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城戸 康近 （JIA愛知）

城戸武男建築事務所

図面を含めて資料の保管、どうされてます？原図保管箱➡FD➡MO➡CD➡USB
➡HD。皆さんはどのあたりからですか？USBが出始めた頃は 64MBで 1000円
ぐらいでしたが今は安いものだと8GBで 1000円ですね。平成の 5年頃にはまだ
5インチFDで、付き合いのある構造事務所には未だに古いPCが置いてあります。
（今のソフトでは古いデ－タは読み込めないという問題あり）当事務所も FDとMO
用のリ－ダ－を所有してますが、MO用のモノはもう製造していないので暇を見つ
けてはせっせっとHDにコピ－してます。大量のデ－タを保存できるようになりま
したが、反面、大量に失うリスクもあるので要注意です。数年前、床に落とした
USBを拾うとした際、椅子のキャスタ－で踏み潰してしまい 1GBのデ－タが一瞬
でパ－。これはキツイ！皆さん、デ－タの取り扱いには気を付けましょう。次回は
本です。
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　本年は審査員長に西沢立衞 氏　（西沢
立衞建築設計事務所、SANAA代表）、
審査員には福島 加津也 氏 (福島加津也＋
富永祥子建築設計事務所代表）と木村 吉
成 氏（木村松本建築設計事務所代表）を
お迎えし、8月3日と4日の2日間にわたっ
て、第 7回 JIA住宅建築賞 2019の現地
審査が行われました。また、4日の 15時
から名古屋工 業大学NITech Hallにて最
終公開選考が行われました。　現地審査
には、6月29日の公開審査において前年
より1作品少ない6作品 が入賞候補作品
として進みました。 審査員と運営委員含め
12人で静岡から豊田市あるいは郡上まで 
と2日間で多くの作品を見て回りました。
現地審査を経た公開審査では、入賞候補
作品一つひとつについて3人の審査員がと
ても 丁寧に講評を行いました。この講評
では、各審査員の微妙な建築観の違いが

垣間見られたり、あるいは同じ評価ポイン
トについて 異なる視点から語られたりと、
一次審査とは一転して白熱した議 論にな
り、充実した公開審査となりました。来場
者にとってはとても奥深い建築議論を聞く
ことができて、貴重な機会だったので はな
いでしょうか。 個人的には、西沢審査員長
の言われた「与条件に応えるだけではなく
こういうものを創りたいという願いを中心
に」という建築家としての純粋な気持ちを
持つというシンプルな言葉に改めて勇気と
気付きをもらえたような気がしました。
　特に今回大賞となったTABの河合啓吾
さんの「SLBH4」は公開審査で様々な議
論の対象となりましたが、プランニングや
出来たものに対する空間への責任やタフさ
を感じて次へ進んでほしいという指摘があ
りながらも、作り方・工夫の集積や施主を
巻き込んでの圧倒的な明るさや楽しさが伝

わる点が評価されました。
　個々の作品の批評は作品集に譲ります
が、今回の最終公開審査では「建築家とし
ての立ち位置の自覚」について審査員の先
生方からのエールを頂いたような気がいた
します。
　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改めて感謝いたします
とともに、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。そし
て、1年間運営に携わった運営委員の皆
さま、会場の設営や裏方をしてくれた名古
屋工業大学の伊藤孝紀研究室の学生の皆
さん、NAFの皆さん、本当にお疲れ様で
した。

現地審査・最終公開選考
第 7回 JIA東海住宅建築賞 2019

JIA TOKAI ARCHITECTURAL PRIZE
FOR HOUSING PROJECTS 2019

JIA 東海住宅建築賞
特別委員会副委員長

田中 義彰 （JIA 愛知）
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JIA TOKAI ARCHITECTURAL PRIZE FOR HOUSING PROJECTS 2019

●大賞 「SLBH4」　河合啓吾 /株式会社 TAB

●優秀賞 「タンザクハウス」 河内一泰
　河内建築設計事務所

●審査員特別賞 「幸田町の家」 
　北村直也
　北村直也建築設計事務所

●優秀賞  「島田の家」　川本敦史＋川本まゆみ
　㈱エムエースタイル建築計画

●奨励賞 「上郷の家」　吉田夏雄　吉田夏雄建築設計事務所 ●奨励賞 「上原の家」　佐々木勝敏　佐々木勝敏建築設計事務所



近畿支部 設計者選定を考えるシンポ

D.I.G Architects
吉村 昭範 （JIA 愛知）

　さる7月19日金曜日に大阪の綿業会館
で行われた JIA近畿主催のシンポジウムを
聴講した。シンポジウムの構成は、JIAか
ら2名の発表者がプレゼンが行い、その
後に行政サイドから大阪の箕面市長がプレ
ゼンした。

　まず１番目に、JIA関東で近未来特別委
員会委員で活動されている相坂研介氏が
提案型発注者形式（コンペ・プロポ）の必
要性と、JIAによる行政への支援の可能性
について論じた。
　具体的には「公共建築は 8割が価格で
決まる入札であり、残りも実績偏重のプロ
ポーザルしかなく、出せるコンペは超高倍
率で、当選者以外は出すだけで疲弊」して
いる現状を細かなデータをもとに例証し、
JIAがコンペの要項作りを支援して行うこ
とができることを説明した。東京の品川区
大井町駅で行われたコンペの事例を用い、
JIAの委員が敷地の設定の仕方から審査
員の選定などを支援し、コンペ後も設計段
階の区切りに審査員とともに関わっていく
プロセスをみた。私が想像していた予想を
上回って、JIAがものづくりに関わってい
る姿がとても印象深かった。
　また、相坂氏が冒頭で、現在の JIAは
全国的にみても、自身の活動理念である「研
鑽・公益・交流・創造・職能」の5つのうち、
研鑽と交流は活発だが、3番目にある文化

の「創造」が出来ていないことに問題があ
ると論じ、そのためには、JIAとして文化
を維持する公共建築発注支援策の具体化
をすべきだと主張されていたが、私たちも
真摯に受け止めなければならないであろう。

　その次に、JIA九州支部長の川津悠嗣氏
が福岡県弁護士会館建設のプロポーザルに
至るプロセスの中で JIAが関わった経緯を
プレゼンした。このケースは、2005年に福
岡県弁護士会からJIA九州支部にオファー
があって、実際にコンペが行われた 2015
年までの 10年の間に JIA九州支部の担当
者たちが、弁護士会の方 と々誠実に対話を
続け、深い信頼関係を築けたことが最も示
唆的だった。その信頼の厚さゆえに JIAの
運営委員がコンペの審査員を勤めることに
なり、事務方業務が難しくなるアクシデン
トもあったが、それも発注者と良い信頼関
係を作っているが故の美談であろう。
　また、コンペの発注支援というと、相手
方は必然的に「地方自治体」をイメージし
がちだが、弁護士会などの同じような職能
団体や、あるいは、本シンポジウムにも同
種のコンペを主催したということで（おそ
らく声掛けされて）参加されていた阪神高
速道路のような公益性のある法人なども、
JIAにとっては支援する対象になりうるの
だ、ということも本発表での気づきだった。

　そして、3番目に大阪の
倉田哲郎・箕面市長のプ
レゼンが行われた。この発
表が私たちには最も示唆的
な内容だった。
　行政としては建築に限ら
ず契約は「原則が入札、例
外が随意契約」という括り
がとても重要な要素である
ようで、市民からの住民監

査も考えられる「随意契約」は、余程のこ
とがない限り避けたい、という背景がある。
そこで、箕面市は、「総合評価入札」とい
う発展的な入札システムを導入し、法律上
の位置付けの契約形式としては「入札」で
あるけれども、実質はコンペのように「設
計案の内容を評価する選定方式」を採用さ
れた。具体的には、「定量評価（価格）、
定量評価（実績）、定性評価（設計案の内
容）」という3つの評価の枠組みを作った
上で、価格点、実績点で差が出ない（無
力化）評価方式を使い、定性評価（＝設計
案の内容）に決定力を持たせる方法で入札
を行った。
　これであれば、行政側のリスクをなくし
ながら、コンペのように設計の提案内容で
決定できる良いシステムだと思った。
　箕面市では、これまでに「総合評価入札」
で 2つのプロポーザル的な設計者選定を
行った。では、その、定量評価を無力化
し定性評価に重きを持たせる仕組みがどの
ようなものか、を伝えたいのだが、当日、
倉田市長が「内容はオフレコです。」と言っ
ていたので、文面で書けないのが、とても
残念である。

　いずれにしても、今回のシンポジウムを
通じて、コンペやプロポーザルであれ、総
合評価入札であれ、発注者が「価格や実
績でなく提案の内容で選ぶ」という強い意
志があれば、道は開けるということが感じ
られた。このような機会はとても貴重であ
るし、この発注者支援こそが今、JIAがす
べきことではないだろうか。

JIAによる発注者支援について

シンポジウム レポート　｜ Symposium Report



愛知行政WG講演会

CO2WORKS
中渡瀬 拡司 （JIA 愛知）

　2019年 7月 26日に TOTO会議を
お借りし、地域に活力を与える建築のプ
ロセスと題して、渡辺隆建築設計事務所
の渡辺氏によるレクチャー及び渡辺氏と
名古屋市立大学の鈴木氏による対談の 2
部構成となる講演会が開催された。

・この会が行われた経緯
　この講演会を主催した JIA愛知地域
会の行政ワーキンググループ (以下、行
政WG)は、「若手の建築家でも公共の
建築に携わる機会を増やす仕組みを作る
ために、JIAがその橋渡しをできるよう
にしていきたい。具体的にはプロポーザ
ルやコンペで若手にも機会が増えるよう
な仕組みにして行く。」ということを主旨
として今年度より発足した。 その第一歩
として行われたのが今回の講演会である。

・渡辺氏の講演会内容
　講演内容はプロポーザルやコンペでは
なく入札によって獲得した公共物件を中
心にチャレンジされたコンペ作品、住宅作
品などを数点紹介して頂いた。また、渡
辺氏が公共物件に携わる中で得てきた事、
気づきをお伝え頂いた。以下はその話の
中で私が感じた事をまとめたものである。

〈行政との仕事におけるメリット〉
　行政との仕事をするメリットは多くあ
ると渡辺氏は言う。例えば、民間におい
て設計を行う際、見積書をチェックする
ことはあるが、積算を行なうことはない。

積算まで行なうことによって適切なコス
ト感覚を身に付ける事が出来るようにな
る。また、標準仕様書や建築工事監理
指針などの内容に沿って監理を行なうた
め、業務そのものが事務所スタッフの一
級建築士の試験対策になるとも言う。そ
の他多くのメリットがあるようなのだが、
その中でも印象的だったことが社会的な
信用を築くと言う事である。個人事務所
の場合、差別化を意識することはあるが、
社会性を意識した佇まいをすることは少
ない。ここで生じる差が設計事務所のチャ
ンスを減らす一面もあると言うことを意
識した選択を行なっていかなければなら
ないのだと言うことを考えさせられた。

〈行政とのコミュニケーション〉
　設計事務所と行政とのコミュニケー
ションは大きな課題の一つである。民間
において設計を行なう際、クライアントと
のコミュニケーションは欠かせない。ホー
ムページを作ることや SNSでの情報発
信を行なうことはクライアントとのコミュ
ニケーションの第一歩であると設計事務
所であれば皆意識しているかと思う。し
かし、行政に対してこのようなコミュニ
ケーションを行なっていない。小さな改
修工事の入札から参加することも行政と
のコミュニケーションの第一歩だと渡辺
氏は言う。また、行政から積算に関する
勉強会を行なってもらうように働き掛ける
ことや行政の発注の手伝いをするなどの
コミュニケーション方法もあるのではない

かとも言う。民間、行政を問わずコミュ
ニケーションを図る事で信頼を得る立ち
位置を獲得していく事が必要である。

〈渡辺氏と鈴木氏の対談からの気づき〉
　印象に残った言葉として行政もしくは
市民からの反対意見も設計の与条件とい
うことである。公共建築は設計するプロ
セスにおいて多くの人の同意を得て作ら
れていかないと完成後に使用者を含めて
愛してもらえない。反対意見を反対意見
のままにするのではなく、条件として取
り入れていけば、多くの合意を得る事が
出来る。その合意は愛を得るために必要
であり、同時に建築としての強度が求め
られるということでもある。

〈行政WGを続けることの意義〉
　今回の講演会によって公共物件の設計
監理を行なっていない事務所に足りてい
ない視点を多数示してもらえた。この事
でモヤモヤしている視界のモヤモヤが少
し晴れた。しかし、まだ具体的な行動に
落とし込めるほどの知識も経験もない。
行政WGの活動を続けていく事で、知
識や経験が行政WGにストックされ、建
築家がより具体的に行政及び市民に貢献
できる視界が開けていくのだと思う。

地域に活力を与える建築のプロセス

講演会レポート　｜ Lecture Report
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計案の内容を評価する選定方式」を採用さ
れた。具体的には、「定量評価（価格）、
定量評価（実績）、定性評価（設計案の内
容）」という3つの評価の枠組みを作った
上で、価格点、実績点で差が出ない（無
力化）評価方式を使い、定性評価（＝設計
案の内容）に決定力を持たせる方法で入札
を行った。
　これであれば、行政側のリスクをなくし
ながら、コンペのように設計の提案内容で
決定できる良いシステムだと思った。
　箕面市では、これまでに「総合評価入札」
で 2つのプロポーザル的な設計者選定を
行った。では、その、定量評価を無力化
し定性評価に重きを持たせる仕組みがどの
ようなものか、を伝えたいのだが、当日、
倉田市長が「内容はオフレコです。」と言っ
ていたので、文面で書けないのが、とても
残念である。

　いずれにしても、今回のシンポジウムを
通じて、コンペやプロポーザルであれ、総
合評価入札であれ、発注者が「価格や実
績でなく提案の内容で選ぶ」という強い意
志があれば、道は開けるということが感じ
られた。このような機会はとても貴重であ
るし、この発注者支援こそが今、JIAがす
べきことではないだろうか。

JIAによる発注者支援について

シンポジウム レポート　｜ Symposium Report
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２０２０年度
東海支部役員選挙の告示
「東海支部役員等選出規則」に基づき、２０２０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
◎２０２０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  ２０１９年  ９月１１日（水）（15:00 事務局）
◇第１回告示　　　  ２０１９年１０月  １日（火）
（ＡＲＣＨＩＴＥＣＴ２０１９年１０月号）
立候補・届出締切り  ２０１９年１１月１１日（月）（10:00 事務局受付）
第２回選挙管理委員会  ２０１９年１１月１９日（火）（15:00 事務局）
◇第２回告示　   ２０１９年１１月２０日（水）（投票用紙とともに郵送）
投票期日　   ２０１９年１２月１０日（火）（投票用紙事務局着分有効）
選挙結果報告　支部長あて　 ２０１９年１２月１３日（金）
選挙結果の発表　　　　　　　　    ２０２０年  ２月  １日（土）
（ＡＲＣＨＩＴＥＣＴ２０２０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。

（公社）日本建築家協会東海支部選挙管理委員会
委員長　：小田義彦（愛知）
委　員　：伊久美太助（静岡）、藤巻志伸（愛知）、
　　　　　山田貴明（岐阜）、松本正博（三重）

２０１９年１０月１日

２０２０年度
東海支部愛知地域会役員選挙の告示
「愛知地域会役員等選出細則」に基づき、２０２０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

◎２０２０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  ２０１９年  ９月１２日（木）16:00
◇第１回告示（ＡＲＣＨＩＴＥＣＴ２０１９年１０月号）
    ２０１９年１０月  １日（火）
立候補・届出締切り  ２０１９年１１月１１日（月）（10:00 事務局受付）
第２回選挙管理委員会  ２０１９年１１月１８日（月）16:00
◇第２回告示　   ２０１９年１１月２０日（水）（投票用紙とともに郵送）
投票期日　   ２０１９年１２月１０日（火）（投票用紙事務局着分有効）
選挙結果報告　地域会長あて　 ２０１９年１２月１３日（金）
選挙結果の発表（ＡＲＣＨＩＴＥＣＴ２０２０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。

（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　：石田 壽
委　員　：上原徹也、藤岡陽子、
　　　　　眞木啓彰、宮坂英司

２０１９年１０月１日
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　何十年ぶりかの登山を思いつき、日帰り、人
気のある山小屋、格好の良い山容という条件
から標高2763mの燕岳に登ろうと決めた。
　登山の感覚はすでに自分の中に無く、軽く
考えたその山の始まりは急登の連続でした。
それでも木々の緑や、空の青さや、鳥のさえず
りに癒されるのと同時に、だんだんと一歩一
歩の間隔が小さくなりながらも目標を目指し
て地道に歩んでる自分。ペース配分がわから
ず、ぽつぽつと歩く。慣れた登山者や高齢な
方、小学生や高校生、山ガールと挨拶を交わ
しながら道を譲ったり譲られたりしながらた
だ黙 と々登る、登る、休んで、登る。樹林帯は景
色が望めないものの、直射日光が遮られ4時
間ほどで合戦小屋到着、小屋の名物すいか
（800円高いのかな？）を休憩されてるほぼみ
んなが食べてます。ここで食べるすいかは格
別デス。ゆっくり休んで次の目標、燕山荘を目
指す。合戦小屋を超えると展望が良くなり森
林限界を越えた感じで、きれいな高山植物が
疲れを癒してくれます。合戦尾根は北アルプ
ス三大急登らしく気合をいれて登ります。1時

間30分で燕山荘到着、雷鳥の親子に出会い
ほっこりし、カツカレーを食べて燕岳登頂、30
分ほどでした。途中休憩含めて6時間ほどの
登山でした。槍ヶ岳や富士山は見れなかった
けれど、山頂付近のイルカ岩が見れて感動。今
回は山小屋泊ではないのでこの後3時頃まで
ゆっくり過ごし、あわて気味に下山、かなり急
いで下山したため足は悲鳴をあげてましたが
19時前には下山、その後帰宅というハードな
登山でしたが、数年後に燕岳-大天井岳-槍ヶ
岳-上高地の縦走の下見でした。僕にとって山
登りはゆっくりいろいろ思いを巡らす大切な
時間です。

自作自演 236

タイトゥ市川 雅雄 （JIA 愛知）

燕岳登山

　この書院は「双子の書院」と言われ、
その訳は津島市内の本町通り沿いに現在
「三養荘」（注１）という町家が現在残って
おり、その敷地内に此処と同じ間取りの離
れ書院「清風」が有るからです。
　「清風」の所有者は、「笹秀」の屋号で
肥料商を営みつつ財を成した服部家で、
代々宝泉寺の檀家総代を務められ、濃尾
地震で被災した宝泉寺の復旧のため、昭
和５年に当時の５代目当主服部秀助氏が
元々この家に有った書院を宝泉寺に移築
寄進。その後自宅に再度同じ間取りの書
院を写しとして建築。それが現在の書院「清
風」で、これが宝泉寺書院とは瓜二つの「双

子の書院」と言われる由縁です。
　宝泉寺書院は西面に床の間と付書院、
床脇の付いた八畳の座敷、その手前に六
畳の次の間、更にその手前には北側に畳
床付き六畳の茶室が並び、西側を除くそ
の周囲三方に廊下が取り付く間取りです。
座敷は細い部材を使用して優しく端正な造
りで、茶席は節付き部材を使用した柔らか
な雰囲気を醸し出して、それぞれの相乗効
果をこの書院で体験することができます。
　建物や庭は移築の際に当時の茶道松尾
流第十代家元の不染斎宗吾が指導にあたり、
繊細で気品ある意匠になっております。特
にこの書院の中に着座して南面のお庭を望

むと、陽の光と樹木の緑が眩く映り、ゆっ
たりと落ち着いた雰囲気に浸る事ができ、
時の流れを忘れてしまいたくなる空間です。
今回取材では宝泉寺住職伊藤信道様に御
配慮頂き見学させて頂きました。感謝申し
上げます。

座敷（床の間・床脇） 廊下・庭園 茶室床の間

物 件 名：宝泉寺書院（旧服部家住宅書院）
　　　　 国登録有形文化財建造物 平成 20年（2008）登録第 23－0310号
所 在 地：愛知県津島市池麩町２番地
宗　 派：浄土宗西山禅林寺派
建築年代：明治中期、移築年：昭和５年 (1930)、
建物概要：木造平屋建、屋根入母屋造いぶし桟瓦葺（下屋庇共）、外壁土塗壁仕上
（注１）私が５年前に訪問した時点では、円形校舎が有名で
あった学校法人平山学園清林館高等学校の所有施設（礼法
道場）でした。敷地内には通り沿いに２階建町家、その奥に
中庭を挟んで書院「清風」、更にその奥に露地繋がりで千宗
旦好みの茶席「一雨軒」が有る。特にこの素晴らしい茶席は
劣化が著しく、今後の維持管理の動向が気
になるところです。

野口良一設計事務所

野口 和樹 （JIA 愛知）

名
鉄
津
島
線

名
鉄
尾
西
線

N

津島駅

津島神社

天王川公園

155

江西町

天王通1 天王通5

129

129

宝泉寺書院
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●最近、豊田市

博物館のプロポー

ザルや三重弁護

士会館コンペなど

支部の会員が全

国的な話題にあ

がるような案件が

ありました。編集会議では会員間の情報共

有・研鑽のため、個 の々目覚しい活躍をもっ

と載せてはどうかという話がでました。編集

委員のみでの全てのコンペ受賞を網羅するの

は難しく、自己申告してもらうのか、どのレベ

ルまでを掲載とするのとか課題多です。これ

までの自己アピールの場として、自由にテー

マが決められる自作自演がありますが自作の

紹介をされる方はおられませんでした。会報

誌での自己アピールを控える良識みたいなも

のもあるかとも思います。誌面刷新のなかで

自作の紹介にあわせて施工店などの広告を

載せるスペースを検討しています。会報への

積極参加と収支改善の双方を目論むところも

あるのですが、会報誌上での自作紹介をみ

なさんどう思われますか。              （服部昌也）

●シンポジウムレポート「JIAによる発注者支

援について」を、興味深く読ませて頂いた。

実績評価に偏るプロポーザル方式の改善手

法に踏み込んだシンポジウムであったことが推

察される。実績を重視した参加資格の問題

点と改善手法は、レポートで紹介されている。

ここでは、審査員選定に焦点を絞りたい。近

年、地域住民WS主導の設計プロセスが主

流になってきた。そのこと自体は、喜ばしいこ

とである。一方で、審査員に建築の専門家

がほとんどいない審査会も増えてきた。私は

常 、々審査員に必ず意匠・構造・設備など、

各分野の専門家を必ず選定するべきだと考え

ている。地域住民の要望と、専門的な知見

という二つの視点で、設計案を評価しない限り、

いい建築は生まれない。建築の実務者に希

望を与え、公的資産となる建築を創るために、

設計者選定システムを再構築することが、JIA

に求められていると感じた。      　    （宇野享）

■静岡地域会
＜報 告＞
・9/13 静岡地域会役員会の開催

■愛知地域会
＜報 告＞
・9/12 第１回愛知選挙管理委員会
・9/27 第１回名古屋市立大学講義「建築家の仕事」
＜予定＞
・10/2 研修委員会「改正建築基準法セミナー」
・10/4 第 2回名古屋市立大学講義「建築家の仕事」
・10/7 八団体連絡会議
・10/9 事業委員会「名古屋市立猪高小学校建築教室」
・10/11 第 3回名古屋市立大学講義「建築家の仕事」

■岐阜地域会
＜報 告＞
・9/19 第４回役員会
 場所：ハートフルG.小研修室
 内容：JIAの窓の件・会員研修会の件
＜予定＞
・10/5 JIAの窓
 「岐阜の若手建築家 住宅作品 ～暮らしの様子を訪ねる旅～
 内容：住宅見学会（３作品見学予定）

■三重地域会
＜報 告＞
・9/12 第 4回みえの気候風土適応住宅勉強会
・9/13 第 4回例会 三重県総合文化センター
 生涯学習 4F小会議室 1
 会員研修　発表者：村林桂　　会員
 　　　　　　　　　川崎貴覚　会員
＜予定＞
10/25 第 5回役員会・例会　津・県教育文化会館
 会員研修　大井隆弘（三重大）氏　講演会
 「吉田五十八の近代数寄屋住宅」（県外会員も参加可）
・未定 第 5回　三重県とＪＩＡ東海支部との
 防災協定締結に関する協議

第 373号
発　行　日　2019.10.1（毎月１回発行）
定　　　価　380円（税込み）
発行責任者　矢田義典
編集責任者　中澤賢一
編　　　集　東海支部会報委員会
　　　　　　愛知地域会ブリテン委員会
　　　　　　（有）イヅミ印刷所内
　　　　　　ARCHITECT編集部
　　　岡崎市明大寺町荒井10番地
　　　TEL（0564）21-2657　FAX 26-1792
発　行　所　（公社）日本建築家協会東海支部

名古屋市中区栄 4-3-26　昭和ビル
　　　TEL（052）263-4636  FAX 251-8495
　　　E-Mail：shibu@jia-tokai.org
　　　http：//www.jia-tokai.org/

ARCHITECT

編集
後記

Bulletin Board

構造寺子屋（構造設計実務者養成講座）【木造編】のご案内
一木造軸組工法の許容応力度計算ー

日　　時：2019 年 10月 30日（水）及び 11月 7日（木） 両日共に 10:00～ 17:00
場　　所：（一財）愛知県建築住宅センター第 2会議室
   名古屋市中区栄 4-3-26　昭和ビル 1F
主　　催：（一財）愛知県建築住宅センター
後　　援：（公社）日本建築家協会東海支部愛知地域会
問合せ先：建築技術支援センター
  名古屋市中区栄四丁目 3 番 26号 昭和ビル 1F
  TEL: 052-746-9111　　FAX: 052-264-4068 
  Email : aichishien@abhc-mail.jp

日　　時：2019 年 11 月 14 日 （木）　
場　　所：ウッドフレンズ森林公園ゴルフ場 東コース
  愛知県尾張旭市大字新居 5182-1
会　　費： 参加費 3,000 円 （昼食・ドリンク・賞品・表彰パーティー代込）
 プレー代 10,170 円　（各自で個人清算下さい。
  65 歳以上は割引あり）　 ※キャディー無し
申込み先：日本建築家協会東海支部
  FAX: 052-251-8495
  申し込み締切 :10 月 19 日（土）まで

第 62 回大会
愛知地域会ゴルフコンペのご案内建築CPD情報提供制度 認定プログラム
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JIA 愛知発

新しい働き方の実践　MENNOLU　LABO見学

CPD研修

　オカムラからは「働き方改革によって
会社がどのように変わるのか」を、実際
のオフィスを見学し体験する研修会を実
施しました。
　MENNOLU　LABOと呼ばれるオ
フィスでは、ここで働く私たち自身が働き
方改革に挑戦しています。仕事の内容や
その日の気分によって働きやすい環境は
違うはずです。チームで、ひとりで、じっ

くり、スピーディーに…。ぴったりの場
所やしつらえを自由に選んで働くことがで
きます。すべてのワーカーがクリエイティ
ビティと生産性を高めることを目指し、
実践検証をするラボオフィスです。
　働き方改革の参考に、
皆様の見学をお待ちし
ています。

オカムラ

小玉 真澄

アクセス： 名古屋市中村区名駅3-28-12　大名古屋ビルヂング14階　　株式会社 オカムラ 中部支社市場開発室　

JIA 愛知発

TOTO  「災害に備えた水まわりセミナー」

CPD研修

　TOTOからは、熊本震災のレポートか
ら見えてきた被災地でのトイレの課題よ
り、災害に備えた水まわりのポイントを
ご紹介いたしました。
　熊本地震の被災者の方へのアンケート、
インタービューにより、災害直後は、「数
の確保」、避難が長引くに従い、洋式トイレ、

衛生性や様々な方へ配慮したトイレの「環
境整備」が求められておりました。 
　また被災直後に対応できる携帯トイレ
等、災害対応トイレをご紹介し、停電時
にも作動する水まわり商品もご紹介いた
しました。　
　TOTO では他テーマのセミナー開催、

個別物件のレイアウト、器具相談も受け
賜っております。お気軽にお問い合わせ
ください。

TOTO株式会社
中部支社　特販課

岩井 隆浩

お問合せ： TOTO㈱ 中部支社　特販課　TEL:052-308-4718  Mail: takahiro.iwai@jp.toto.com




