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表 紙
レーモンド設計の三重大学レーモンドホール、坂倉準三設計の旧上野庁舎は、全国に誇れるモダ
ニズム建築の少ない三重県にとって貴重な存在です。三重地域会員はこれらの建築に関わって一
般の方々の建築への関心を高めるべく、さまざまな活動をしています。
今年度の建築文化講演会は若手建築家 大西麻貴氏を講師に招き、狙い通り若い世代の聴講を集
めました。三重短大への授業協力も、より積極的に取り組んで、学生の JIA の認知度を高めるこ

服部 昌也（JIA三重）
八武組

とを頑張っています。
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Mie University Raymond Hall Story

レーモンドホール物語 ①
水産食堂内部（『三重大学水産学部誌』）

三重大学は海に近い大学で、敷地は

そこから少し南の水産学部の一郭にあり、 れは第 1 巻がアントニン・レーモンドだっ

伊勢湾に面している。ここには、陸側に

それほど混んでいないので、私は水産食

た）に紹介されているレーモンドの自邸兼

三つの出入口がある。最も北にあるのが

堂に足を向けることが多かった。メニュー

事務所にそっくりに見えた。自邸兼事務

前身校の一つ、三重高等農林の門を継

は少なく、そば、うどんやカレーライスが

所は昭和 20 年代竣工のはずである。水

承する正門で、その南の国道に面するの

主であった。カレーライスには紅生姜が

産学部の一郭が整備されたのは昭和 40

は門とは言わず単に大学病院前、敷地南

添えられ、味噌汁が付いていたような記

年 代なので、年 代が合わない。しかし、

辺の海寄りにあるのが南門である。レー

憶がある。

丸太の柱や梁はもっと古びているようにも

モンドホールは、この南 門の脇 にある。

ここに足を向けたのは、混んでいなかっ

見える。地棟の下端には、多くの埋木が

木立の陰になるので、見過ごし兼ねない

ただけではなく、その建物に惹かれたか

あって、改造を受けているようでもある。

平家の建物である。

らでもあった。軒の低い単純な木造の切

何よりも、ここにレーモンドの設計を思

レーモンドホールの名は、平成 15 年、 妻造金属板葺の細長い建物で、RC 造の

わせる建物があること自体が不審だった。

この建物が登録有形文化財となる際のも

厨房が取り付いている。外観はあまり見

また、全集第 1 巻には詳しい作品年譜が

ので、本来の名称ではない。移築を経て

栄えがするわけでもない。平側右端近く

あるが、水産食堂らしきものは出てこない。

いるので、本 来の場 所もここではない。 の入口を入ると右手に便所と和室がある

レーモンドの作品なのか、それとも別人

しかし、物語はここから始めることにしよう。 ほかは間仕切りがなく、全体が１室のホー

の作品なのか、誰がどんな事情で設計し

ここでは、この建物は長く水産食堂と

ルとなっていた。棟通りと平側に丸太の

た建物なのか、不思議で仕方がなかった。

いう名で呼ばれていた。私が水産食堂と

柱が立ち、桁も丸太で、桁から地棟にか

しかし、謎は解けて見ると、不思議な

出会ったのは、昭和 56 年のことである。 けては丸太の登り梁が掛かっていた。丸

ことではなかった。昭和 50 年に刊行さ

この年、私は三重大学工学部建築学科

太は飴色に鈍く光っていた。表と裏の平

れた『三重県立大学誌』には、
「図書館

の助手になった。建築学科が創設された

側には全く壁はなく、表側は腰窓が、裏

は伊勢神宮の社殿を思わせるような杉丸

のはその前年４月で、翌 56 年に教員（当

側は軒桁までの背の高い掃き出し窓が連

太組みの平家であった。これは前の帝国

時は教官と言った）が配置された。中祐

なっていた。軒が低いのに、内部空間は

ホテルを設計したフランク・ロイド・ライ

一郎、谷川恭雄、今井正次、相良和伸

屋根勾配を反映して意外に高く豊かで、 ト氏の高弟で、該建築にも携わったアン

の各先生が４月に着任し、私は７月の採用

窓からの眺めは良いとは言い兼ねたが、 トニン・レイモンド氏の設計によるもので

だった。学科の建物は影も形もなく、教

それでも平凡な風景と明るく穏やかな光

ある。このユニークな建物は江戸橋キャ

室を共同の教官部屋としていた。

を導いていた。

ンパスに移築され、厨房を取り付けて食

工学部に近い生協食堂は昼時、いつ

食堂の木造部分は、刊行されて間もな

も学生たちで賑わっていた。水産食堂は

い三一書房の『現代日本建築家全集』
（こ

レーモンド自邸兼事務所（レーモンド設計事務所提供）
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水産食堂外観

堂に転用されている。」とあった。
やはり、レーモンドの作品で、三重県

菅原 洋一

ホール
厨

三重大学名誉教授

房

水産食堂平面図（菅原研究室実測）

立大学構内（ここは津市大谷町で現在、

畳部屋を設置するなど内部を大改造

言われてみると、この建物がレーモン

三重県総合教育センターと三重県立美術

し、従来の知徳の糧を提供する場か

ド設計であることを示すのは『三重県立

館がある）に、昭和 26 年に建築された

ら、身体の糧を与える食堂へと変身

大学誌』の数行のみで、作品集などで紹

図書館だった。

することになったわけである。

介されたことはない。釈然としない点を

このいきさつを正確に述べるのは骨が

残しながらも、私はそれ以上の探索を行

折れるので、後の機会に譲ることにして

県立大学の他の建物が取り壊される中

うことはなく、1 枚の写真を撮影すること

先に進むと、水産学部と医学部からなる

で、これだけが移築されたのだった。同

もなかった。このため当時の内部写真は

三重県立大学は、昭和 47 年を期して農

誌は更に、食堂となってからは卒業の際

不鮮明な『三重大学水産学部誌』の掲載

学部と教育学部からなる国立の三重大学

はここで祝賀、謝恩会を催すのが恒例で、 写真を転載するしかない。外観写真はそ

に移管されることになった。移管の前提

卒業生、教職員は手をつなぎ、輪をつくっ

の 10 数年後に撮影したもので、また、平、

として、まず、昭和 44 年に三重大学の

て全国の水産系の大学で愛唱される「水

立、断面図もその後、研究室で実測した

隣接地に県立大学が移転整備された。こ

産放浪歌」を歌い、別れを惜しんだこと

ものであるが、いずれも食堂当時と変わっ

の時に、当時県立大学図書館水産分館

を記している。学生、教職員、OB が愛

てはいない。

であったこの建 物だけは解 体 移 築して、 着を寄せてきた建物だったのである。これ

ともあれ、好きな建物であることに相

現在の位置に再建されたのだった。水産

がレーモンドの作品、それも全国的には

違なく、私はここで漫然と天ぷらそばや

学部の 40 周年を記念して刊行された『三

知られていない作品であった。

カレーライスを食べ、ここが不要のものに

重大学水産学部誌』は、次のように記し

建築学科では設計製図の非常勤講師

なったら払い下げてもらい、改修して自

として、藤川壽夫先生をお招きしていた。

邸にするのも良いなと妄想をふくらませて

以上のことを知ってから、今井正次先生

いた。当時、熊本大学教授であった木島

と私とで、藤川先生を説明なしで水産食

安史氏が、旧制熊本高等工業の講堂を

定されると、この水産分館の建物は、 堂にご案内したことがある。藤川先生は

阿蘇に移築して自邸とし、建築の雑誌に

昭和 44 年に江戸橋の現在地に移

反応を示されなかった。レーモンドの設

紹介されたことがあった。それに刺激を

築された。県大から国大へ移築され

計と種明かしをしても、藤川先生はそれ

受けた妄想だったのかもしれない。

たものは、この図書館のみでやはり

に懐疑的だった。この建物は柱の直上で

由緒ある建物は廃棄されることはな

桁と桁を継いでいるが、木造を知ってい

かった。（中略）この建物の利用につ

る人ならこんなことをしない、レーモンド

いては多くの議論が重ねられ、種々

じゃないだろう、というのが藤川先生の

の提 案もあった。結 局 厨 房を増し、

意見だった。

ている。
県立大学が国立移管されることが決

水産食堂西立面図（菅原研究室実測）

水産食堂断面図（菅原研究室実測）
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JIA

三重発

三重短期大学生活科学科住居環境コース 出前授業

小さな試みと検証の繰り返しが見据えるその先
1年生住宅課題の講評会の様子

業終了後に学生にはアンケートに協力して

えることで、実際の仕事と同じようなこと

JIA 三重の、三重県内の学校に対する教

もらい、建築を学び始めて間もない学生に

ができたのかなと思った」学生も。

育支援活動も４年目となる。2019 年度は、

設定した敷地や手法がうまく学生に意図が

昨年に引き続き、会員でもある三重短期大

伝わっているか確認を行った。

４年目の教育支援活動

学教授の木下先生の協力のもと、住居環
境コース 1 年生の住宅課題でエスキース・
最終講評会の 2 回の出前授業と、2 年生

また、
「あなたはこの課題を進める上で、
エスキース段階で 1/100 のスケールで複数
案の作成を試みましたか？」という質問に

学生の意見の集約
「あなたはこの課題を通じて、設定され

の卒業設計中間発表の講評会に参加した。

た敷地や敷地周辺の特性を考慮して設計す

3 回の出前授業の会員参加は延べ 12 名で

ることの大切さを学びましたか？」という質

あった。

問に対しての回答は、33 人中「はい」30 人・

対しての回答は、33 人中「はい」23 人・
「い
いえ」10 人であった。７割ほどの学生が試
みたというまずまずの結果となった。
教育支援活動の先に見据えるもの

三重短大への協力は 3 回目となるが、1

「どちらでもない」3 人・
「いいえ」0 人であっ

アンケートの結果から、学生たちの場所

年生の住宅課題に関しては過去 2 回の授

た。9 割ほどの学生が理解してもらえたと

や敷地への意識の高まりにほっと安心する

業協力の中から見えてきた改善点をメン

いううれしい結果となった。

と共に、仕事へのリアリティを感じてくれた

バーで話し合い、木下先生へ提案させて頂

次に「前問で「はい」と答えた方へ、な

様子でうれしかった。ただエスキースの手

くことにした。それは大きく 2 点。一つは

ぜそう思いましたか？また実際にどのような

法は、もう少しレクチャーで落とし込みが

敷地を変えること。もう一つはスタディ方

形でそのことを計画に反映できましたか？」

必要だったと感じた。また今年からの試み

法を変えることだった。

という問いに対して、下記の回答があった。

として、2 年生卒業設計の中間発表の講評
にも参加協力し、現在その学生たちに卒業
設計の発表の場を提供できないかと検討を

これまでの検証から
これまでの敷地は、旧伊勢街道に面して

進めている。地方で建築を学ぶ学生や若者

いるものの周囲に街道らしさは残っておら

に、さまざまな機会を与えることができれ

ず、初めて実際の敷地で設計を行う学生に

ばと思っている。その一方で、限られた人・

とっては、敷地を読み取る力を養うことが

時間・予算で活動する地域会。大学・学生・

難しいのではとの意見が出た。そこで、学

アンケート

会員にとっても意義あるこの活動が、継続

校周辺を歩き回り特徴ある敷地をいくつか

＜敷地を手掛かりに設計を進めることへ

的に行われうまく循環する仕組みづくり（例

リストアップし、木下先生と打合せの結果、

の理解を深めた感想＞

えば業務と認められるなど）を授業の充実

田園風景が広がる住宅地と田園部の境界
地を選んだ。

「方角・景観・道路など敷地の特性を

と同時に考える時期にきているのではない

考慮することで、よりその景観にあっ

だろうか。このような小さな試みと検証の

た建物をつくることが出来ると思っ

繰り返しが、学生に建築の魅力を伝えるだ

た」
「設計する上で敷地を見に行くこと

けでなく、地域会の活力を生む萌芽になる

はイメージをふくらませるために重要

ことを祈っている。

だと思った」
＜敷地を考えることからより具体的に環
境や暮らしのことを考えた感想＞
敷地周辺写真

「風が強い場所だと感じたので屋根を

次に、エスキースに求める検討案の縮尺

アーチ型にし、風を逃がし抵抗を少な

を 1/50→1/100 とした。これまでは１つ

くするデザインとした」
「敷地にあった

の案を考えるだけで時間がかかり、複数案

家を建てることが、その家での暮らし

の検討まで行きつかない現状があったから

やすさに繋がると思った」

だ。そしてエスキースチェックに加えて、上

その他、
「他の人の作品を見て、私は景

記２点を伝えることを意識したショートレク

色を全然いかせていないと痛感した」とい

チャーを開催することで意図を明確化。授

う意見や「敷地や周辺環境を考慮し家を考

4
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2年生卒業設計中間発表の様子

森本 雅史（JIA 三重）
森本建築事務所

裏手にある広大な畑で育てられている葡萄

JIA

三重発

は、
「修道院ワイン」となり、多治見産のワ

建築ウォッチング

瀬戸・多治見 やきもの三昧の旅

インとして親しまれています。私も一本買
いまして、ありがたくいただきました。
■多治見市モザイクタイルミュージアム

今年度の JIA 三重地域会 建築ウォッ

チングは、2019 年 11 月 9 日に、一般参

「窯垣」が続く狭い小径は歩いているだけで

大正時代、旧多治見町あたりで始まっ

も、やきものつくりに生きた洞の職人たち

たタイル産業は戦後、モザイクミュージア

加者及び JIA 会員、総勢 25 名の参加で、

の息吹を感じさせてくれる、楽しい場所です。

ムのある笠原町を拠点に隆盛します。この

向かいました。

■セラミックパーク

ミュージアムは 1995 年ごろから町の有志

集合場所の桑名駅前からまず、愛知県に

MINO
■愛知県陶磁美術館

1960 年に、当時発掘された猿投窯が陶

岐阜県東濃地域において文化振興と産

が集めていたモザイクタイルのコレクション
をもとに、2011 年ごろに建築史家でもあ
る藤森照信氏に設計を依頼。

業支援のために構想されたのが、セラミッ

ユニークな坊主頭のような外観は、タイ

磁史を刷新する発見となり、
「陶磁器文化

クパーク MINO です。日本初の試みとし

ルの原料になる粘土を切り出す採土場を模

のメッカ」に相応しい施設を求める声が上

て、施設内で陶芸の体験をすることができ

したものだそうです。外観がユニークなだ

がって建てられました。建築史家・村瀬良

る陶芸美術館と、岐阜県最大の展示ホー

けでなく、展示物にも趣向が凝らされ、タ

太による見どころがイラストで詳しく説明さ

ルや各会議場を擁するオリベスクエアから

イルを使った工作体験などもできるので、

れたパンフレットを用意していただき、建

なる複合施設となっています。設計は建築

老若男女にも人気がある建物です。

築家・谷口吉郎が最晩年に設計を手掛け

家・磯崎新です。主な特徴は、敷地の持

た本館をめぐりながら、学芸員の方に建物

つ貴重な自然環境をできるだけ保存するた

最後に、今回のこの建築ウォッチングの

の魅力についてご解説いただきました。こ

め、主要な施設は谷間の地形の中に半ば

の建物は谷口吉郎の名作なのですが、完

埋め込まれるような形で配置されているこ

行き先の情報収集については JIA 岐阜地

成を待たずして逝去したため、谷口建築と

とです。当日は屋上広場・回廊・2 階テラ

して知られる機会はほとんど無かったとい

ス部分のタイル工事のため、多くを仮囲い

うことです。

で覆われ、一部は工事の為見学できません

「陶磁器文化のメッカ」に相応しい、タイ

でした。

地域会及び、T さんにこの場をお借りして、
御礼申し上げます。

そして、三重支部のこの建築ウォッチ
ングを毎年楽しみにしていただいて、来て
くださる一般の方や、学生さんがみえま

ル装飾にこだわりのある素敵な建築でした。
■多治見修道院
■瀬戸観光コース

域会にご協力いただきました。JIA 岐阜

す。感謝してます。今年もツアーが終わって、

1930 年に、ドイツのモール神父により、 「来年も来てねー」と学生さんに声かけたら、

尾張瀬戸駅にある中心市街地から東にあ

日本の修道士の養成を目的に建てられた修

来年は就職なので来られないとのことでし

る洞地区は 19 世紀以降やきものの生産の

道院。中世ヨーロッパを思わせる外観、ス

た。残念でしたが、できれば今後もできる

最盛期を迎える中盛んに陶芸生産が行われ

テンドガラスや壁画が美しい大聖堂です。

だけこのツアーを続けて、多くの方と良い

ていた所で、
「洞・窯垣の小径コース」とい

そして、心を癒してくれる緑あふれる庭が

交流ができればと思いました。

う観光コースを観光ボランティアのガイドを

あります。礼拝堂に入ると、正面中央に祭

お願いして観光しました。そして、江戸時

壇があり、半円形ドームの天井に鳩と、周

代に建てられた窯元の邸宅や竜宮造りとい

囲に 7 条の光の線が描かれています。天井

う珍しい山門のある宝泉寺を見学しました。

に近いステンドグラスからの光と内部の雰

不要になった窯道具を積み上げて作られた

囲気は神聖な気持ちに導かれます。教会の

川崎 貴覚（JIA 三重）
川崎建築設計室
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JIA 三重発

会員研修

環境セミナー 2019

「Building

ニアリング、プロジェクト管理、サステイ

の建物配置や外通路、植栽を計画してい

ナブル・コンサルティング、セキュリティ

ます。風の流れから人々が過ごしやすい

コンサルティング、IT および通信技術コ

ように考えられています。

ンサルティングサービス事業など。世界

・スイデンテラスは山形県庄内平野に広が

各地で 15000 人のスタッフが従事し、日

るの水田の中に建つホテル。水が豊富な

本では約 100 人が活動しています。

Physics in Arup」

講師：清野新

山下 和哉（JIA 三重）

■Building Physics（建築物理）アラッ
プの全体的な考え方

米どころならでは可能な自然要素を取り
込んでいます。水田の水辺を通る風を窓
から取り込んだり、豊富な地下水をくみ
上げ、建物内の冷暖房にする仕組みを作

清野氏は環境部門を担当していて、様々

り上げています。アラップの提案した水の

な建築家と協働し優れた建物を作ってい

利用方法が、もはや建物全体を表現する

ます。光、熱、風、水など自然環境の要

コンセプトに成長しているように思えま

素を物理的に分析し、建物の設計上で操

す。

作しながら問題を解決し、さらに豊かな

建築デザイン研究所

■2019 年 12 月 7 日、三重大学レーモ

ンドホールにて、JIA 三重 環境セミナー

2019 が開催されました。講師の先生は
Arup の清野新氏で「Building Physics

空 間 を 作 って い く、そ れ を Building

Physics( 建築物理 ) と呼んでいるとのこ

とです。
具体的に 3 つの手法で作られた建物を

紹介されました。

in Arup」のテーマでお話をされました。

JIA 会員やそのスタッフ、三重大学生が
集まり熱心に聴講いたしました。

■Arup の紹介、世界の仕事、日本の仕事
はじめに、Arup の世界の仕事と日本での
活動を説明されました。

Arup はデンマークで創設者オーヴ・ア

ラップ氏が 1946 年に専門的なコンサル

3. How to create the variable
Microclimate

（多様な微気候空間を創り出す）
・みんなの森・ぎふメディアコスモスは日
射量が多い岐阜の太陽光を操作。2 階に
ある天井のグローブは豊かな日射を取り

1. Design With Climate

込み、柔らかく拡散されています。その

（気候に合わせた設計）

グローブと天井ルーバーの形状は建物の

・Tainan Art Museum は台湾の台南中

イメージを印象付けています。

西区に建つ美術館。台湾の気温と太陽高

度変化を読み取り、積層する建物の上に

・YAOKO のオフィスでは熱の感じ方と体

感温度指標から、水を使った床冷暖房を

大屋根をかけ、人々が過ごしやすい建物

実現しています。床冷房はすごく温度が

にします。その大屋根は日差しの角度に

下がるわけではなく、床以外からの遮熱

より日射量が変化する fractal roof と、

や気流を組み合わせ、暑さを感じさせな
いようにするとのことです。床冷房のしく

的で設立。多様な分野の専門家が協働し

雨をしのぐ glass roof の 2 重構造で作ら

れています。その形が大きなインパクトを

みは初めて知りました。

て、より高い品質のプロジェクトを達成で

与えています。

ティング・エンジニアリンク業務を行う目

■最後に清野氏は大好きな「オーヴ・ア

きるような事務所を構築しようとしました。
業務内容は、意匠設計を除く、土木・

2. Maximize the Site Potential

ラップの言葉」
（写真参照）を説明され締

構造エンジニアリング、機械・電気設備

（敷地の環境ポテンシャルを活用する）

めくくりました。アラップは光をいざない、

エンジニアリング、火災安全設計、輸送

・Art Museum＆Library OTA は群馬県

水をめぐらし、風をうながしながら、熱を

交通技術コンサルティング、環境コンサル

太田市の駅前に建つ。冬は北側にある赤

ティング、地質地盤エンジニアリング、エ

城山からの北風をさえぎり、夏には南側

ネルギー・コンサルティング、材料エンジ

からの風が建物を通りぬけるように、5 つ

Arupの創設者オーヴ・アラップ氏

6
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あやつる魔術師のようです。

三重大学レーモンドホールにてセミナーの様子

JIA 三重発

講演会

建築文化講演会 2020

「人を愛する建築」
講師：大西麻貴＋百田有希
口を四方八方に設け、経路を水平方向に
木下 誠一（JIA 三重）
三重短期大学

展開し、何本もの道が交差したような形
をしている。この形に至るまで、関係者
が抱く様々な想いをスケッチにして、イメー

「人
1 月 18 日に大西麻貴氏をお迎えし、

ジの共有化を図ったそうである。その表

よって全体像を紡いでいるように思える。

を愛する建築」と題してご講演いただいた。

現は、絵本のイラストのようで、人々を夢

生み出された形態は、一見、複雑な様相

大西氏は、百田有希氏と共に活躍する新

の世界へと引き込む魅力が感じられた。

をみせるが、その空間に身を置き、体験

進気鋭の建築家である。当日、百田氏は
体調不良で欠席され、大西氏の単独講演

「Good Job! センター」では、施主が

提示した
「違いを認め、違いを大切にする」

となった。会場には約 130 名の方が集まり、 という言葉を空間として実現するため、

することではじめて理解できるのであろう。
是非、近いうちに訪れたい。
講演自体も、作品のシークエンシャル

今話題の若手建築家の話が聞けるとあっ

障がいの有無に関わらず、一人ひとりが

な空間と同様に、感動する建築との出会

て、学生が半数を超えるなど関心の高さ

思い思いに過ごせるよう、多様な居場所

いから、次第に建築の考え方や作品を発

が窺えた。

を創出している。大きさ、向き、色が異

展させていくストーリーで構成され、物語

講演は、中学生の頃に訪れたスペイン

なる壁、階段、家具などの要素を集めて

のようでもあった。穏やかな口調や独特

のサグラダ・ファミリアの話から始められ

空間を分節しつつ、互いの気配が感じら

なスケッチも相まって、時間とともに物語

た。一人の建築家が描いた夢を、死後も

れるように緩やかに繋げている。近作の

の中に引き込まれ、講演後も心地良い余

大勢の人が力を合わせてつくり続け、そ

「多賀町中央公民館」でも、複数の建物

韻が感じられた。今後、どのような展開

の様子が街のアイデンティティとなってい

からなる近江商人の家を参照して、いく

ることに感動して、建築家の道を志したそ

つもの部屋が坪庭を挟みながら雁行して

うである。続いて、大学時代を過ごした

連なり、各所に小さな居場所が散りばめ

京都の大徳寺について紹介があり、街か

られている。広いパブリック空間の中に、 てきたという。そして、
「人から愛しても

ら寺のアプローチ、建物、庭へと至る経

一人でも目的がなくても気軽に過ごせる

らうのではなく、自分や建築が人を愛す

路の豊かな空間を体験して以来、経路を

プライベート空間を設けることは、今後の

るという形で建築をつくりたい」と語り、

大切に考えるようになったとのことである。

公共建築のあり方に示唆を与えてくれて

演題を「人に愛される建築」から「人を愛

いると思う。

する建築」に変えたそうである。そこには、

初期作品の「二重螺旋の家」では、路

をみせるか続編が楽しみである。
大西氏は、中高生の頃から「建築は今、
人に愛されているのか」という疑問を抱い

地を引き込んだチューブ状の経路と、地

これらの作 品に共 通していえるのは、

域に開いた経路が重なり、建物外周を螺

周囲と無関係に自己完結するのではなく、

旋状に巻き上がる。その空間体験をイメー

地域や敷地のコンテクストを大切にし、 う強い想いが感じられた。講演の最後には、

ジして描いたスケッチは、各階が連続的

その文脈に応答する形で建築を構想して

訪れた高校生たちに向けて、
「建築の仕

に表現され、絵巻物をみているようで興

いることであろう。講演でも「建築の中だ

事は、人が生涯を過ごす空間の一つひと

味深かった。続く「house H」でも、周囲

けに体験があるのではない。だから、イ

つに関わることができ、空間を変えること

の道に繋がる外部の立体路地と内部の垂

ンテリア、建築、都市計画、ランドスケー

で人の人生も変わる。すべての建築家が

直動線が屋上の茶室で出会う。玄関も７ヶ

プを切り分けずに連続的なものとして捉

想いを込めてつくれば、世の中はもっと

所あって経路はいっそう複雑化し、住宅

え、経験全体を考えて建築を構想したい」

素晴らしいものになるだろう。
」と話された。

スケールに都市や集落を凝縮しているよう

と語っている。また、全体像を決めてから、 あらためて建築の持つ力と可能性を思い

な印象を受けた。さらに、規模の大きな
「東

部分に落とし込むのではなく、様々な居

起こさせるメッセージであり、多くの人の

根市公益文化施設」のコンペ案では、入

場所やシーンから発想し、複数の経路に

心に響いたのではないだろうか。

一人ひとりに想いを込めて建築を創造し、
建築を通して人々と幸せを共有したいとい
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お気に入りの
歴史的環境調査

玄関から西側に２列の座敷があり、南

み江戸期から昭和にかけて代々襲名する

側の２列は客間として北側列の３室は家

名家の８代目当主の養子として梅原猛が

族の部屋で３方に廊下が付き、西側の廊

育った家が内海駅近くに現存しています。

下は庭を囲って離れに繋がっています。

敷地面積 約 1900㎡。敷地の北側と

線
新
多
知
鉄
名

初代梅原半兵衛は味噌醤油醸造業を営

N

南知多町立
内海中

梅原猛先生
生家

主屋の東と北に蔵があり、北蔵の入口

内海新港

界されましたが、青少年期を過ごした生

南に寄って建てられています。
主屋は木造切妻屋根平屋建、桁行７間、

家として南知多町が所有し、南知多梅原

梁間４間、南面平入りで広々とした玄関

猛友の会により護られ、毎年秋に特別公

土間の北奥に炊事場があり、境に立派な

開を、また予約の上見学可能となってい

虹梁の木組が表しとなっています。

ます。

南側道路に面する外観

西側廊下より南蔵を見る

■静岡地域会
・3/30
静岡地域会役員会の開催
・4/21
静岡地域会役員会通常総会の開催
■愛知地域会
・3/21.22 NICCA 見学会、講演会：福井、金沢

日

時：2020 年 3 月 3 日（火）
〜8 日（日）9：30 〜 17：00 入場無料

場

所：三重県立美術館 県民ギャラリー

（3/3 は 13：00 〜、3/8 は 15：30 終了）

3 月 8 日（日）13:00〜ギャラリートーク開催

北蔵の鏝絵

・4/15

より実務を感じさせるものとできた短大の設計

の特集のように中心的な

授業への協力は建築を学び始めの若い世代と

イベントはありませんが、

のつながりを持てた事業でした。三重地域会

会員と地域のつながりを

員数は 30 名ほどですが、他に負けないくらい

伝える内容でまとったと思います。レーモンド

の地元活動をアピールできたと思います。また

ホールや旧上野庁舎は長い間の記憶を辿る文

少人数の会からの依頼に応え、遠方からの来

章で建物への愛着深さと建物との関わりかた

演や貴重な寄稿をいただけるのは JIA の大きな

の模範が示されているように思えました。案内

メリットとこの号で感じるところです。

2020―03

第 11 弾

〜恵那の石 （CPD3 単位予定）

※希望者は懇親会があります。（会費は別途）

なりました。静岡、愛知

ARCHITECT

場所：グランベール岐山

TEL:052-263-4636 FAX:052-251-8495

生の聴講となった文化講演会と、課題提案で

8

2020 年度 定時総会

■三重地域会
・3/3 〜 8 JIA 三重 建築展 2020「建築の歩み」
同時開催 三重短期大学卒業設計展
三重県立美術館 県民ギャラリー
・4/2
三重地域会 総会

●本号は三重の特集と

のため学校へ出向いた甲斐あって多数の高校

川口 亜稀子（JIA 愛知）

日
時：2020 年 4 月 2 日（木） 8：30〜18：00
コ ー ス：JR 恵那駅前集合（希望者は JR 岐阜駅前可）
【貸切バスにて移動】
〜つげ石材（本社工場 / 採石場）〜紅岩山荘にて昼食〜
〜恵那峡遊覧船クルーズ〜中山道広重美術館〜恵那散策〜解散
参 加 費： 3,500 円（昼食代は別途）【定員 24 名】※先着順
問合せ先：（公社）日本建築家協会東海支部 Email: shibu@jia-tokai.org

TEL：0595-96-8175

編集
後記

建 築 年：明治初期頃
参考資料：南知多町 HP
梅原邸パンフレット

素材を訪ねる旅シリーズ

三重短期大学卒業設計展

問合せ先：JIA 三重事務局（Hiro 設計室）

所 在 地：愛知県知多郡南知多町
大字内海字馬場 22・23 合併地

玄関から炊事場を見る

Bulletin Board
同時開催

246

Liv設計工房

■岐阜地域会
・3/12
第９回役員会
場所：ハートフル G. 小研修室
・4/2
愛知地域会との共催
「素材を訪ねる旅」〜恵那の石〜
場所：恵那市 つげ石材 他

JIA 三重 建築展 2020 「建築の歩み」

内海北

内海

梅原猛氏は、2019 年１月に惜しくも他

離れ、渡り廊下、東蔵、北蔵が敷地の東

内海駅

247

南側が道路に面していて、長屋門、主屋、 には凝った鏝絵が施されていました。

内海駅東

52

（服部昌也）
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旧上野市庁舎の今
2013 年「人間のための建築」国立近現代建築資料館

昨年 2019 年 12 月 8 日「旧上野市庁舎」の見学会が鹿児島大学の鰺坂徹教授の案内で開かれた。周知期間が短かったにも関わ

らず市内外から 170 名余りの方々が訪れ、改めて坂倉準三のモダニズム建築に魅了された様子であった。2019 年 3 月「旧上野

市庁舎」は伊賀市の文化財に指定されたが、その後初めての公開である。

● 坂倉準三の功績
坂倉準三は 1960 年から 1966 年にかけて、

の緑を背景に景観との調和を考慮した低層の

おり、2015 年 6 月にドコモモ・ジャパンが「旧

伊賀市上野公園の麓に「上野市公民館（中央

モダニズム建築である。一人の建築家によっ

上野市庁舎」を「日本におけるモダン・ムー

公民館）
」
「上野市立西小学校校舎及び体育館」

てこれだけの公共施設が一定の区域に集中し

ブメントの建築」に選定、さらに 2018 年 12

「上野市立崇広中学校校舎」
「三重県上野庁舎

て設計された例は他にはないであろう。その

月には日本イコモス国内委員会が現存する坂

（上野市庁舎北庁舎）
」
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後の経過で現存するのは「旧上野市庁舎」
「西

倉建築を旧城下町の都市景観にあわせた近代

ス」
「上野市庁舎（南庁舎）
」の 7 棟を設計し

小学校体育館」
「白鳳公園レストハウス」の 3

建築群の代表例として「日本の 20 世紀遺産

ている。いずれも上野城の天守閣を頂く城山

棟のみであるが、これらは高い評価を受けて

20 選」に選定している。

● 旧上野市庁舎をめぐる 15 年
改めてこの「旧上野市庁舎」をめぐる 15

館の 3 棟を解体することになるが、南庁舎の

活用に関する予算は議会の最終承認を得てい

年間の歴史を振り返ってみる。市庁舎の建替

場所は駐車場用地とされ、新築工事期間中の

ない。市の方針は交流型の新図書館を中心に

えについて検討が始められたのは 2004 年合

仮庁舎の一部として使用することとなり、他

その他観光施設などを配置するものであるが、

併伊賀市が誕生しその翌年 2005 年のことで

の 2 棟が 8 月に先行解体された。ここで旧

建設主体や運営主体の問題をめぐって市議会

ある。現庁舎の建替えとその候補地について

上野市庁舎の運命は尽きたかに思えた。しか

の意見との調整ができていないのである。現

外部専門委員会や庁内委員会などで検討され

しこの年の 11 月市長選挙が行われ、現在の

在、市は民間企業の参画を得るべく「サウン

ていたが、結論が保留される中、新市長が誕

市長が就任することになり事態は急転するこ

ディング型市場調査」を行い 5 月までに結論
を得ようとしている。

生し新庁舎を現位置で建替えたいとの見解を

とになる。市長は残った南庁舎を保存、利活

示 し た こ と で 事 態 は 動 き だ す こ と に な る。

用することを基本政策としたが、取壊しを考

2009 年から 2011 年の間、建替えをめぐっ

える市議会の意見と対立し、新庁舎を移転、

岡市庁舎がすでに姿を消し、羽島市庁舎は新

て賛否両論の意見や要望が出され、市議会の

建設位置を県庁舎の隣とする市条例が可決さ

庁舎の建設が敷地内で進む中、保存方針の下

見解も二転三転する。2009 年秋、市民団体

れるのは 2 年後の 2014 年 9 月になる。そ

で今後の成り行きが注目される、戦後モダニ

による「坂倉準三建築展」とシンポジウムが

の後も旧庁舎の存続をめぐって意見が対立し

ズム建築の多くが取り壊される危機にあって、

開催され、2010 年早々には JIA 東海支部が

たまま時間が経過し、結局のところ移転先で

「旧上野市庁舎」が指定文化財となり、改め

「伊賀市庁舎及び中央公民館の保存と活用に

の新市庁舎の建設が始まるのは市長再選後

て市民のための建築として再生されることの

坂倉準三設計の庁舎建築で、呉市庁舎、枚

関する要望書」を市長あてに提出している。

2017 年 4 月になる。工事完成は 2018 年 12 月、

建築史上の意義は大きく、早期の実現が期待

しかし結局のところ 2011 年夏、新庁舎を現

翌年 1 月から新庁舎での業務が開始され、そ

される。

位置に新築建替えとする予算が議会で可決さ

れ以降「旧上野市庁舎」は空き家となっている。

れ、2012 年設計案が提示された。そこでは

この数年の間、建物の耐震性や耐久性の検討、

伊賀市庁舎の南庁舎、北庁舎、及び中央公民

利活用方法の検討が進められているものの、
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