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表紙：服部高志（HATTORI DESIGN）

服部 高志 （JIA愛知）

HATTORI DESIGN

世界有数のゴシック建築、イタリアのミラノ大聖堂。旅行や買物、映画撮影などで賑わ

う観光名所として知られますが、住民の生活に欠かせない磁場としての顔も持ちます。

若者が集い、年配者が憩い、家族はミサに。夏は広場が野外ライブ会場に、冬にはスケー

トリンクが設置。クリスマスにはファサードに映像投影。カトリックの教会ながら東日本大

震災の際には、被災者への祈りも捧げられました。

建築の素晴らしさを改めて感じます。

服部高志さんへの表紙依頼
ご入会いただき2019年 2月JIA新入会員のガイダンスで初めてお逢いしました。ミラノと日本にオフィスを構えて家具などのデザインをしていらっしゃるとご紹介をいただい
た事がとても印象に残りました。インダストリアル、オリジナル共に優れたデザインを発信し、文化芸術に優れた国イタリアでのリアルな体験談や日本との違いなどを写真と共
にご紹介いただける事に期待して依頼し快諾いただきました。
服部様、私の文面は気にせずに制約なく肩肘張らず寄稿をお願いいたします。　　  　ブリテン委員（広報室長）　パカンパニー1級建築士事務所　伊藤 彰彦（JIA愛知）
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■静岡地域会
・4/21 静岡地域会役員会通常総会の開催
 懇親会の開催
 場所：ペガサート

■愛知地域会
・4/13 愛知地域会監査
 総会時に「建築家＋Vol.2」の発行予定

■岐阜地域会
・4/15 2020年度 定時総会
   場所：グランベール岐山

■三重地域会
・4/22 三重地域会 通常総会
   場所：アスト津　4階会議室 2

日　　時：2020年 4月 7日（火）
 　　　　   ～12日（日）
 10：00～ 18：00  
 （最終日は 17:00まで）
入 場 料：入場無料　
場　　所：東桜会館
 名古屋市東区東桜 2-6-30
アクセス：地下鉄 「新栄町駅」 1番出口　徒歩 5分
 「高岳駅」3番出口　徒歩 5分
 お車の場合　153号線「芸術創造センター前」信号を
 西へ約 100m　駐車場 39台（無料）
主　　催：（公社）日本建築家協会（JIA）
 東海支部愛知地域会　美術サロン
問合せ先：代表幹事　田中 英彦
  TEL：052-913-8168

JIA愛知　美術サロン展
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Mie University Raymond Hall Story

　レーモンドホールが水産食堂として親

しまれていた当時、三重大学には生物系

の学部が二つあった。一つは水産学部で、

三重県立大学に遡る。もう一つは農学部

で、こちらは大正 10 年に設立された三

重高等農林を前身とする。水産学部と農

学部は対抗意識も強く、大学祭などの行

事ある毎の学生たちの張り合いは見物

だった。しかし、この二つは昭和 62 年

に統合して生物資源学部となり、数年の

後に農学部の位置に新しい校舎が完成し

て、水産系の学生や教職員はそちらに移っ

ていった。統合にあたって作成された『三

重大学水産学部誌』の、水産食堂につい

ての文章は次のように結ばれている。

約 40年間、水産学部とともに風雪

に耐えてきたこの建物は、今はすす

けた目立たない存在となっている。

水産学部が生物資源学部へと再編さ

れ、新校舎に移転した後には、残さ

れた水産食堂はどうなって行くので

あろうか。1年でも永く、これからも

大切に利用され、生き続けていくこ

とを願っている。

　この建物は生物資源学部に引き継がれ

たが、大切に利用され、生き続けていく、

という願いも空しく、物置となった。建築

学科では、今井正次先生の発案で、造

形実習のためのアトリエとして利用したい

という働きかけをしたが、学部間の垣根

は高く、叶えられなかった。

　ある時、一時的に内部が美しく片付け

られ、入口の扉も取替えられたことがあっ

た。それは三重県立大学医学部の前身で

ある三重県立医科大学の教授を経て、後

に京大総長となり臨時教育審議会会長を

務めた岡本道雄氏から、あの建物はいま

どうなっているのか、一度訪ねたいという

話があったためと聞いた。

　その後、建物は物置に戻り、大学の片

隅で忘れられていった。私は、この建物

が生き続けるためには、全国的にという

以前に、学内的にも一部の人が知るに過

ぎないこの建物を知ってもらうことが、第

一歩になると思った。一教員のできること

は限られている。手を付けたのはその実

測で、平成９年のことである。当時の研

究室のメンバーを中心に、関心のある学

生が参加して、現状の平面図、立面図、

断面図、見上図を作成した。図面にして

みると、その暖かな空間が、ごく単純な

部材の構成によって成し遂げられている

ことが実感された。　

　更にこの実測図をもとに、模型を作る

ことにした。この建物の大きな特色は、

最小限の丸太材を組み合わせた構造にあ

る。そこで、模型は桁行の3スパン分の

部分模型として、その軸組を表現するも

のにした。大学院生たちの奮闘で、素木

の美しい模型が完成した。それは丸太に

影を映して、柔らかい表情を湛え、その

空間の魅力も伝えるものになっており、

私は大いに満足して帰宅した。しかし、

院生たちは完成したとは思っていなかった

ようで、翌朝私が登校すると、模型は褐

色に塗装されたものになっていた。気を

取り直して、模型写真を撮影し、説明文

を作成して展示パネルを作成し、ここで

作業は一旦打上となった。

　登録有形文化財の制度が始まったのは、

平成 8年である。きっかけとなったのは、

前年 1月17日の阪神・淡路大震災だった。

この震災は多くの人命を奪い、住み慣れ

た建物、親しまれた建物を奪った。しかし、

文化財指定を受けていない建物は、如何

に価値のあるものであっても、復旧に行

政の支援を受けることはなく、解体され

ていった。このことも背景の一つとなって、

生まれたのが登録有形文化財である。指

定文化財に比べて敷居は低く制約も緩や

かで、評価を受けることもなく消滅し兼

ねない建物を継承していく上で有益な制

度である。

　三重大学では、まず平成 14 年に三翠

会館が登録有形文化財となった。正門近

くに位置する木造 2階建、下見板張の外

壁の建物である。これは三重高等農林の

開校 10周年を記念する同窓会館として、

卒業生の募金で建設され、昭和 11 年に

竣工した。設計図が現存し、同校の工手

だった的場久壽雄が設計したことが知ら

れる。請負は三重県技手や名古屋の北川

レーモンドホール物語　②

構造模型（菅原研究室製作）見上図（菅原研究室実測、入口は下） 丸太材を用いた架構
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組を経て独立した、三重県河芸郡栗真村

大字町屋の加藤組加藤要作と伝える（同

窓会誌『三翠』）。

　これは津市内の登録第 1 号でもある。

私は第 1号として、大正 5年竣工の三重

刑務所の煉瓦造の正門を推したが、刑務

所が最初というのはどうも、という文化

財行政関係者の声もあって三翠会館がめ

でたく第 1 号となった。三重刑務所の正

門は法務省の判断により、今も文化財と

しての位置付けはなされていないが、美

しく維持管理されている。

　三翠会館の後に登録を目指したのが、

物置と化していた旧水産食堂で、登録に

先だって施設名称も三重大学レーモンド

ホールと改められた。設計者名を施設名

称に冠するのは異例で、その発案者が誰

かは知らないが、その後の建物の説明に

役立ったのは確かである。登録の手続の

際、必要となる書類の一つに、その価値

等について記す所見書がある。私は三翠

会館に次いで、所見書作成を担当した。

設計図などの関連資料調査は施設部が

担当し、レーモンド設計事務所に当初設

計図があることがわかった。また、津市

大谷町の当初所在地からの昭和 43 年の

移築の請負工事契約書、設計図も確認

できた。更に当初施工時の大成建設の担

当者島地章雄氏からお話しを伺うことが

できた。これらを総合すると、当初の設

計はアントニン・レーモンド及びレーモン

ド建築設計事務所、施工は大成建設、

移築整備の設計は東京都所在の近藤建

築設計事務所学校建築研究所、同じく

施工は淺沼組であった。

　当初の平面は正面側に入口、便所など

のほか、図書事務室、書庫があり、奥は

閲覧室で、入口と閲覧室の境にはカウン

ターがあった。また、棟通りには閲覧室

と書庫を隔てる隔壁があった。移築では、

棟通りの隔壁を撤去して1室の食堂ホー

ルとし、一部に便所、和室、休憩室、

食品庫などの小部屋を設けている。この

際の建物名称は、三重県立大学水産学

部食堂兼ホール棟とされている。私が最

初に不審に思った地棟下端の埋木類は、

隔壁の痕跡を隠すものだった。

　食堂として利用するための変更はある

ものの、移築では当初の建物が備えてい

た特質の維持に注意が払われていること

がわかった。所見書には、最小限の構造

体で構成される架構が空間全体に強い秩

序を生み出していること、レーモンドが戦

後試みた木造建築デザインの先駆的な位

置を占めることを特に記した。

　こうして、レーモンドホールは平成 15

年に登録有形文化財となった。三重大学

での登録第 2号、津市内としても登録第

2号である。登録基準のうち、造形の規

範となっているもの、が該当するとされ、

特徴・評価は「アントニン・レーモンド設

計の木造平屋建建築。当初は三重県立

大学の図書館として建設された。前面ガ

ラス戸とする開放的南面や丸材を用いる

架構等が特徴で、戦前から戦後にかけて

に建てられた木造によるレーモンドスタイ

ルの好例といえる。」とされた。

三重大学名誉教授

菅原 洋一

三重大学三翠会館

移築整備設計図（昭和 43年、入口は上）

三重刑務所正門

南面軒廻り
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㈱アルフレックス ジャパン
田中 光一

【趣旨】　
　2月 7日（金）~8日（土）の 2日間で、
JIA愛知研修委員会と JIA愛知法人協力
会共済によるCPD研修見学会を開催し
ました。今回は、関西方面を中心に、法
人協力会企業の施設、施工完了現場の視
察と、3つの建築物の視察を行いました。
＜参加者＞
会員16名、法人協力会員 5名
右記のスケジュールで研修旅行を行いま
した。

＜1日目＞
法人協力会企業 施設、
施工完了現場の視察
・パナソニック㈱ パナソニックミュージア
ム（大阪府門真市） 施設見学
・大光電機㈱ 大光電機技術研究所
（大阪府東大阪市） 施設見学
・㈱エフワンエヌ グランフロント大阪
（大阪駅前） 施工完了現場 視察
・懇親会

＜2日目＞
・大阪万博公園 見学
・竹中大工道具館 見学
・ヨドコウ迎賓館（旧山邑邸） 見学

【2日間のまとめ】
＜1日目＞
　最初の研修先は、「パナソニックミュー
ジアム」。「松下幸之助歴史館」と「ものづ
くりイズム館」を見学し、松下幸之助氏
の人生とパナソニックのものづくりの歴史
を学びました。次に「大光電機技術研究
所」へ移動し、普段は見ることのできな
い照明器具の試験現場とこだわりのオフィ
スを見学しました。そして一行は、大光
電機の前芝社長に見送られながら次の視
察現場「グランフロント大阪」へ。グラン
フロント大阪では、エフワンエヌさんのク
リスタルハードによる光沢のあるコンク
リート床の施工完了現場を視察しました。
　いずれの見学先においても、正会員さ
まは皆、興味津々で多くの質疑応答が行
われており、とても活気に溢れた視察と
なりました。
　また、懇親会もとても一体感のある会
となり、正会員さまにも喜んで頂けたと
思います。

＜2日目＞
　2日目は「大阪万博公園」の「太陽の塔」
から見学。初めて見る太陽の塔の内部に、
圧倒されました。その後は、神戸市へ移
り「竹中道具館」にて、貴重な大工道具
と木造建築を見学しました。日本人の繊
細さと技術の高さを改めて気付く事が出
来ました。そして時間も残りわずか、名
残惜しむように一行は最後の見学先であ
る「ヨドコウ迎賓館（旧山邑邸）」へ。高
台の高低差を活かした設計で、細部まで
拘った意匠がとても素敵な建物でした。
どの見学先も、とても素晴らしく充実し
たものになりました。
　見学先を選定いただいた研修委員会の
正会員さま、見学先をご提供いただいた
法人協力会企業の皆様、本当に有難うご
ざいました。
　法人協力会では、今後とも正会員さま
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、今
後とも宜しくお願い致します。

JIA 愛知発 法人協力会 2019年度 CPD研修見学会

法人協力会企業他 
関西方面視察

JIA愛知研修見学会

　パナソニックミュージアムのものづくりイズム
館には歴代の広告、商品があります。それら
を眺めていると懐かしく思いました。世代が違っ
ても、趣味嗜好が違っても、何かは懐かしく思
えるだけの充実度がありました。かつての社名
「ナショナル」はその名の通りでした。
・色が出てます／業界シェア３位争い
　大光電機研究所では、滅多に見ることのな
い配光測定装置を実際に動かして見せていた
だきました。その他にも六価クロム測定やノイ

ズチェック、防音室による騒音測定などを見学
しました。照明器具が世に出るまでの大変さを
垣間見ることができました。研究所の建築も魅
力的でした。幹線道路沿いに建つため、ファサー
ドは窓のない壁です。大光電機さんの色である
青系統のタイルがいい色を出していました。また、
それ以上におもてなしをしてくれた大光電機さ
んの人たちに色が出ていることを感じました。
・何気なく見えて／人に踏まれるほど磨かれる
　「大阪」の中心地ＪＲ大阪駅にあるグランフロ

ント大阪の床＝建築好きの人でもつい見過ごし
がちな部位をエフワンエヌさんの説明を聞きな
がら、改めて見ました。多くの人が歩くという
過酷な条件だからこそ磨かれる魅力がありまし
た。大阪に行った際には床も見てみると面白い
かもしれません。
・太陽の塔、竹中大工道具館、ヨドコウ迎賓
館は言うまでもなく
　見る価値が大きいです。太陽の塔の腕の中
は特に一見の価値ありです。

　今回、JIAに入会 3年目にして初めて研修
旅行に参加させていただいた花井です。
研修先は大阪…それは驚きの連続でした。久
しぶりのバス旅行♪… .ってバスデカッ (;’∀’ ) 
20数人なのでマイクロバスかと思ったら、普
通に観光バス！ゆったりスペースで超快適♪
　初日、まず「パナソニックミュージアム」言わ
ずと知れた松下幸之助氏の功績を後世に伝え
る展示館。今までさほど興味のなかった氏でし

たが、改めてその才覚に驚きを感じました。
次は「大光電機技術研究所」ここでは照明器具
の様々な試験が行われており、技術の進歩へ
の欲求を感じさせられました。前芝社長のお
話の面白さ超一流！
　そして「グランフロント大阪」エフワンエヌ施
工完了現場視察です。たくさんのオジサンたち
が床を見て話しこんでいる様は知らない人たち
からはさぞ滑稽だったでしょう。。
　二日目は「大阪万博公園」太陽の塔の内部を
見学。改めて見た太陽の塔は、、、デカい！！ま
るでウルトラマンのよう。内部は右腕はエスカ
レーター（現在は撤去されている）、左腕は非
常階段という建築物であることを認識させてく

れる秘密を知り感動いたしました。
　そして「竹中大工道具館」解説していただい
た方がとてもお上手で感動の嵐でした。 
最後は「ヨドコウ迎賓館 (旧山邑邸 )」閉館間
際にあれこれお土産を注文して売店のおばさま
を困惑させてしまいました、
すいません (-_-;)
　難波（なには）ともあれとて
も有意義で楽しい研修旅行で
した！また是非参加させてくだ
さい！

丹羽英二建築事務所

花井 秀哲 （JIA 愛知）

士（サムライ）

村上 貴彦（JIA 愛知）

JIA 愛知発 法人協力会 2019年度 CPD研修見学会

なつかしさ／やっぱり偉大
JIA愛知研修見学会

JIA 愛知発 法人協力会 2019年度 CPD研修見学会

法人協力会研修旅行
JIA愛知研修見学会

大光電機の壁タイル

ものづくりイズム館 ナショナル炊飯器 グランフロント大阪_床1

まるでウルトラマン！

安藤忠雄先生設計パナソニックさくら広場 グランフロント大阪

幻想的な内部空間

4 ARCHITECT     2020―04



㈱アルフレックス ジャパン
田中 光一

【趣旨】　
　2月 7日（金）~8日（土）の 2日間で、
JIA愛知研修委員会と JIA愛知法人協力
会共済によるCPD研修見学会を開催し
ました。今回は、関西方面を中心に、法
人協力会企業の施設、施工完了現場の視
察と、3つの建築物の視察を行いました。
＜参加者＞
会員16名、法人協力会員 5名
右記のスケジュールで研修旅行を行いま
した。

＜1日目＞
法人協力会企業 施設、
施工完了現場の視察
・パナソニック㈱ パナソニックミュージア
ム（大阪府門真市） 施設見学
・大光電機㈱ 大光電機技術研究所
（大阪府東大阪市） 施設見学
・㈱エフワンエヌ グランフロント大阪
（大阪駅前） 施工完了現場 視察
・懇親会

＜2日目＞
・大阪万博公園 見学
・竹中大工道具館 見学
・ヨドコウ迎賓館（旧山邑邸） 見学

【2日間のまとめ】
＜1日目＞
　最初の研修先は、「パナソニックミュー
ジアム」。「松下幸之助歴史館」と「ものづ
くりイズム館」を見学し、松下幸之助氏
の人生とパナソニックのものづくりの歴史
を学びました。次に「大光電機技術研究
所」へ移動し、普段は見ることのできな
い照明器具の試験現場とこだわりのオフィ
スを見学しました。そして一行は、大光
電機の前芝社長に見送られながら次の視
察現場「グランフロント大阪」へ。グラン
フロント大阪では、エフワンエヌさんのク
リスタルハードによる光沢のあるコンク
リート床の施工完了現場を視察しました。
　いずれの見学先においても、正会員さ
まは皆、興味津々で多くの質疑応答が行
われており、とても活気に溢れた視察と
なりました。
　また、懇親会もとても一体感のある会
となり、正会員さまにも喜んで頂けたと
思います。

＜2日目＞
　2日目は「大阪万博公園」の「太陽の塔」
から見学。初めて見る太陽の塔の内部に、
圧倒されました。その後は、神戸市へ移
り「竹中道具館」にて、貴重な大工道具
と木造建築を見学しました。日本人の繊
細さと技術の高さを改めて気付く事が出
来ました。そして時間も残りわずか、名
残惜しむように一行は最後の見学先であ
る「ヨドコウ迎賓館（旧山邑邸）」へ。高
台の高低差を活かした設計で、細部まで
拘った意匠がとても素敵な建物でした。
どの見学先も、とても素晴らしく充実し
たものになりました。
　見学先を選定いただいた研修委員会の
正会員さま、見学先をご提供いただいた
法人協力会企業の皆様、本当に有難うご
ざいました。
　法人協力会では、今後とも正会員さま
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、今
後とも宜しくお願い致します。
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　名古屋市立大学芸術工学部の３年生を
対象に後期の 15コマを JIA会員による
授業を行っています。４年目を迎えるにあ
たり、久保田委員長からバトンを受け取
り委員長を務めることになりました。

　3年生後期の学生にとって、就職活動
に入る頃なので、将来の自分たちの職業
や未来の姿を考えながら受講している様
子です。

　他のカリキュラムでは得る事が出来ない、
社会で建築の仕事を実践している建築家
達の生の姿を伝え知ってもらう事が、こ
の授業の意味だと思っています。
　14コマ＋最終講義で学生たちに、建築
の仕事の多様性やものづくりのプロセス
を伝え、それぞれの建築家の思想や取組
み、建築の面白さを感じてもらいたい。

　現在受講する学生は、芸術工学部の名
称通り、技術を学ぶだけでなく芸術やデ
ザイン意識の高さを感じることと、プロダ
クトを学ぶ学生も多く見えます。
　女性の学生が 70％と比率が高くて、真
面目に講義を聞いている様子だが、時に
下を見てスマホを触っている姿も見かける
が、授業後のレポートを読むと、受講内
容を把握して自身の意見を短時間にきち
んとまとめる優秀な学生が多い。

　学生達に授業の感想や、受講してみた
い内容をリサーチしてみると、各講師共
通して、建築や仕事を楽しんでいる様に

受け止めていて、建築の関わり方の視野
が広がった様子でした。
　講義内容の希望としては、その先の異
業種との関わりをもっと知りたい意見が出
ました。

　建築家を目指している学生はまだ少な
そうですが、どの様な仕事についたとして
も、取組みや表現する手法、自己実現が
必要となってくるので、私たち JIA会員の
講師が、実務を通じて地域や人との関わり、
生き方ややりがい、社会の中での役割を
伝える事で、学生達の将来の生き方のヒ
ントになる授業でありたいと思います。

　3年前授業をスタートする時に、前委
員長は、講師の方全員にお会いして、授
業の意義を伝え、ご依頼されてきたから
こその人選となっており、４回目を迎える
にあたり、講師を大幅に変え心機一転す
るよりも大切にしたい事は、生徒たちの
将来に有意義な授業となる 14コマを考
えたいと思い、2020年大学授業検討委
員会を数回重ねてきました。

　検討委員のメンバーからのご意見や感
想で、上記の様な目的や主旨が固まって
きました。
　そして、今まで 3年間の授業の意義を
再確認し、継続するべき内容を残した上で、
下記の様に新しく試みたい内容も見えて
きました。

○壇上の講師の話を聞く受講型だけでな
く、学生とコミュニケーションしながら
進める。

○前授業までに周知した上で、ワーク
ショップを組み込むのも良いのでは。
○建築家と職人、クライアント、メーカー
など組み合わせた複数の講師での授業
を増やす。
など、

　評価としても、レポートを読んで採点す
るだけでなく、学生の個性や思考を引き
出す方法を考えたいと思っています。
　また、授業だけで終わるのではなく、
学生との繋がりが生まれる機会となる様
に、地域イベントやオープンデスクなど、
積極的に声掛けしたり、名市大の３年生
だけでなく、上下級生や他の大学からも
多く受講できる様に周知して、一人でも
多く建築の仕事に興味を持ち、生き甲斐
を感じる機会となる様に進めて行きたいと
思っております。

　各講師の方々には、担当するコマだけ
でなく15回通して伝える「建築家の仕事」
全体を俯瞰した上で、授業内容を組み立
てて頂く予定です。

　JIA会員の方から、現在この様に設計
や建築の仕事に関わるキッカケとなったの
は、刺激的な先生との出会いだと伺いま
した。その様な授業ができるよう講師の
個性、取組み、建築家としての魅力を発
信していきたいと思っています。

JIA 愛知発 名古屋市立大学　大学講座

建築家の仕事 2020年 Liv設計工房
川口 亜稀子 （JIA 愛知）
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〒453-0801　名古屋市中村区太閤3-1-18
名古屋KSビル 3階
TEL  052-459-3621　FAX  052-459-3623

東谷 泰成（JIA 愛知）

JIAに入会して
株式会社 東畑建築事務所　名古屋オフィス

　所属事務所の方針により入会させていただく事となりました。30
数年間名古屋を拠点にこの業界に携わってきましたが、大規模集客
施設関連業務にかかわる機会が多く、気づけば北海道から沖縄まで
47都道府県ほぼ全域に足跡を残してまいりした。ふりかえれば国内
の商業施設の変遷とともに歩んできた自分がそこにあり「郊外型から
中心市街地型、そして故郷創生型へ」と、ここから得られた知見を活
かせる分野で、人々を豊かにするそして持続可能な建築や都市環境の
創生に貢献してゆくことができればと思います。どうぞよろしくお願い
いたします。

〒450-0003　名古屋市中村区名駅南1丁目17-29
広小路ESビル3階
TEL  052-589-3536　FAX  052-589-3537

馬場 律也（JIA 愛知）

株式会社 岡田建築計画事務所

　出身地である名古屋の設計事務所に籍を置くようになり３２年経ち
ました。久しぶりに母校の研究室を訪れた際、建築を熱く語る後輩
たちの姿に強い刺激を受けました。彼らのそうした姿は私にも同様な
時代があったことを思い出し、改めて今の自分を見直す機会ともなり
ました。そんな折、JIAへの入会を勧められました。会の活動は幅広
く多岐に渡ると聞いています。多くの活動に参加し自身の向上に繋げ、
その上で幾らかでも会に貢献できれば幸いです。どうぞよろしくお願
いいたします。

〒460-0008 名古屋市中区栄4-15-32
TEL  090-9801-1197

李 斯奇（JIA 愛知）

株式会社 日建設計

　中国で 25年間の生活を過ごし、新しい風景を発見する為に日本に
参りました。東京で博士号を取得し、仕事の為に名古屋に移住しま
した。
　日本の現代建築が好きなので、修士の時から日本のコンペに参加し
始め、JIAが主催した「建築家のあかりコンペ」がきっかけで JIAに
入会しました。
　福州ー厦門ー天津ー東京、これまで住んでいた都市は完全に違う
風景が持っていると思い、名古屋で新しい風景に出会うことを期待し
ております。どうぞ宜しくお願い致します。

〒486-0954 春日井市南花長町15-4
TEL  0568-70-0053　FAX  0568-31-8557

長谷川 憲章（JIA 愛知）

イスタディオ・プローバ建築設計事務所

　2014年までJIA愛知に正会員として所属しておりましたが、昨年12月に再入会し
ました。6年前に母が認知症の上、脳梗塞で倒れ両親と家族の二世帯同居する自宅
兼事務所になります。母が半身不随で車椅子という事もあり自宅は不在が許されな
い状態ですが、ケアマネージャーさんのケアプランに基づき古い自宅をリフォームし
ました。最近ではクライアントからも同じような相談を受けることが少なくありませ
ん。今まで容易にバリアフリーと口にしてきましたが、実際に身内に障害者がいると
障壁となるものを除去することはたやすい事ではない事を実感しています。再入会
となりますが以前同様、積極的に行事に参加し、諸先輩方の背中を見て勉強させて
頂きたい思いです。視線を感じたらそれは私です。宜しくお願いいたします。

〒500-8212　岐阜市日野南9-1-10
TEL  058-240-7899　FAX  058-240-7866

山田 尚紀（JIA 岐阜）

株式会社 デザインボックス

　6年程前に郷里である岐阜に戻り設計をしております。それまでは
東北にて 10年ほど設計をしていました。岐阜に戻り新しい環境で設
計に取り組んだ当初は気候の差からくるディテールの違いに面食らっ
たこともありました。設計とはその土地の気候風土に影響されるのだ
と、当たり前のことながら驚き、また面白く感じたことを今でも覚え
ています。
　JIAに入会し、新しい環境での交流や活動を通じて、あの時のよう
な新鮮な気付きを得られることを期待しております。どうぞよろしくお
願い致します。

〒420ー0804 静岡県静岡市葵区竜南3-16-18
TEL  054-246-3111　FAX  054-248-5592

山井 宏友（JIA 静岡）

株式会社 山清片山

　1995年阪神淡路大震災の時、西宮市甲陽園の社宅にて被災。
　98年 22年勤めていた商社が自己破産。その後、都内で木造 3階
建ての工務店にお世話になり、20年勤めあげて退職。2019年静岡
に移住しました。南洋材原木⇒北米材針葉樹・広葉樹製品⇒木造 3
階建てと扱い、木構造に関しては、一般社団法人木構造テラス（木
質構造の設計情報を共有する会）は、立上りから参加して理事をして
おります。
　SDGsを受けて、大手ゼネコンで木造ビルの建築計画が目白押し
の現況。適材適所での木の活用を皆様と一緒に取り組んで行きたい。
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　わが国最大の紡績会社『東洋紡績』の
創始者第 17世伊藤伝七の別邸として
1896年に四日市市に移設された。約
600坪の敷地に、2階建て木造建築と日
本庭園を要し、「玄関棟」と切妻造の「さ
つき棟」は国の登録有形文化財となって
いる。この別邸は1906(明治39年 )年より、
「料亭浜松茂」として皇室、政財界、芸能
界の有名人に愛される要人ご用達の迎賓
館的な存在として四日市繁栄の象徴とし
て利用されてきた。しかし、2017年には
120年余り繁栄してきた建物も老朽化に
加え後継者不在でその幕を閉じた。
　その後、かつての人々の存続を願う願
いが多い中、九鬼水軍の末裔であり、実
業家の九鬼家 11代目九鬼紋七が私財を
投じて伝七邸の再建に乗り出し復活、再
生させた。

　図面がない中で改修工事は修復不能と
言われ、幾度となく想定外の危機に見舞
われたが、職人の技と知恵、支援者たち
の尽力により奇跡的に再生され、現在は
新しい料亭として地域の人達に利用され
ている。特にランチ時間は女性たちでに
ぎわっているとの事。
　この邸宅は分棟形式で建てられ、各部
屋は渡り廊下で結ばれている為それぞれ
の部屋からは違う角度で囲われた庭を楽
しむことができる。2019年 11月のＪＩＡ
東海支部役員会もここで開催され、邸内
の見学と同時に食事も堪能した。実際に
建物を俯瞰すると、一部の軒先が垂れたり、
修復が必要な個所はあるが、シンプルな
設えの中に職人の技が随所に見受けられ
る建物と言える。

玄関 表庭

大広間透かし彫り

R&S 設計工房
谷村 茂 （JIA 愛知）

所  在  地：三重県四日市市高砂町3492-67他
構造規模：木造2階建て　瓦葺　建築面積152㎡
所  有  者：㈱日本伝統ビューロー
施  工  者：未確認
問い合わせ先：℡ 059-327-7660
アクセス：JR四日市駅徒歩15分
文化財指定等：登録有形文化財第24-0090-0091号　　　
　　　　　　　2010年9月10日
参考文献：㈱日本伝統ビューロー
　　　　　パンフレット

●新型コロナウ

イルス感染症に

関するニュースが、

毎日トップニュース

として伝えられて

います。中国、日

本、韓国、イタリア、

イランだけでなく世界中に広がっています。日々

増える感染者数や死亡者数も大変気になるこ

とですが、この数か月のうちに終息宣言ができ

ないと今度はオリンピックの延期や中止等の事

態も現実味を帯びてきます。その場合の経済

的な損失は計り知れません。ただですら米中

貿易摩擦、消費税増税による消費減、コロナ

ウイルスの影響によるインバウンド客の減少に

加え、オリンピックに合わせてきた情報発信の

機会も奪われ、一時的でも潤うはずのインカム

も望めないことになり、日本経済が危機的状況

になるではと心配でなりません。

この編集後記を読まれている時には終息宣言

か間もなく終息するというニュースが出ているこ

とを願うばかりです。　　　   　   （冨田彰次）

●建築家はたゆみない研鑽によって自身の能

力を高める研鑽の責務があります。また、自ら

の持つ知見を若い世代に伝える責務もありま

す。Liv設計工房の川口亜希子さんによる「建

築家の仕事2020」と、本部理事の「JIAゴー

ルデンキューブ賞2019/2020公開審査会と授

賞式のレポート」は、いずれも建築家による教

育に関する活動レポートです。前者は建築を

学ぶ大学生に対する授業、後者は子どもを

対象とする建築・まちづくり活動の表彰制度

で、若い世代に持続可能な構築環境の創造

を伝える大切な機会です。JIA会員の多くは実

務領域で活躍されている方が大半で、教育

活動の機会は多くありません。この地域の建

築家は、実務のかたわらでこの分野の活動に

先駆的に取り組んできており、一緒になって

活動してきた身としてその成果が２つのレポー

トにはっきりと現れており嬉しい限りです。　                                     

　　　　　　　　　  　　　　（鈴木賢一）
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JIAゴールデンキューブ賞
2019/2020 
公開審査会と授賞式のレポート
　1/25時折晴れ間がのぞく東京・建
築家会館で審査会並びに授賞式が行わ
れました。この事業の由来は、1999年
UIA北京大会で採択された傘下各国が
協力して行う調査研究プログラムで子供
に向けた構築環境（Built Environment）
の教育の重要性を唱えたところが発端
で、その活動や業績を顕彰するこの賞は
2011年 UIA東京大会から始まりまし
た。以後世界大会の都度行われています。
第４回となるこの開催は今年リオで行わ
れる世界大会への国内選考を兼ねてい
ます。　
　今回の応募件数は 19点。対象外・
辞退の２点を除いた 17点が審査対象で
した。選考は４部門（学校・組織・出版・
視聴覚作品）ありますが、学校部門に５点、
組織部門に 12点に止まり、２部問に応
募がなく前回に比べて約半分の応募数と
なりました。評価陣は早大教授の古谷誠
章氏を審査委員長に、元岡展久氏（お茶
の水大准教授）、柳川奈奈氏（福井大学
非常勤講師）の建築家と、教育学権威の
大村惠氏（愛知教育大副学長）、芸術と
メディアの接点を研究する中川隆氏（名
古屋市立大准教授）の審査員計５名で構
成されました。審査方法は公開審査とし、
応募数より判断されて一次審査での絞込
みは行わず、二次審査まで全ての作品を
対象としました。

　優秀賞は学校部門 “八戸市立種差小
　景観かるた教室”、組織部門 “移動す
る建築　まちを旅する 4つの屋台　街の
中の雲”が選ばれました。また、特別賞
として学校部門では 3点、組織部門では
4点が選ばれています。
　評価のポイントとして景観かるた教室
は、かるたは定番であるが景観というお
題がよく、身近に大切なものがあること
がわかる、異年齢の人達が参加交流でき
る点を挙げられました。まちを旅する４
つの屋台は、大人のサポートがかなり入っ
てそうだが、可視的でモチーフが良い、
何より参加者が楽しそう、広場の違いが
面白い、と評価され 1次審査から高得点
でした。
　講評ではいくつかの視点から意見を交
わされました。1つは、“子供のリアリティ”。
見せ掛けの参加や子供の姿が見えないも
のでなく、子供との対話を大切にして足
元の暮らしを肌感覚で捉えることができ
る体験が良い。2つ目は、“異年齢の参加”
の重要性。生徒や先生が変わっても活動
が継承されれば内容の充実と拡大を生み
やすい。3つ目に、“インフラに目を向ける”。
日常生活を支えるものの貴重さを理解す
るにはその仕組みを理解し維持方法を考
えること。4つ目は、“独創性と地域性”。
国際大会への出展となれば、かるたなど
の日本固有な文化はとても魅力的に映る。

最後に、応募総数が少ない点に触れ、
広報の拡充や他会との連携を示唆し、事
業の継続が肝要であると論じられました。
　式後に受賞者、審査員に運営スタッフ
を交えて 30名程で懇親会が開かれまし
た。感想や情報を交換しましたが、中で
も熱かった論点は出展者の意図と審査員
の読取の違いについてです。プレゼンボー
ドは A2サイズ 1枚で、これ一面ではと
ても描き切れない。審査員からも紙面の
みの評価の難しさやインタラクティブな
発表を提案される等、現行の審査の弱
点も指摘されていました。この点はさら
なる発展をのぞむ上で取り組むべき課題
と思われます。
　東海支部は本部より依頼を受けて運営
を第 2回から続けて３度行ってきました。
本部に正式にオーソライズされたのは今
回が初めてであり、UIAの定義する職責
の 1つが事業となり、それを完遂したこ
とはとても意義深いと思います。まさに
実行委員長の鈴木賢一氏と実行委員会
の皆様方のご尽力のおかげです。担当の
国際委員会 高階委員長からも、委員会
初の対外事業であり、充実した内容に感
動しているとの旨、謝辞を頂きました。
　今回、各地の活動を審査会でひとつに
集めて議論される場に参加しとても見識
が広がりました。また情報交換で自分の
引出しが増える感覚をも得ました。これ
らはこの事業の有意性を示すものです。
そして、実行委員会に会員以外の方々の
ご参加や企業より協賛を頂ける（深謝）
ことから、裾野の広がりとこの事業が嘱
望されていることを強く感じました。

本部理事

奥野 美樹
審査員：前列右から古谷氏、柳川氏、
　　　　中川氏、後列右から大村氏、元岡氏

懇親会場にて

前列：審査員、後列：受賞者

JIA Golden Cubes Awards 2019/2020 




