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表紙：服部高志（HATTORI DESIGN）

服部 高志 （JIA愛知）

HATTORI DESIGN

天才芸術家ミケランジェロは、生涯 4体のピエタ像を制作したといわれますが、中で

もミラノ・スフォルツェスコ城博物館の「ロンダニーニのピエタ」は、特別な雰囲気を持っ

ています。

88歳、死の間際まで、視力を失いながらも手探りで彫り続けたという最後のピエタ。

一切の無駄が削ぎ落されたかのような像が静かな空間に佇みます。

「ピエタ(Pietà)」は、慈悲、憐れみの意。時代を越えても変らない大切なものを感じ

させます。
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■静岡地域会
・8/7 静岡地域会拡大役員会の開催（WEB同時開催）

■愛知地域会
・8/7 第 3回役員会

■岐阜地域会
・未定

■三重地域会
・8/7 第 3回役員会（WEB会議）
 第 2回例会（WEB会議）

第 28回 愛知まちなみ建築賞
募集要項

B ulletin  B oard

推薦・応募方法：「愛知まちなみ建築賞」Webページにてご確認下さい。
　https://www.pref.aichi.jp/koen/keikan/machiken.html
推薦・応募期間：令和 2年 7月 1日（水）～8月 20日（木）
　※郵送の場合当日消印有効、電子メールの場合当日着信
応募・問い合わせ：愛知県都市整備局都市基盤部　公園緑地課
　〒460-8501 名古屋市中区三の丸三丁目 1番 2号
　TEL 052-954-6612　E-mail koen@pref.aichi.lg.jp
　URL https://www.pref.aichi.jp/koen/

第 52回 中部建築賞 2020
募集要項

募集作品・募集要項：「中部建築賞」Webページにてご確認下さい。
　http://www.tkbc.jp/
応募期間：令和2年8月3日（月）～31日（月）※郵送は、9月1日（火）必着
応募料：作品1点につき一般部門Aは45,000円、一般部門Bは38,000円、
　住宅部門は 15,000円とし、応募作品提出時に下記あてに振り込む。
　（中部建築賞協議会に直接持参も可）※応募料振込の場合は、下記あてとする。
　三菱UFJ銀行 栄町支店 店番号 281
　普通預金 口座番号 0839946　中部建築賞協議会
問い合わせ：中部建築賞協議会
　〒460-0008 名古屋市中区栄四丁目 3-26
　昭和ビル 2F東海建築文化センター内
　TEL 052-262-0838　FAX 052-262-0839

自作自演

保存情報　第 225回
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レーモンド（レーモンド設計事務所提供） 工事中の状況（板壁復原前） 御神木の展示

Mie University Raymond Hall Story

　平成 22 年は「札幌聖ミカエル教会と

アントニン・レーモンド」展が開催され、

レーモンドホールの暫定的な活用が始

まった節目の年だった。この頃、大学の

施設整備委員会では根本的な整備の検

討が行われていた。委員会の結論は、レー

モンドホールを三重大学のもう一つの登

録有形文化財である三翠会館の付近に

移築し、歴史的文化ゾーンを形成する、

というものだった。

　三翠会館は三重大学の前身の一つ、

三重高等農林の同窓会館で、集会や校

史展示の施設として利用されている。委

員会では、一方のレーモンドホールをレ

セプションやギャラリーに利用することを

想定していた。移築は、その建物が成立し、

維持されてきた環境との関係を断ち切る

ことになるので、慎重に考える必要がある。

しかし、レーモンドホールは、そもそも移

築された建物である。また、その位置は

構内の南端で、中心部の講堂からは徒歩

で5分強、大学本部からは10 数分を要

する。全学的な活用を行う時、その位置

が制約となっていた。

　しかし、移築案は突然にご破算になった。

検討を深めて財源的な措置を講じる以前

に、レーモンドホールの耐震改修が認め

られ、平成 25 年度に現在地で工事を行

うほかなくなったのである。暫定活用の

際は展示と集会に利用してきたが、整備

後もこれを延長した活用を行うことになっ

た。また、これを機会に管理は生物資源

学部から大学本部に移された。

　私は、この時、愛着もやりがいも感じ

ていた図書館研究開発室から、建築学専

攻に異動していたが、この耐震改修に参

画することになった。工事は経費的な制

約が厳しいが、文化財としての価値を維

持し高めることを重視し、当初の材料や

工法はできる限り維持することにした。ま

た、移築時に整備されたRC造の厨房部

分は、今後の活用を考慮して残すことに

した。

　レーモンドホールは移築時に改変を受

けている。改変内容はこれまでの痕跡調

査と設計図類によってほぼ把握できるが、

どこまで復原するかが問題だった。当初

の用途は図書館で、棟通りの板壁で閲覧

室と書庫を隔てていた。この板壁は移築

して食堂に用途を改める時に撤去され、

内部は1室の広間となった。板壁を復原

すれば耐震上も有利で、当初の空間を甦

らせることができる。このため、ごく初期

にはこの板壁復原を考えた。しかし、む

しろ板壁のないほうが丸太を組み合わせ

た単純な架構が明快で、単純さ、正直さ、

直截さ､経済性、自然さといったレーモン

ドの本来の思想を伝えているように思わ

れてならなかった。

　このような考え方で良いか、三沢浩氏

にもご意見を伺った。三沢氏も「移築、

改造された「レーモンドホール」では、間

仕切壁の代わりに、独立の桧の丸柱の列

柱があらわれ、以前よりも構造と空間の

一体化が見えるようになり、思想の本質

が認識できるようになった」（「三重大学

レーモンドホールの特性を探る」）と、板

壁のない状態に肯定的だった。結局、撤

去されていた板壁 3スパンのうち、中央

の 1スパンのみを復原して耐力壁とし、

この他の耐力要素は移築時の既設区画を

利用して、極力、現状の形態を維持する

こととした。既設区画部分は、便所と管

理室にした。建物は全体的に南東に傾い

ていたが、これを建て起こし、地中梁や

独立基礎を設けて柱を支持した。また、

屋根には野地板の上に構造用合板とブ

レースを取り付け、剛性を高めた。中央

間板壁以外の復原は入口扉、照明器具

などに留めた。照明器具は後補の蛍光灯

を当初設計図にならってグローブ球に改

めた。連なったグローブ球に暖かい明か

りが点り、床に反射すると息を飲むよう

な美しさを感じた。

　この建物は登録有形文化財だが、いず

れは重要文化財になる可能性もあると考

えた。レーモンド作品で現在、重要文化

財指定を受けているものはない。しかし、

レーモンドホール物語　⑥
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入口廻り

板壁を一部復原した内部 木造塾（講師内田祥哉氏）

レーモンドの足跡を考えると、それに相

応しい評価がなされるべきである。レー

モンドの木造建築で戦後、最も早く建て

られたレーモンドホールは素朴であるが、

十分にその対象となる資格がある。修理

によって文化財的価値を維持し、高める

ことに配慮したのはそのためでもある。こ

のため、修理工事報告書も作成したかっ

たのだが、これは実現しなかった。

　修理方針は、文化庁で当時登録有形

文化財建造物を担当していた武内正和氏

にも確認頂いた。また、レーモンド設計

事務所と三沢浩氏にも助言や協力を頂い

た。設計監理は伊藤平左ェ門建築事務

所の野村俊也、小長谷知弘氏（ともに現

在継承社）、施工は竹中工務店の安形昌

文氏が担当し、三重大学施設部の担当は

三谷裕樹氏（現在ナノメートルアーキテク

チャー）だった。いずれも三重大学建築

学科の卒業生である。私が初めてこの建

物を見た時に、設立されたばかりだった

建築学科の卒業生が、今はその保存を支

えている。嬉しかった。

　内部は棟を境に北の入口側と南側に区

分できる。北は、アントニン・レーモンド

やレーモンドホール関連の展示を行い、

南は、展示や講演会、講義などの利用を

想定した。学外にも利用いただいており、

建築関係者を主対象とするみえ木造塾も

一部の講義はここで行われる。このため、

講師として訪れた建築家の方々にもこの

建物の存在を知っていただくことができた。

　展示会を行った時、一番の大物展示物

は、三浦しをん原作の映画「WOOD JOB 

神去りなあなあ日常」に登場した巨大な

御神木だった。三重県の山間部を舞台に

したこの映画のハイライトは、伐採した御

神木に主人公がまたがって斜面を滑り降

りるシーンである。御神木は発泡スチロー

ル製で直径 2.1m、長さ9ｍである。レー

モンドホールの桁の高さは2.4ｍなので、

直径とさして変わらない。よくぞホールに

納まったという代物だった。

　使い出してみると、この小さな建物は

棟通りの板壁が最小限の広間なので、か

なり自由度のある設営ができる。大人数

の時は軒下を動線に利用できるので、使

い勝手がよいことも分かった。また、大

学が最大限の配慮を行ったのは、担当者

1 名を常駐させ、平日の9 時から16 時

は常時利用できるようにしたことである。

更に厨房部分の一部は大学への納入物

品の検収の事務室として、絶えず人の目

の行き届く施設とした。文化財として公

開されている施設には、殆ど来訪者もなく、

ぽつんと担当者がいるものもあるだけに、

この体制はよく考えられたと思う。

　工事が終わってのオープニングセレモ

ニーやその後の機会には、発端を作って

下さった松隈章氏や、レーモンド設計事

務所の三浦敏伸社長、中川洋常務も訪

れて下さった。三浦社長はここで、事務

所の社歌という、デビイ・クロケットの唄

の替え歌を熱唱して下さった。

　古い建物が残るのは、偶然の積み重ね

や幸運のせいではない。それを大事に思

う人がいて、建物自身にも大事にしたい

と思わせる力が備わっていなければならな

い。困難な事情があっても、一時的に放

棄されたような時期があっても、それに耐

えて乗り越えて行く。そして、建物はその

存在によって時代や人々、事物をつない

でいく。レーモンドホールの来し方を振り

返ると、そう思わずにいられない。

　「使い手に愛され、その手によって延命

される建築こそ真の美の建築であり、そ

れを設計することが建築家の果たすべき

使命だ」と、レーモンドはリーダーズ・ダ

イジェスト東京支社の解体に際して述べ

ている。この言葉で物語を終えようと思う。

レーモンドホールは、まさに使い手に愛

され、その手によって延命されてきた。そ

れは奇しくもこのリーダーズ・ダイジェス

ト東京支社の構内で設計されたのである。

三重大学名誉教授

菅原 洋一
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図：新型コロナウィルス (COVID-19) 国内発生状況
PCR検査陽性者数　7月16日現在 新規440人（累計22,886人）

厚生労働省ホームページより（2020年 7月 17日取得）
https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/kokunainohasseijoukyou.html#h2_1

　新型コロナウイルスの影響は、私たち JIAの活動にも大きな影響
を及ぼしてます。この会報誌は、その時々の JIAの活動をきちんと
記録として残すことで、将来の活動の参考にもなるものだと考え継
続しています。将来の同様な事態に備えるためにも、コロナ禍の出
来事を本号以降しばらく継続して記事に残すことにしました。
　JIA東海支部における事業への影響を記録する前に、社会の状況、
建築界の状況などに触れておきます。

■社会状況
　新型コロナウイルスは、2019年 11月に中国武漢で発生し、日
本では 2020年 1月に感染が確認されました。感染対策のため、
安倍首相は、全国全ての小学校、中学校、高等学校、特別支援学
校に対し、3月2日から春休みまでの臨時休校を要請し、多くの学
校で卒業式も中止となりました。欧米で爆発的な感染者拡大が起
こり、日本でも警戒感が高まり、3月24日、2020年 7・8月に開
催予定だった東京五輪の 1年程度の延期が決定されると、一気に
ムードが変わりました。県をまたいだ人の移動の自粛、三密（密集・
密接・密閉）を避けることが呼びかけられました。4月7日、政府
は東京・大阪など一部の区域に対し緊急事態宣言を発出し、16日
には対象区域を全国に拡大しました。不要不急の外出の自粛が求
められ、日常生活に欠かせない店舗以外の休業要請がなされました。
「ステイホーム」が呼びかけられ、在宅勤務、テレワークが広まりま
した。人と人との距離を空けること、「ソーシャルディスタンス」が
求められました。5月の大型連休は、観光地も閑散とし、帰省など
も自粛が呼びかけられ、人の移動はほとんどありませんでした。新
たな感染者確認がわずかになったことで、5月25日に全国全てで
緊急事態宣言は解除されました。緊急経済対策として特別定額給
付金 10万円が全国民に給付されることになりましたが、自粛、休
業要請が続いたことで、経済活動へ多大な影響が出ています。感
染拡大の第 2波を警戒しつつ、「新しい生活様式」の提言がなされ、
新型コロナウイルスとともに生きる方策が模索されています。

コロナ禍におけるJIA 東海支部

コロナ禍に想う

■建築界の状況
　建築は社会的に必要なインフラと考えられ、休業要請はありま
せんでしたが、感染拡大防止のため工事現場を一時閉める動きも
ありました。建設資材等の輸入が困難になるなどの影響もありま
した。建築士定期講習も開催自粛となりました。設計又は工事監
理の契約前に義務付けられている建築主への対面での重要事項
説明も、テレビ会議での説明も暫定的に認められました。

メッセージを募集しています！
　コロナ禍の建築界の状況については、JIA 会員の皆様も様々
な経験をされていると思います。そこで、ARCHITECT 編集委
員会では、コロナ禍での仕事などへの影響をメッセージとして募
集します。新型コロナウイルスの影響でこんなことがあったとい
う具体的な体験などを是非お寄せください。誌面で紹介させて
いただきます。

リレートークを始めます
　新型コロナウイルスの影響で多くの JIA東海支部及び地域会の
事業が中止や延期になりました。ちょうど役員や委員の任期 2 年
の終盤であったことから、準備・予定していた事業ができずに任
期を終えて残念な思いをされた方もおられるだろうと推察します。
　そこで、JIA 東海支部、地域会などの事業でやり残したこと、
今後に期待することなどを、前任の各役員・委員長に語ってい
ただき（書き残していただき）、今後の JIA 活動の参考にしたい
との思いから、「リレートーク」を企画しました。

会報・ブリテン委員長
川本 直義 （JIA愛知）

コロナ禍により中止または延期となった事業
【東海支部】
・第８回 JIA東海住宅建築賞 2020（今年度は中止）
・第３７回東海支部建築設計競技（今年度は中止）
・（仮称）JIA東海学生卒業設計コンクール 2020（今年度は中止）
【静岡地域会】
・講演会（総会後の講演会を予定していたが、総会が書面表決となり中止）
・持出役員会（具体的なものは決まっていない時点で今年は中止）
・JIA塾（具体的なものは決まっていない時点で今年は中止）
・JIAウオッチング（具体的なものは決まっていない時点で今年は中止）
【愛知地域会】
・持出役員会　尾張一宮視察見学会（2/28）（地区連絡会）
・素材を訪ねる旅　～恵那の石～（4/1）（事業委員会）
・福井・金沢建築ツアー（住宅研究会）
・建築家＋の発刊（発刊が昨年度の予定→今年度）
・天使の森プロジェクト／みんなのトイレ（今年度継続して参画）
・講演会「これからの建築家」講師：内野輝明氏（四国支部）（5/15）
（総会後の講演会を予定していたが、総会が書面表決となり中止）
【岐阜地域会】
・素材を訪ねる旅　～恵那の石～（4/1）（愛知事業委員会との協同）
・ＪＩＡの窓：建築見学会（7/25）（年２回開催予定を１回にして延期予定）
【三重地域会】
・建築展 2020「建築の歩み」同時開催 三重短期大学卒業設計展（3/3~3/8）
延期（今年度中の開催を検討中）
・環境セミナー（例年 7月→10月下旬で企画検討中）
・建築ウォッチング（11/7）（一般の参加者募らず、会員のみで行う予定）
・建築文化講演会（一般対象の建築家講演会）（1/23）（ウエブなど検討中）
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お世辞にもソーシャルディスタンスを適切に確保しているとは
言い難い状況でしたが、入室時の検温・手指の消毒を徹底し、
感染予防に留意して開催されました。

コロナ禍に想う

リレートークコロナ禍に想う

　みなさんは JIA東海支部の主要 4事業
を ご 存 知 だ ろ う か。1. 会 報 誌
ARCHITECTの発行、2. 東海支部建築
設計競技（36回）の開催、3. JIA東海住
宅建築賞（7回）の開催、4. JIA東海卒業
設計コンクール（25回）の開催がそれに当
たります。昨年度（卒業設計コンクールは
見直しのため中止）はこの 4つの事業に加
え、5. JIA東海支部大会 2019【けんちく
かフェス「此処から～」】、6. ゴールデン
キューブ賞 2019/2020を支部事業として
開催していますので、かなり盛大に公益事
業、会員サービスを行っていることになり
ます。しかし、今年度は新型コロナウイル
ス感染症の影響が私たち JIA東海支部の
活動にも大きく影を落としており、主要事

業は会報誌 ARCHITECTの発行以外、
全て中止となる見込みです。役員会や会
議はリモートでの対応が可能なのかもしれ
ませんが、公益事業、会員サービスを行
うことが難しい状況は JIA東海支部にとっ
て大きな痛手ではないでしょうか。会員の
中にはこれら事業に情熱を傾けている方々
も多く、また、期待をされていた学生、若
手建築家にとって中止は無念なことであっ
たろうと感じています。このような状況下
で、私たちは何が出来るでしょうか。幸い
に も JIA 東 海 支 部 に は 会 報 誌
ARCHITECTがあります。ARCHITECT
は一昨年、発行形態について様々な議論
がありましたが、今やこの存在こそが私た
ちにとって一縷の望みであるかもしれませ

ん。「リレートーク」はコロナ騒動が支部
長退任間際に起きたことから私がスタート
を切る形となりました。コロナウイルス感
染症の問題は JIAだけに留まらず私たち
建築家、社会にとって切実な問題となって
おり、従来の概念や価値観を変える必要
がありそうです。ひょっとしたら今の状況
は冷静に身の回りのことを考える良いチャ
ンスかもしれません。私も自身にとって
JIAはどのような存在であったのか少し考
えてみたいと思っています。是非、この機
会に、みなさんが抱いている想いをトーク
で繋げて欲しい。みなさまの熱いトークを
期待しています！

　5月25日の全国での緊急事態宣言解除
を経て、去る 6月5日（金）16時、集合
形式での 2020年度第 1回支部役員会が
開催されました。会場は昭和ビル 9階会
議室。36人収容の部屋に出席者は 24人、
愛知･岐阜の近郊だけでなく、静岡・三重
地域会からもほぼ全員の出席でした。
　今年は新旧体制の合同役員会だけでな
く、支部総会も開催することができなかっ
たため、緩和された社会情勢を鑑みた上で、
支部長たっての希望により集合形式の役員
会が実現しましたが、その内容はコロナ禍
に大きく影響を受けたものが多く、主な議
題は以下の通りでした。

○本部報告：6/1（月）本部理事会は
zoomによるオンライン開催。
・2020年度通常総会－基本的に、はがき
（FAX・メールも可）による書面表決で行う。
・JIA・SDGs建築フォーラム（2020年度全
国大会）－10/30開催から2021年春以降
の開催に延期。
・建築系学生への支援事業の実施－コロ
ナの影響を受けた困窮学生への支援、研

究の実施・継続に対する助成を目的とし
た寄付金を会員から募り、応募学生へ配
布する事業。理事会で賛否ありつつも実
施に向けて準備・広報を進める。

○地域会報告
・静岡地域会－5/8（金）役員会開催（WEB
併用）→6/12（金）拡大役員会開催予定。

・愛知地域会－5/22（金）オンライン講演
会「電脳設計論壇」開催→280名の参加
視聴で大盛況だった。
　6/12（金）第1回役員会を集合形式で開催
予定。
・岐阜地域会－5月役員会中止→6/26（金）
第1回役員会を集合形式で開催予定。
・三重地域会－5/22（金）第2回役員会を
オンライン開催。6/19（金）第1回例会開
催予定。

○審議事項
・東海支部設計競技および東海住宅建築
賞の中止

　今回の議題から、改めて役員会を含む
会の活動全てが、人が集うことを前提に
始まっていたことに気付かされます。次回

からは支部役員会もWEB併用のリモート
開催となりそうです。人と人が集まり、面
と向かって活動することに計り知れない意
義があることは当然ですが、今回リモート
による様々な効率化を体験することもでき
たと思われます。今後は、社団法人として
社会に対して、より活発な会の活動を行う
ため、愛知地域会で行われたオンライン講
演会のように、迅速かつ柔軟な対応を続
けることを模索していかなければいけない
と感じました。

コロナ禍における役員会開催報告

堀内建築研究所
中澤 賢一 （JIA愛知）

矢田義典建築設計事務所
矢田 義典 （JIA愛知）

①

5ARCHITECT     2020―08



　こうした中、新型コロナの感染が中国
内で蔓延し始めた今年の 2月初旬に、私
と同様に日中の架け橋のような仕事をして
いる旧知のメディア関係者から中国の
SNS「微信（WeChat）」を通じて、日本
人から中国の人々へ応援の言葉や提言を
発信したいと依頼されました。当時は日
本にとってまだ「対岸の火事」のようでし
たが…いまや多くの国々で共通する問題
と課題であると思い、いろいろな場面で
紹介しているので、その発信内容を以下
に紹介します。

今まさに人影が少ない上海の風景は、キリコの絵
画のようにシュールな世界となっている…この冷徹
で美しい都市景観の裏側で、不可視なウィルスの
威嚇に怯える市民が密やかにそれぞれの住まいに
潜み、この災禍の収束を待ち詫びている。そして、
日を追うごとに貧富の差は顕在化し、貧しい人々
の住まいは、あたかも生物学的な棲みかの様相を
呈している…

今回の災禍は既にフランスの思想家ジャン・ボー
ドリアールが前世紀末に発表した著書「透きとおっ
た悪」で描いた近未来の世界がまさに眼前に発現
したのだと解すれば、それまでなのだと…しかし、
我々はただその状況に屈して、甘んじるしかないの
だろうか？

今一度、この現実をよく観察し、理解分析して新
たな解決策を見いだす必要があるのではないだろ
うか？

生活の基本概念といえる「安心、安全、快適な暮
らし」を真っ当に実現できる生活環境を創り出すこ
とは重要かつ大切な課題であると…今一度ものづ
くりを担う我々に求められているのではないか？

それは第一歩として、ウィルスの蔓延をコントロー
ルして安全な環境に還元する現実的な技術を、個々
の住まいだけではなく、多くの人々が集まる公共空
間でも、さりげなくデザイン化することが求められる。

問題は新奇な建築形態や都市景観づくりを追う前
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　日中を拠点に設計活動を開始してから、
今年 4月で 20年目に入りました。この間、
公共的な巨大プロジェクトや上海の街並
みに溶け込む和の空間など多種多様な作
品を実現するこができました。中でも前職
の安井建築設計事務所との業務提携では、
内蒙古博物館及オペラハウス、南京郊外
のリゾート開発、南通市でのCBD ※1開

発や愛知県刈谷市のアイシン共同館など
が実現に至りました。そして、現在は日
本同様に高齢化が進む中国社会において、
2003年から独自に取り組んでいる医療福
祉分野での中国版 CCRC ※2の開発を中
国の専門企業と共に進めているところで
す。

　未だ終息がみえぬ現状に対して、悲観
的な意見や厳しい現実が山積しています。
しかし、個人として私自身は今回の事象
により、日頃の多忙を理由に避けていた
「深く思考すること」の大切さを再認識で
きたと感謝しています。そして、これをよ
り多くの人々と今後起こり得る想定外で
不可視な事態についても、冷静かつ柔軟

に対処できる強靭で和（やわら）かな適応
力を共有できればと願っています。
Beyond COVID.19!

大島設計

大島 弘資 （JIA愛知）

Essay

日中コロナ禍を経て

※2：CCRC
CCRCとは「Continuing Care Retirement Community」
の略で、米国のサンシティに代表される高齢者が健康なうち
に入居し、終身で暮らすことが可能な生活共同体のことです。
一般的な介護が必要になってから入居する老人ホームとは異
なります。

内蒙古博物館と内蒙古大劇院　2008

延べ面積 10万㎡、省級博物館及びオペラ劇場他
公募型指名国際コンペ当選
中国建築学会「建築創作優秀賞 2008」
中国建築学会「建築創作大賞 建国 60周年記念大賞 2009」
日本建築家協会「2009 JIA優秀建築選」

南京「金陵天泉湖山庄」 2015

延べ面積；第一期 2.5万㎡（100室）、全客室レークビュー、
SPA及び国際会議場併設
南京市の老舗高級ホテルグループ「南京金陵飯店」による五星級
リゾートホテル開発
2018 ARCASIA日本東京大会「建築未来展」出展（JIA東海支
部推薦作品）

上海「親和源」2008

延べ面積 10万㎡、居住人口 2000人、総戸数 1000戸
中国初の会員制 CCRC施設。
指名国際コンペ当選
中国上海市「国際化住宅建設奨励賞 2006」

南通「飛馬国際広場」2018

延べ面積 13万㎡、LOFT式
高層オフィス 4棟及び商業
モール（低層部 3万㎡）
内 3棟完売、現在第 4棟を
販売中
建築設計及モデルフロア内装
設計

AISIN本社 「共同館」 2010

指名プロポーザルコンペ当選、
延べ面積 5万㎡、新技術本館
（仮称）
安井建築設計事務所のデザイン
パートナーとして参加

※1：CBD
CBDとは「Central Business District」の略で、主に都心
の官公庁、オフィス、商業店舗などが集積しているエリアを指
します。最近の中国では「都市綜合体」と呼ばれる一つの区
画にオフィス・ホテル・商業・住宅等が複合集積する建築群
の呼称としても使用されています。
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　30代半ばに大病を患い、仕事を忘れ
て没頭できる趣味（道楽）を見つけねば
と思う。元来、体を動かすことが好きで、
中・高とバスケット、大学では研究室
の助手にテニスを仕込まれ、社会人に
なると専ら麻雀、30歳でテニスを再開、
39歳でゴルフを始め、じき 60歳とい
う頃ゴルフに真剣に取組もうとジム通
い、今に至る。その間、悪天候でもで
きる水彩画・囲碁と手は付けるも、長
時間何かに集中できない性格が災いし
てもう一つモノにならず。コロナで自

粛中に始めた料理と園芸は他とは違う
時間感覚が面白いと思うが、後始末が
面倒だし評判も今一つで長続きしそう
にない。先日 BSで、スペイン西北部
の「サンディアゴ・デ・コンポステーラ：
巡礼の道」を流していた。昨年 2月に
元会員の高橋敏郎さん企画の「旅の大
学」で、フランス中部からスペイン北
部へとピレネー山脈を越える街道沿い
にある、巡礼者に宿と食べ物を提供す

る中世の教会を巡る旅に息子と参加。
今でも多くの巡礼者が訪れる。この巡
礼は、好きな区間をブツ切れで訪れて
もよい、歩くスピードも自由、宿を前
もって予約する必要もない、途中の寄
り道も OKで、痛めた膝を庇って何度
も訪れるというオランダ人が、「巡礼は
自分を見つめ直す旅」だという。「これ
だ！」と思ったが、今はコロナで動け
ない。さて、息子と相談してみるか。

自作自演 240

㈱伊藤建築設計事務所
小田 義彦 （JIA 愛知）

趣味・道楽

　今から 36年前 1984年にこの建物
は竣工した、私の最初の作品です。
　予算は 40万／坪の厳しい予算、オー
バーすれば場合によっては、私はこの
町に住めなくなるかも。また町内の大
工さんで施工するのが慣習でした。
　町からの要望はとにかく明るく、防
音性を高く、葬式ができる多目的な部
屋と会議用の和室でした。
　しかし見積は 3割オーバーで大工さ
んは撤退しその時作った減額案の苦労
がその後の仕事のイメージを変えずに
予算調整する技に役立っています。
　この建物は構造、材料、雨仕舞の技
術の裏打ちがあって出来た形です、安
易に真似されますと確実に錆びますし、

雨漏りします。
　デザインは技術とパラレルな関係の
上に成り立ちます。
　2回のメンテナンス工事を経て現在
もこの建物は祭りに、子供会にと活用
され続けています。

　一般的な建物とは誰が見ても違うレ
ベルまで仕上げる事、設計料の 120％
の満足を還元する事を信条として、お
陰様で特別な営業をすることなく 37
年間事務所を継続できています。

自作自演

私の仕事
荒古公会堂

01

加古建築事務所
加古 斉 （JIA 愛知）

スペイン・ブルゴス大聖堂前広場で息子と巡礼者
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第５章の「道路高架下のアートマネジメント」を執筆しました。名古屋市千種区に計画された高架道路の建設に際して
住民は反対運動をおこし訴訟にまで発展しましたが、その後反対した住民と名古屋市が協働で高架下の整備計画を作成
し良好な関係になっていった過程には、文化芸術の力も少なくなかったと考えています。この官民協働の経緯に深く関わっ
たことから執筆させていただきました。
この書籍は、文化政策が他分野へ広がっていることを全国各地の事例等で紹介しています。建築家の強みは、ソフトから
もハードからも地域のデザインにアプローチできるという点だと思います。この本から何かヒントを得て、皆様の仕事や活
動に役立てていただければ幸いです。（JIA 愛知　川本直義）

今、地域の課題を解決するために、「文化」の力が求められている。「文化政策」は「施設」を飛び出し、地域を変えつつある。
観光振興、産業振興、多文化共生・国際交流、まちづくり、教育、福祉・医療の各分野の現場から、社会の課題と
文化をつなぎ、未来の地域を耕す方法を紹介。「文化の総合政策化」時代の基本テキスト。

文化で地域をデザインする
社会の課題と文化をつなぐ現場から

書 籍 広 告

お求めは全国主要書店やネット書店で
出版：学芸出版社
A5判・240頁・本体 2500円＋税
ISBN　978-4-7615-2730-3
発行日　2020/03/10

松本茂章 編著
土屋隆英・西村仁志・朝倉由希・池上重弘・高島知佐子・
川本直義・大澤苑美・西村和代・長津結一郎・森口ゆたか 著

【目次】
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第 1章　文化政策の拡張と地域デザインの可能性（松本茂章）

第 2章　観光振興

2-1 美術館が仕掛けるインバウンド戦略 －六本木アートナイトを例に－（土屋隆英）

2-2 持続可能な自然体験観光 －エコツーリズムの試み－（西村仁志・松本茂章）
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4-1 文化芸術活動を通じた多文化共生の取り組み（池上重弘）

4-2 地域の歴史と食文化を通した国際交流（高島知佐子）

第 5章　まちづくり
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5-4 地域の誇り形成を目指したアートプロジェクト（大澤苑美）

第 6章　教育

6-1 廃校をアートの現場に変える（松本茂章）

6-2 食育とコミュニティ形成（西村和代）

第 7章　福祉・医療

7-1 舞台芸術活動と社会包摂（長津結一郎）

7-2 ホスピタルアートの可能性（森口ゆたか）

第 8章　変りつつある「国のかたち」と「地域のしくみ」（松本茂章）

おわりに

　上ノ島神明神社は木曽川の中洲、川島
松倉町の北東に位置し、神社奥の北側に
木曽川が流れ、緑に囲まれた趣のある神
社です。境内は南北に奥行約 130ｍの鉤
型で、正面南側の前面道路から木曽川を
結ぶ正確な南北軸に、登録文化財である
鳥居、蕃塀、太鼓橋、幣殿、本殿が順に
並びます。境内はほぼフラットで起伏があ
りませんが、周囲よりも1ｍ以上低く、治
水により周辺の地盤が上げられていること
がわかります。創立年代は不詳とのことで
すが、延喜式神名帳（平安時代）に川島神
社として記されており、往古から15の村
に氏子を有する崇敬ある神社で、現在も
神官、総代を始め 11の組で役員が構成
されています。代々続く氏子衆により境内
は大変管理が行き届いた状態で、氏神の

社として大切にされてきたことが正面から
奥まで一望できるほどの広さの境内にある
13の建造物の内、7件もの建造物が文化
財登録されていることからも伺えます。特
に正面アプローチから南北軸に沿って並ぶ
5件の文化財群は大変美しく見応えがあり、
建設年を見てわかるように、鳥居－幣殿＋
本殿を起点に徐々に厚みを増して構成され
ていきます。その他、文化財ではないものの、
6の境内末社も管理が行き届いた凛とした
佇まいに清 し々い心持ちでお参りすること
ができます。人により生み出された建造物
がより良く末永く保たれること、それは地
域の生活に根付き、地域の人々に愛着を
持って大切に使い続けられることであるこ
とを強く感じられる神社でした。

堀内建築研究所
中澤 賢一 （JIA 愛知）

●「コロナ禍」とい

うものを否応なし

に現実として突き

つけられています。

7月の上旬から関

東地方をはじめ第

二波と思われる感

染者が増加しております。豪雨による災害も九

州をはじめ日本各地で発生しています。

建築は常に経済と表裏一体の側面を持ってお

り、ある程度の社会的・経済的余裕がなけれ

ば、（公的な建物を除き）建物そのものが建ち

ません。世の中が冷え込み不況の足音が聞こ

えてくる状況になってきて、ますます建築家を

取り巻く状況が厳しくなってきているような気が

しています。

JIA東海支部の事業も延期・中止となっています。

そして「コロナ禍に想う」というARCHITECTの

企画がはじまっています。（記事も募集していま

す。）厳しい現状の中で、いろいろな立場の方

の意見が混ざり合うことで JIA東海支部機関

紙としての意義が生まれてくるのではないでしょ

うか。 （牧ヒデアキ）

●コロナ禍は、建築分野全般に多大な影響を

及ぼしている。これを執筆している７月中旬現在、

緊急事態の解除以降再び感染者が増加の一

途を辿り始め、今後どうなるかは全く予測がで

きない。

コロナ禍は、不測の事態であったと皆が口を

そろえて言う。まったくその通りである。しかし

長い歴史を振り返れば疫病は繰り返し起こっ

ており、これから何度人類を悩ませるかわか

らない。したがってこの地域におけるコロナ禍

の影響を記録として残すことは、地に足つけ

て先を見据えるためにも、また未来にこの地で

建築に携わる人 の々資料としても、実に有益な

ものになる。コロナ禍がいつ収束するのか皆目

見当がつかないが、私自身はソーシャルディス

タンスが求められるなか、同じ時間・空間に

人 が々集わなくても結びつくことができる、新た、

かつ温かな建築が生まれてくることを期待して

いる。 （谷川ヒロシ）
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太鼓橋を見返す 奥には蕃塀と鳥居 

幣殿と本殿銅板葺の鳥居 奥に蕃塀

21 N
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岐阜各務原IC

アクア・トトぎふ

木曽川
文化史料館

長森南IC

上ノ島神明神社

木曽川

各務原大橋

各務原大橋南
川島大橋南

国営木曽
三川公園

所 在 地／岐阜県各務原市川島松倉町字上ﾉ島2232番地の1
アクセス／ 名鉄バス一宮・川島線「松倉口」下車、徒歩10分
 岐阜バス川島前渡線「松倉口」下車、徒歩10分
 各務原市ふれあいバス川島線「松倉東口」下車、徒歩3分
□鳥　居：木造銅板葺 高さ8.2m、幅6.0m
 ／昭和10年（21－0144）
□本　殿：木造平屋建銅板葺 建築面積10㎡
 ／昭和4年（21－0138）
□幣　殿：木造平屋建銅板葺 建築面積21㎡
 ／昭和4年（21－0139）
□社務所：木造平屋建瓦葺 建築面積61㎡
 ／昭和初期（21－0140）
□手水舎：木造瓦葺 面積7.0㎡／昭和初期（21－0141）
□太鼓橋：石造桁橋 橋長5.7m・幅員2.7m
 ／昭和11年（21－0142）
□蕃　塀：石造目隠塀 延長3.8m／昭和12年（21－0143）
※（ ）内は登録番号
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第５章の「道路高架下のアートマネジメント」を執筆しました。名古屋市千種区に計画された高架道路の建設に際して
住民は反対運動をおこし訴訟にまで発展しましたが、その後反対した住民と名古屋市が協働で高架下の整備計画を作成
し良好な関係になっていった過程には、文化芸術の力も少なくなかったと考えています。この官民協働の経緯に深く関わっ
たことから執筆させていただきました。
この書籍は、文化政策が他分野へ広がっていることを全国各地の事例等で紹介しています。建築家の強みは、ソフトから
もハードからも地域のデザインにアプローチできるという点だと思います。この本から何かヒントを得て、皆様の仕事や活
動に役立てていただければ幸いです。（JIA 愛知　川本直義）

今、地域の課題を解決するために、「文化」の力が求められている。「文化政策」は「施設」を飛び出し、地域を変えつつある。
観光振興、産業振興、多文化共生・国際交流、まちづくり、教育、福祉・医療の各分野の現場から、社会の課題と
文化をつなぎ、未来の地域を耕す方法を紹介。「文化の総合政策化」時代の基本テキスト。

文化で地域をデザインする
社会の課題と文化をつなぐ現場から

書 籍 広 告

お求めは全国主要書店やネット書店で
出版：学芸出版社
A5判・240頁・本体 2500円＋税
ISBN　978-4-7615-2730-3
発行日　2020/03/10

松本茂章 編著
土屋隆英・西村仁志・朝倉由希・池上重弘・高島知佐子・
川本直義・大澤苑美・西村和代・長津結一郎・森口ゆたか 著

【目次】

はじめに

第 1章　文化政策の拡張と地域デザインの可能性（松本茂章）

第 2章　観光振興

2-1 美術館が仕掛けるインバウンド戦略 －六本木アートナイトを例に－（土屋隆英）

2-2 持続可能な自然体験観光 －エコツーリズムの試み－（西村仁志・松本茂章）

2-3 観光と協働した文化財行政（朝倉由希）

第 3章　産業振興

3-1 伝統工芸の海外展開と地域の誇り形成（松本茂章）

3-2 地域の商店街をアートで活性化する試み（松本茂章）

第 4章　多文化共生・国際交流

4-1 文化芸術活動を通じた多文化共生の取り組み（池上重弘）

4-2 地域の歴史と食文化を通した国際交流（高島知佐子）

第 5章　まちづくり

5-1 踊りとコミュニティ振興（松本茂章）

5-2 道路高架下のアートマネジメント（川本直義）

5-3 空き家対策とアートマネジメント（松本茂章）

5-4 地域の誇り形成を目指したアートプロジェクト（大澤苑美）

第 6章　教育

6-1 廃校をアートの現場に変える（松本茂章）

6-2 食育とコミュニティ形成（西村和代）

第 7章　福祉・医療

7-1 舞台芸術活動と社会包摂（長津結一郎）

7-2 ホスピタルアートの可能性（森口ゆたか）

第 8章　変りつつある「国のかたち」と「地域のしくみ」（松本茂章）

おわりに




