1年は現状より財政的に改善、興味を持てる
紙面づくりへの試みをさせていただければと思
います。今回は建築賞に選ばれた東海支部の
作品を紹介していますが、浅井さん、米田さんの
住宅には子供心をくすぐられるようなワクワク感
を感じます。保存情報にある川合健二邸にも同
じような感覚を抱きます。保守的なイメージと思っ

編 集 後 記 会員と支部を結ぶコミュニケーションツールとし
て会報誌は必要不可欠です、良いかたちで収
まることを望んでいます。　　　　…（福田一豊）


