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表紙：服部高志（HATTORI DESIGN）

服部 高志（JIA愛知）

HATTORI DESIGN

ミラノ北西部、ピエモンテ州ヴェルバーノ・クジオ・オッソラ県のプレモゼッロ・キオヴェ

ンダ。ヨーロッパ各地からトレッキング客が訪れる、ヴァル・グランデ国立公園にかかる

山あいの小さな街です。人口約2000人、道を歩けば、皆が顔見知りで挨拶を交わす、

そんなあたたかさが残っています。

澄んだ空気の中、自然に溶け込む、この地域特有の石屋根住居の景観を眺めてい

ると、人の暮らし、豊かさ、ふと立ち止まり想わされます。

建築プレゼンテーションに浸透しつつある VRについてお話しいただくとともに、
人気の VRサービス "cluster"の体験会を行います。皆さんが作った 3Ｄモデルを
配置し、それらを巡る「バーチャル内覧会」を予定していますので、モデルを提供
いただける方、ご連絡お待ちしています。
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■静岡地域会
・9/11 静岡地域会役員会の開催（WEB同時開催）

■愛知地域会
・9/9 講演会「決定版！改正基準法及び省エネ法講習会」（オンライン方式）
・9/11 第 4回役員会
・9/18 講演会『電脳設計論壇＃03』（オンライン方式）

■岐阜地域会
・未定

■三重地域会
・9/18 第 4回役員会（WEB会議の予定）

第 3回例会     （WEB会議の予定）

電脳設計論壇 #03
桑山優樹氏講演会 + cluster体験会

講 演 会

B ulletin  B oard

日　時：令和 2年 9月 18日（金）　18:30～ 20:30
場　所：ZOOMおよび clusterを用いたオンライン講演（事前登録制）
受講料：無料（ただし、CPD取得希望者は1,000円：CPD2単位申請中）
主　催：JIA東海支部愛知地域会　研修委員会
詳細は、以下のURLもしくはJIA東海支部のメーリングリストを参照ください。
問い合わせ： tofuku@03-x.com（東福）

URL http://www.03-x.com/dennou/

保存情報　第 226回

去年10月に愛知県建築住宅センターの主催で行われた改正基準法の勉強会ですが、
いまだ法解釈が定まっていない点がありました。今回、告示なども出そろったと
いうことで、満を持して第二回を行う事になりました。改正基準法について知り
たい方、ぜひご参加ください！

決定版！改正基準法及び省エネ法講習会
講 演 会

講　師：林靖郎氏（愛知県建築住宅センター事業本部長）
日　時：令和 2年 9月 9日（水）　18:30～ 20:30
場　所：ZOOMを用いたオンライン講演（事前登録制）
受講料：無料（ただし、CPD取得希望者は 1,000円：CPD2単位申請中）
主　催：愛知県建築住宅センター
共　催：JIA東海支部愛知地域会　研修委員会
詳細は、以下のURLもしくはJIA東海支部のメーリングリストを参照ください。
問い合わせ：tofuku@03-x.com（東福）

URL http://www.03-x.com/shouene/

　アルフレックスジャパンは 1969 年の

創立以来、イタリアの合理性と日本の

価値観や住環境に適したものづくりに

よって、長くお使いいただける家具と、

心豊かに暮らすためのライフスタイルを

提案しています。オリジナルブランドの

他、世界最高峰のイタリア輸入ブラン

ドを複数取扱いしています。今回ご紹

介する〈Riva1920〉は 1920 年にミラ

ノ郊外の町カントゥに創立した無垢材を

中心とした家具メーカーです。材の選定・

技術・環境への配慮など、イタリア屈

指のクオリティを誇ります。パトリシア・

ウルキオラ、ミケーレ・デルッキなど名

だたる建築家・デザイナーが同社の企

業姿勢に共鳴しデザイン開発に参加。

現代建築になじみ、木の豊かな風合い

を味わえる製品は本物志向の方々に愛

されています。近年注目を集めているの

がカウリ材を使用したテーブルです。カ

ウリは、ニュージーランドで古代より土

中に埋没し、朽ちることなく現代に蘇っ

た材。そのスケール感や圧倒的な存在

感から現地では「森の王様」と崇めら

れています。平均埋没期間は 7 千年～

5 万年と言われますが、同社は平均 4

万 8 千年の材を使用。製品は全て1 点

もので、表情の異なるものの中から材を

選び、サイズ、脚部のデザイン、レジ

ン（樹脂）による仕上げ方に至るまで

お客様とご相談しながら製品を完成さ

せていきます。数万年の時を越えた存

在感と生命力を感じさせる逸品です。

カウリは東京SRにて展示をしています。

名古屋 SR でもその他魅力的なリーヴァ

社製品を多数ご覧いただけますのでお

気軽にお問合せください。今後ともどう

ぞ宜しくお願い申し上げます。

㈱アルフレックスジャパン

営業　田中 光一（名古屋）

〒460-0008　名古屋市中区栄5-28-12 名古屋若宮ビル1F　☎ 052-269-9772 FAX 052-269-9771
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　皆様改めまして6月の本部総会にて正式に東海支部長になりまし

た水野豊秋です、2年間よろしく御願いいたします。さてこの記事を

書いている本日（8月1日）東海地方でも、新型コロナ感染者が東京、

大阪同様に急増しています、特に愛知県では4日前の100人越えか

ら昨日は192人と予想を超え蔓延してきました。いかに対処すべきか

暗中模索の中、本部理事会・支部役員会そして各地域会役員会等も

ZOOMによるオンラインでの開催となっています。歳を重ねた私には

どうしても違和感が拭えませんが、価値観を変えるチャンスと考え、

行動していきたいと思います。

　さてこれからの2年間での取り組みについては、ARCHITECT6月号

の矢田前支部長との対談に記載されている通りですが、ここでは支部

財政について記載したいと思います。2010年からの10年間の東海

支部での動きを整理すると、以下のようになります。（グラフ参照）

①　会員数は432名から326名（≒75％）に減少した。本部から

の支部運営費は600万円で10年間ほぼ変化なし、（2013 年の

本部支部の配分見直しで2014年は680万円まで増えたが、会員

減少で毎年約 15万円減少）。ただし新たな配分見直しで今年度は

30万円減となり、今後は会員減となれば毎年 15万円程度（11人

/年）減少していく。

②　2010・2011 年の UIA 大会補助金・東北震災支援等で

1,000万円あった財産が2012年には260万円まで減少。以下の

改善により現在590万円まで回復。

③　その後の緊縮財政と2015年の家賃の減額（60万円）で収支

バランスを改善する。

④　ARCHITECT の事業費については2016年の頁減（100万円）、

2019年の編集者の変更（50万円）で支出を抑え広告料の減少を

カバーし、支出140万円で変わらないところまで改善された。そし

て広告費を各地域会に分担を御願いし安定することができた。

⑤　2020年度から消費税の増額に伴い愛知地域会からの委託費

を10万円増やす。

　これらの変遷を見ると、歴代支部長・幹事の方々の改革努力があり、

何とか収支バランスが保たれてきたものと感謝します。ただし収支の

大きな要素である、活動費も収支±0で御願いしている状態は、長

続きせず限界が訪れると思われます。新たに組織した総務委員会を中

心に支部会費徴収も含めた、改革の意見集約を図っていきます。

　ウィズコロナ、アフターコロナの時代にあって、JIAはどう活動して

行くべきか、固定概念にとらわれることなく、新しい発想で次世代を

担う若者にJIAの魅力を伝えていきたい、そのためには支部会員が活

動を通じて所属する意義を共有できることが必要だと思います。今年

度中止となった支部事業も、次年度は開催方法の検討を重ね実施し

ていきます。皆様のご協力を御願いいたします。

『支部財政』

東海支部支部長

水野 豊秋（JIA 愛知）

支部長メッセージ　　
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ARCHITECT 2020 年 6月号「矢田義典 前支部長・水野豊秋 新支部長に聞く」よりインタビューの様子

矢田義典さん（左）　水野豊秋さん（右） 撮影　中澤賢一
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日　時：令和 2年 9月 18日（金）　18:30～ 20:30
場　所：ZOOMおよび clusterを用いたオンライン講演（事前登録制）
受講料：無料（ただし、CPD取得希望者は1,000円：CPD2単位申請中）
主　催：JIA東海支部愛知地域会　研修委員会
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保存情報　第 226回

去年10月に愛知県建築住宅センターの主催で行われた改正基準法の勉強会ですが、
いまだ法解釈が定まっていない点がありました。今回、告示なども出そろったと
いうことで、満を持して第二回を行う事になりました。改正基準法について知り
たい方、ぜひご参加ください！

決定版！改正基準法及び省エネ法講習会
講 演 会

講　師：林靖郎氏（愛知県建築住宅センター事業本部長）
日　時：令和 2年 9月 9日（水）　18:30～ 20:30
場　所：ZOOMを用いたオンライン講演（事前登録制）
受講料：無料（ただし、CPD取得希望者は 1,000円：CPD2単位申請中）
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詳細は、以下のURLもしくはJIA東海支部のメーリングリストを参照ください。
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　世界の最初から現在まで122 事例を豊

富な写真で紹介する「英米日のコミュニ

ティスクール事典（仮称）」の執筆終了直

前に、この執筆依頼を頂いた。宣伝を兼

ねてご紹介したい。

１、英国Village College 構想が世界初
のコミュニティスクール構想－１９２４年
　最初のコミュニティスクール概念の提示

は、英国ケンブリッジ州教育長ヘンリー

モリスで、1924年である。彼は「教育サー

ビスは子ども達だけでなく、コミュニティ

に対しても提供されるべき」の理念の下

に「Village College 構想」を提唱、Harry 

Ree 執筆本に構想が掲載されている。

・「Village College 構想」誕生当時の英
国、英国は19 世紀半ば産業革命後に世
界の工場として発展、工場のある都市へ

人が集まり都市化が進み、19 世紀後半

のビクトリア期からロンドン等大都市を更

に発展させた。対比的に前近代的で人が

散在し非効率な農村は衰退、当時農村

のケンブリッジは廃れ、若者等が奨学金

等で大都市へ流れた。

１）Village College 構想
①教育を教会から取り戻す「ケンブリッジ
シラバス」、モリスは、この状況を変える
魅力的な農村地域造りを考えた。最初に

当時教会が行う年令混在の小規模な1教

室程度の教育を、公教育に取り戻すため

学校で宗教を教える授業要旨を作成、教

育を取り戻す事に成功した。

②小・中学校の整備、教育体制の整備
に小村に5～ 10才以下の小学校、中核

的な村に 10～ 15 又は 16 才の中学校を

州全体で30～ 40 校設置し、中学校は

年齢と到達度重視のクラスを構成、手工

芸・家庭科・包括的な科学・造園等の

実習の施設を整備する。

２）Village Collegeの内容
①地域のセンターの学校、教育の全ての
形態の活動（小、中学校、成人教育と農

業教育を含む社会教育と余暇的な場を含

め近隣のコミュニティセンターの役割）を

協働・発展させるセンターである。

②Village College の機能と諸室、①保
育、②小学校、③中学校、④教師室、⑤村

のホール、⑥2分割できる図書館（永久保

存の本と州図書館からの配本の図書部門

と新聞・定期刊行

物を含む読書部門）、

⑦農業・科学実験

室（農業と園芸教

育のセンター形成）、

⑧2～ 3 の集会室、

⑨シャワー・更衣室、

⑩村のグランド、⑪

学校庭園（園芸の

実習）、⑫雇用と保

険センター、⑬管理者の家（建物の維持

管理や清掃等の管理人の家）、⑭屋内リク

リエーション室（少年少女のクラブ利用、

ゲーム等の利用）

③Village Collegeの建築、今後のモデ
ルになる「シンプルで美しく、偉大な伝統

を創り、統合的・創造的・継続的な学習、

生活の活性化、理想と現実の一致を目指

す教育、自由で人間的な伝統育成、民

主主義育成、州と市町村行政をつなぐ、

創造的な建築の機会が提供され、最も自

由な活動の提供等を実現」できる建築が

求められる。

３）ビレッジカレッジ実現へのモリスとそ
の後の経緯
　上記の提案に財政難の州議会は了承せ

ず、当時の4億円の寄付集めを実施条

件とした。モリスは資金集めに苦労し米

国でも何度も講演し、財団等から寄付を

得て実現にこぎつけた。1930 年に第 1

号と1937 年とその後にVillage College

を造ったが、建築的に特徴は無く、4番

目にバウハウス等でも著名なグロピウス

等が設計を行い、環境的にも良い2面採

光等の当時もっとも近代的な学校が造られ、

英・米のコミュニティスクール

１００年間の変化 No.1
世界最初の近代的なコミュニティスクール

図 1、Impington Village College平面図（▲印が当初の入口）

図 2、Crow Island School平面図

連載全 6回予定
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　世界の最初から現在まで122 事例を豊

富な写真で紹介する「英米日のコミュニ

ティスクール事典（仮称）」の執筆終了直

前に、この執筆依頼を頂いた。宣伝を兼

ねてご紹介したい。

１、英国Village College 構想が世界初
のコミュニティスクール構想－１９２４年
　最初のコミュニティスクール概念の提示

は、英国ケンブリッジ州教育長ヘンリー

モリスで、1924年である。彼は「教育サー

ビスは子ども達だけでなく、コミュニティ

に対しても提供されるべき」の理念の下

に「Village College 構想」を提唱、Harry 

Ree 執筆本に構想が掲載されている。

・「Village College 構想」誕生当時の英
国、英国は19 世紀半ば産業革命後に世
界の工場として発展、工場のある都市へ

人が集まり都市化が進み、19 世紀後半

のビクトリア期からロンドン等大都市を更

に発展させた。対比的に前近代的で人が

散在し非効率な農村は衰退、当時農村

のケンブリッジは廃れ、若者等が奨学金

等で大都市へ流れた。

１）Village College 構想
①教育を教会から取り戻す「ケンブリッジ
シラバス」、モリスは、この状況を変える
魅力的な農村地域造りを考えた。最初に

当時教会が行う年令混在の小規模な1教

室程度の教育を、公教育に取り戻すため

学校で宗教を教える授業要旨を作成、教

育を取り戻す事に成功した。

②小・中学校の整備、教育体制の整備
に小村に5～ 10才以下の小学校、中核

的な村に 10～ 15 又は 16 才の中学校を

州全体で30～ 40 校設置し、中学校は

年齢と到達度重視のクラスを構成、手工

芸・家庭科・包括的な科学・造園等の

実習の施設を整備する。

２）Village Collegeの内容
①地域のセンターの学校、教育の全ての
形態の活動（小、中学校、成人教育と農

業教育を含む社会教育と余暇的な場を含

め近隣のコミュニティセンターの役割）を

協働・発展させるセンターである。

②Village College の機能と諸室、①保
育、②小学校、③中学校、④教師室、⑤村

のホール、⑥2分割できる図書館（永久保

存の本と州図書館からの配本の図書部門

と新聞・定期刊行

物を含む読書部門）、

⑦農業・科学実験

室（農業と園芸教

育のセンター形成）、

⑧2～ 3 の集会室、

⑨シャワー・更衣室、

⑩村のグランド、⑪

学校庭園（園芸の

実習）、⑫雇用と保

険センター、⑬管理者の家（建物の維持

管理や清掃等の管理人の家）、⑭屋内リク

リエーション室（少年少女のクラブ利用、

ゲーム等の利用）

③Village Collegeの建築、今後のモデ
ルになる「シンプルで美しく、偉大な伝統

を創り、統合的・創造的・継続的な学習、

生活の活性化、理想と現実の一致を目指

す教育、自由で人間的な伝統育成、民

主主義育成、州と市町村行政をつなぐ、

創造的な建築の機会が提供され、最も自

由な活動の提供等を実現」できる建築が

求められる。

３）ビレッジカレッジ実現へのモリスとそ
の後の経緯
　上記の提案に財政難の州議会は了承せ

ず、当時の4億円の寄付集めを実施条

件とした。モリスは資金集めに苦労し米

国でも何度も講演し、財団等から寄付を

得て実現にこぎつけた。1930 年に第 1

号と1937 年とその後にVillage College

を造ったが、建築的に特徴は無く、4番

目にバウハウス等でも著名なグロピウス

等が設計を行い、環境的にも良い2面採

光等の当時もっとも近代的な学校が造られ、

英・米のコミュニティスクール

１００年間の変化 No.1
世界最初の近代的なコミュニティスクール

図 1、Impington Village College平面図（▲印が当初の入口）

図 2、Crow Island School平面図
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それが世界最初の 1939 年の本格的なコ

ミュニティスクール「Impington Village 
College」で、農村を魅力化する街づくり
でもあった。モリスの構想の 1924 年は、

日本の大正 13 年で、その当時に学校を

複合化し子供の教育だけでなく成人の教

育とコミュニティの活動の場とする「新し

いセンター」として構想し、学校も「能力

別クラス編成」や「開かれた学校」、「生

涯学習」の考えを先取りしている。

２、採光・通風等に配慮の英国最初の近
代的学校 Impington Village College
と世界的な建築家ワルターグロピウスと
マックスフライ（39年建設、97年視察）
・モリスの構想と共に世に知られる機会

となったのが 1939 年建設の Impington 

Village College、当時対称形建物が多

かった時代に、非対称で採光・通風等に

配慮した英国最初の近代的な学校建築で

あり世界最初のコミュニティスクール建築

となった。この学校建築は、現在も歴史

的建築として丁寧に使われ、ケンブリッ

ジ市は発展で都市化し、大きな学校と成っ

たがグロピウスのデザインを随所で踏襲

している。

・学校と地域が共用するゾーン、総合制
中等学校（11-16 才）+Sixth Form（～ 18

才）が主に使う教室と科学・保健ゾーン、

相互利用の集会ホールと実習ゾーン、地

域が主に利用し、夜に地域の人達が学ぶ

講習・図書や交流等のキッチン・コモン・

卓球・ビリヤード・カード・ダーツ・委

員会等のゾーン、校長・スタッフ・学生

主入口・クロークの管理ゾーンからなり、

地域の人も科学等も使い、学校も講習や

図書等を使い合うCommunity/ School

である。

・教室は両面採光で換気も良く、管理ゾー
ンのロビーも中廊下だが両面のハイサイ
ド窓から採光し明るい、実習室は軽運動
やダンス等にも使え、集会兼ホールは音

響反射板とシーリングライトや映写室を

持つ。

・配置構成、道路（上側）に面し開放ゾー
ンと地域入口があり、背後に管理ゾーン

の校長室・学生入口・スタッフ室、その

先に科学・保健・教室ゾーンがある。地

域入口は校長室から見え、教室ゾーンへ

行くには校長室とスタッフ室前を通ること

になる。世界最初の本格的なコミュニティ

スクールは、セキュリティ面も先進事例で

ある。

３、米国のコミュニティスクールの始まり
　フリント市体育教師の Frank J. Manley

がジョンデューイの哲学「教育は、人生

の準備のためでなく、人生そのものであ

る」に傾倒し、「近隣に活気と個性を与え

る夢」を持ち、青年問題の講演時に、元

フリント市長でゼネラルモーター創始者

Charles S. Mott が講演を聞いて、両者が

「学校を開くことで多くを解決できる」と

同意した。その後すぐMott 財団がフリン

ト市の数校に放課後の健康・余暇・成

人教育の費用を出し、米国のコミュニティ

スクールが始まった。その後コミュニティ

強化のプログラムに拡張され、1953 年

までに３６校となり、「学校とコミュニティが、

コミュニティ問題解決に協働する全米の

コミュニティスクールモデル」に発展した。

・以上、英国のビレッジカレッジは

Community/schools（授 業中も開 放）、

米 国のフリント方 式 は Community

Schools（授業時間外開放）として始まった。

４、米国最初の近代的な学校でコミュニ
テ ィ ス ク ー ル Crow Island School
（1941 年建設、00 年視察）、建築家は

エリエルとイェーロサーリネン親子と

Perkins,Wheeler and Will で、幼 稚 園・

保育園・小学校（１～５学年）である。

・人体寸法に配慮し、多様に使える、L字
型教室で、その凹の１部と隣接部分が窓

の２面採光で、窓も造り付けの椅子に乗

れば児童が開けることが出来る人体寸法

に配慮し、教室も日本の教室より大きく

てコーナー等を使い多様な使い方ができる。

・入口近くの中央に開放ゾーン、傾斜地
の高低差を利用し、道路に面するが影響

を受けない半階程度の高さの位置が１階

で、３～６年の高学年教室ゾーン、幼稚

園と保育の教室ゾーン、学生・地域共用

入口を入りロビー、劇場、体育、芸術の

１階開放諸室と工作・郷土資料・リソー

スセンター等地下１階の開放諸室と管理

ゾーンをまとめ、その奥に１年と２年の低

学年教室ゾーンがある。

・管理は全体の様子がつかめる開放ゾー
ン中央に位置、管理は、１階は開放諸室
の中央に校長室と事務室を配置して開放

ゾーンを管理し、地下１階は職員の活動

室を配置し開放ゾーンを管理する。

豊橋技術科学大学名誉教授

渡邉 昭彦

Impingtonの劇場兼運動施設廊下と南の 2面採光の Impingtonの教室

Crowのステージと固定席を持つ劇場Crowの広い教室で人体寸法に配慮
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豊田啓介 氏

モーフィング・ファニチャー 工業技術研究院

Ⓒnoiz architects.

Ⓒnoiz architects. Ⓒnoiz architects.

　愛知地域会の研修委員会では「電脳設

計論壇」という講演会シリーズを立ち上げ、

2か月に 1 回程度、デジタル・デザイン

の識者にリモート講演頂いている。ここ

では、この講演会シリーズの意義と目的

を明確にすると同時に、初回の講演の報

告をおこないたい。

設計のプロとデジタル・デザイン
　「デジタルで出てくるカタチは面白いけ

れど、コストとか施工の事が考えられてな

いものがほとんどで、実務には使えない

んじゃない？」とはプロの設計者がしばし

ば漏らす問いだ。

　この指摘は、ある意味では正しいが、

同時に外れてもいる。その理由はいくつ

かあり、第一に、ネットに発表されてい

るものは幾何学や線形代数などのコン

ピュータ・サイエンスで得られた知見を応

用したショーケース的なもので、作った側

もそれがそのまま建つとは考えていないこ

と。第二には、デジタル・デザインに取

り組んでいる側は、やはりディテールや材

料などを知悉していないことがあるだろう。

そして、「プロの設計者」側にも、やれ

AI に仕事を取られるだのと悲観的に愚痴

るわりには、デジタル技術に対して冷淡

だという原因があることを忘れてはならな

い。先ほどの問いの答えは「設計者みず

から『コストとか施工の事』を考えたプロ

グラムを考えればいい」という至極単純

なものであり、JIA に所属しているような

経験豊かな設計者の側からも歩み寄って、

この不幸なデジタル・ディバイドを埋める

必要がある。設計者に対してそのような

動機を与えることが、本イベントが目指す

ところである。

「電脳設計論壇」の企画
　近代以降、建築は意匠、構造、環境

の三分野に専門分化してきたが、ソフト

ウェアの上でこれら三つが再び統合され

つつある感がある。もちろん、分化した

技術が組み込まれることにより、プログ

ラムの中でブラックボックス化してしまうと

いうデメリットはあり、設計者は前にも増

して研鑽に励まなければならないのだが、

それよりも注目されるのはデジタル技術そ

のものが違った価値に基づいてさらに分

化していっているという事実だ。

　CADの正統的な後継である「BIM」は、

すでに我々の設計実務に深く入り込みつ

つあるが、昨今では建築プレゼンテーショ

ンにおける「VR」や「AR」、デジタル機

器にモノを作らせる「デジタル・ファブリ

ケーション」、アルゴリズムを応用して形

を得る「アルゴリズミック・デザイン」といっ

た技術がそれに既に加わっている。さらに、

そこからさまざまな技術が派生しつつあり、

その全体像を把握するカタログのようなも

のはまだなく、それぞれの分野に取り組

んでいる人たちから個別に聞き取るしか

ない状態だ。

　デジタル技術は元より場所にとらわれ

ず、識者たちは日本各地、あるいは世界

に散らばっている。彼らに話を聞くのには、

リモート講演会システムはまたとないツー

ルであり、これらのツールがコロナ禍に

よって一気に普及したことは我々にとって

僥倖であったと言うしかない。電脳設計

論壇は、リモートを利用して聞き取りの

断片を集め、それぞれの中で「デジタル・

デザインの現在」を組み上げる機会とし

たい。

noizの設計手法
　初回の登壇をお願いしたのは東京及び

台湾をベースに活動するnoiz architects

（以下 noiz）の豊田啓介氏だ。氏が、建

築専門メディアよりむしろWIREDなどの

テック系雑誌への露出が多いのは、彼の

デジタル技術に対する知見が、建築人た

ちの理解を大きく超えているからにほかな

らない。もちろん氏自身もこの状況に手を

こまねいているわけではなく、施工会社

などの営利企業にたいしてはgluonとい

う会社を設立してコンサルティングを行い

つつ、デジタル・デザイン関連の論文に

事務所から奨学金を出し、学術団体とし

ての「建築情報学会」の設立に奮闘され

ている。まさに実務・アカデミズム双方

から注目されている人物であるといえよう。

　レクチャーは、noiz の作品紹介から始

まった。「BAOBAO銀座店のウィンドウ・

ディスプレイ」では、BAOBAOのモチー

フである三角形のドットがライフ・ゲーム

JIA 愛知発 研修委員会

「電脳設計論壇」が目指すもの
#01豊田啓介 氏
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「大阪・関西万博招致活動のための会場計画案」の森美術館での展示 物質と情報が重なる共有領域としてのコモン・グラウンドⒸnoiz architects. Ⓒnoiz architects.

に基づいて明滅し、ファンに起こされた

風によって吹き消される。また、「モーフィ

ング・ファニチャー」では、パントン・チェア、

チューリップ・チェアといった複数の名作

椅子の断面を滑らかにモーフすることに

よって様々な椅子の座り心地が楽しめる

ベンチを提案している。 さらに台湾の「工

業技術研究院」は、ファサードのプロジェ

クトであるが、4000 枚にもおよぶ外装

フィンの配置の決定に最適化手法を援用

しているという。noiz の作品の多くは建

築物の部分やインテリアであり、いわゆ

る大文字的な「建築」ではないものの、「建

築的」な実験を許容するスケールのもの

が多い。

　ここで注意すべきなのは、コンピュータ・

サイエンスにおいて「ライフ・ゲーム」「モー

フィング」「最適化」などの要素技術は、

いずれも7～80 年代までには出揃ってお

り、けっして最先端ではないということだ。

むしろ、こういった思考方法を積極的に

建築領域に持ち込んできているところに

彼らの新しさがある。

物質都市とデジタル都市をつなぐ
「コモン・グラウンド」
　一方で、現在の先端技術といえば、フォ

トグラメトリなどの既存の建築・都市の

デジタル化や、LiDAR（ライダー）などの

センシング技術であり、主に現実世界と

デジタル世界をリンクするものである。豊

田氏はこれらをどう見ているのか。氏は、

Uber や Airbnbなどの単一領域を扱うプ

ラットフォーマーの次に、都市あるいは世

界全体を扱う情報プラットフォーマーが現

れ、その段階こそ、戦後日本が「ものづ

くり」の国として名を成したように、デジ

タル世界の覇権を握りうる時代だと予測

する。

　開発中のモノをデジタル化し、デジタ

ル空間の中で様々なシミュレーションをお

こなう「デジタル・ツイン」という考え方

があるが、それを都市全体へと拡張しよ

うというわけだ。だが、ここに一つの問

題がある。ヒトやロボットのような物理

エージェントがデジタル空間を知覚する能

力がないのと同様に、プログラム上で動

くデジタル・エージェントも物質空間を捕

捉することができないのである。そこで、

両者にとって知覚可能な「コモン・グラ

ウンド（共有基盤）」を早急に作って互い

にシームレスに繋ぐ必要があり、2025

年の大阪万博はそのまたとない機会であ

ると豊田氏は主張するのである。

　「大阪・関西万博招致活動のための会

場計画案」の森美術館での展示は、トラッ

キング技術を応用して見る人の目の位置

を捕捉し、画角を調整し続けるという意

欲的なもので、コモン・グラウンドのある

べき姿を予感させるものだった。豊田氏

はレクチャーの後も「SHIBUYA HYPER 

CAST2.」や「SPACEPORT CITY」など、

コモン・グラウンドの考え方を導入した

未来の都市像を発表し続け、関西の財界

に働きかけて「コモングラウンド・リビン

グラボ」の設立を発表するにいたっている。

学生との対話
　レクチャーのあと、第二部として名古

屋で活動する学生グループ「ND3M」との

討論会をおこなった。noiz が発表してい

る2つのダイアグラムを題材に、学生側

から豊田氏へアップデートの提案を投げ

かけるというものである。豊田氏も「作っ

た自分よりも深く読み込んでくれている」

と感心してくれていたが、聞いている私た

ちにとっても、7-80年代の日本はこうだっ

たのだろうか、と思わせるくらいに熱のこ

もった議論だった。昨今の若者は熱意が

ない、とはしばしば言われることだが、

単に大人の側が彼らを受け止めれる場を

用意できていないだけではないだろうか。

少なくともデジタル技術はその一つではあ

りそうである。

　なお、本レクチャーは世界中から280

名の視聴者を集めた。約半数が学生で、

海外からの視聴はアメリカ、スペイン、

香港、ベトナムと多岐にわたっている。

初回はイベントの認知度を高めるために

集客に重きを置いたが、次回からは地元

で活動する人物なども積極的に取り上げ

てゆきたいと考えている。

零三工作室
東福 大輔 （JIA 愛知）
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「けんちくかフェス2019」まちなか井戸端会議×第36回設計競技（名古屋市西区那古野／円頓寺商店街）

リレートークコロナ禍に想う

　掲載写真は 2019年 9月に開催された
「けんちくかフェス2019（JIA東海支部大
会）」まちなか井戸端会議×第 36回設計
競技の集合写真です。現在、コロナ禍は
長期化の様相を呈していますが、一日も早
く事態が収束し、この写真のように多世代
が笑顔で集い、JIAの事業が再開できるこ
とを祈念いたします。
　設計競技特別委員会では、新型コロナ
ウイルス感染症拡大防止の観点から、
2020年度に予定していた第 37回設計競
技の開催を中止することとしました。これ
まで当委員会が運営面で重視してきました
「建築家・JIA会員と学生・若手建築家と
の face to faceでの交流」、「公開審査会
による審査員と応募者の議論」について安
全を担保した設計競技を開催することがで
きないと判断したためです。
　新型コロナウイルス感染症をめぐっては、
建築の分野が取り組むべき課題、解決す

べき課題が膨大にあるものと考えられます
が、収束が見えない昨今の状況では、未
だ課題の全体像や未来へ繋がる出口が掴
めておりません。しかしながら、自然災害
やコロナ禍などの切実な課題に対しては、
建築が本来持っている前向きな推進力で、
新しい社会のあり方を提案・創造するべき
使命があるのではないかと考えています。
当委員会では、コロナ後の設計競技の運
営について、集合形式の審査会のみならず、

Webを活用したオンライン審査会など柔
軟な開催方法も含めて検討していきます。
コロナ禍の事態が収束した際には、第

37回設計競技開催に向けて当委員会の活
動再開を予定しています。その節には、こ
れまで同様に大学研究機関の皆様、建築
関係企業の皆様、JIA賛助会員・JIA会
員の皆様からのご協力・ご支援を賜ります
ようよろしくお願いします。

設計競技特別委員会委員長
地域計画建築研究所

間瀬 高歩（JIA愛知）

②
第 37回 JIA東海支部設計競技開催に向けて

　三重県で初の感染者が確認されたのが
1月末だったと記憶しています。武漢に帰
省していた中国籍の男性だったので「ああ、
そりゃあ感染するわ」と、それほど気にも
せず、ある程度感染者が出た後、終息に
向かうものと思っていました。2月は娘の
大学受験があり、東京や京都に付き添い
で滞在しましたが、僕はマスクはしていま
せんでした。東京はいつものように人で溢
れていましたし、京都は外国人観光客こそ
激減していましたが、日本人は普通に活動
していました。雰囲気が変わったのは 3月
に入った頃でしょうか。感染の拡大を抑え
るためにイベント等を自粛する気運が高
まってきました。それでも僕個人としては、
あまり大袈裟に捉える必要はないと考えて
いました。担当者として企画した三重短期
大学とコラボの建築展を3月20日に控え、
開催の準備に勤しんでいました。しかし、
愛知地域会さんがイベントの中止をいち早

く決定したと知り、そこでやっと本格的に
考え始めました。別に開催しても、三重県
ではまだ感染者を出す可能性は少ないし、
卒業設計展も同時開催だったので、やろう。
でも、万が一・・・やめようか。こんな思
考の繰り返しでしたが、最終的にはこの状
況下では小さなリスクであっても避けた方
が良いと判断し、延期を決めました。三重
短大の担当教授に事情を説明し同意をい
ただき、会場の県立美術館に延期の連絡
を入れました。「本来ならキャンセル料が
掛かりますが、特別な事情なので、今回
は結構です」ありがたいと思いました。4
月に入ると東京で緊急事態宣言が発令さ
れ、4月16日には全国に適用されました。
もはや、イベントは延期や中止が当たり前、
かの県立美術館も休館となり、オリンピッ
クすら延期が決定。こうなると世間の常識
の変化に、僕の常識の変化が追いつかない。
いつもはあまり人の助言は聞かないタチで

すが、三重県知事の発言や方針、周りの
人の助言に耳を傾けました。会社はリモー
トワークにし、消毒液を置き、マスクを装
着し、施主との打ち合わせに zoomを利
用しました。地域会のイベントも中止やオ
ンライン開催へと舵を切り、例会や役員会
もオンラインで行っています。また、この
機会を前向きにとらえ、本来であれば、
事業の企画や準備にあてる時間を事業の
在り方や方向性について再考する時間にあ
てようと考えています。この一連の行動が
正しいかどうかわかりません。きっとコロ
ナ禍が終息した後に振り返ってみて、判断
できることなのだと思います。今はこのま
ま行くしかありません！

コロナ禍の行動は正しいか

日新設計
出口基樹（JIA 三重）
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残暑お見舞い申し上げます残暑お見舞い申し上げます
（静岡・愛知・岐阜・三重地域会　五十音順）

㈱高橋茂弥建築設計事務所

常務取締役

〒420-0847　静岡市葵区西千代田町 29-30
TEL: 054-246-2731　FAX: 054-247-0113

大橋 康孝

八木紀彰建築設計事務所

代表

〒420-0884　静岡市葵区大岩本町 1-5-305
TEL: 054-245-0186　FAX: 054-245-0186

八木 紀彰

企業組合 針谷建築事務所

代表理事

〒422-8072　静岡市駿河区小黒 3-6-9
TEL: 054-281-1155　FAX: 054-282-5502

鳥居 久保

㈱石本建築事務所 名古屋オフィス

〒460-0008　名古屋市中区栄4-3-26　昭和ビル
TEL: 052-263-1821　FAX: 052-264-1990

㈱伊藤建築設計事務所

〒460-0002　名古屋市中区丸の内 1-15-15  桜通ビル
TEL: 052-222-8611　FAX: 052-222-1971

㈱三和建築事務所

取締役社長

〒455-0015　名古屋市港区港栄4-5-5
TEL: 052-661-2211　FAX: 052-661-2247

見寺 昭彦

㈱中建設計

代表取締役社長

〒460-0008　名古屋市中区栄 2-2-12　NUP伏見ビル 5F
TEL: 052-222-7850　FAX: 052-222-7856

石田 　壽

一級建築士事務所 デザイン スズキ

〒440-0012　豊橋市東小鷹野4-4-8
TEL: 0532-61-4245　FAX: 0532-61-4215

鈴木 利明

㈱ヤスウラ設計

代表取締役

〒460-0007　名古屋市中区新栄 2-35-6
TEL: 052-241-7211　FAX: 052-241-7333

水野 豊秋

㈱ワーク○キューブ

〒460-0024　名古屋市中区正木 1-13-14
TEL: 052-265-8412　FAX: 052-265-8402

パナソニックエコシステムズ㈱

ＩＡＱビジネスユニット
営業部　課長

〒486-8522　春日井市鷹来町4017
TEL: 050-3787-2356

林　 義秀

オフィス代表

奥井 康史

中日設計㈱

〒461-0003　名古屋市東区筒井 2-10-45
TEL: 052-937-6711　FAX: 052-937-6881

取締役社長

清谷 英広

㈱中建築設計事務所

〒460-0007　名古屋市中区新栄 1-27-27
TEL: 052-262-4411　FAX: 052-262-4414

代表取締役

廣瀬 髙保

㈱黒川建築事務所

〒460-0002　名古屋市中区丸の内一丁目 15番 9号
スガキコ第２ビル 2階

TEL: 052-203-0281　FAX: 052-203-1884

代表取締役

黒川 喜洋彦

㈱城戸武男建築事務所

〒460-0002　名古屋市中区丸の内 2-11-23 富士和ビル 2F
TEL: 052-231-5451　FAX: 052-231-5450

代表取締役

城戸 康近
取締役会長 森口 雅文
代表取締役社長 小田 義彦

桑原 雅明
𠮷元 　学
平野 恵津泰
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　アルフレックスジャパンは 1969 年の

創立以来、イタリアの合理性と日本の

価値観や住環境に適したものづくりに

よって、長くお使いいただける家具と、

心豊かに暮らすためのライフスタイルを

提案しています。オリジナルブランドの

他、世界最高峰のイタリア輸入ブラン

ドを複数取扱いしています。今回ご紹

介する〈Riva1920〉は 1920 年にミラ

ノ郊外の町カントゥに創立した無垢材を

中心とした家具メーカーです。材の選定・

技術・環境への配慮など、イタリア屈

指のクオリティを誇ります。パトリシア・

ウルキオラ、ミケーレ・デルッキなど名

だたる建築家・デザイナーが同社の企

業姿勢に共鳴しデザイン開発に参加。

現代建築になじみ、木の豊かな風合い

を味わえる製品は本物志向の方々に愛

されています。近年注目を集めているの

がカウリ材を使用したテーブルです。カ

ウリは、ニュージーランドで古代より土

中に埋没し、朽ちることなく現代に蘇っ

た材。そのスケール感や圧倒的な存在

感から現地では「森の王様」と崇めら

れています。平均埋没期間は 7 千年～

5 万年と言われますが、同社は平均 4

万 8 千年の材を使用。製品は全て1 点

もので、表情の異なるものの中から材を

選び、サイズ、脚部のデザイン、レジ

ン（樹脂）による仕上げ方に至るまで

お客様とご相談しながら製品を完成さ

せていきます。数万年の時を越えた存

在感と生命力を感じさせる逸品です。

カウリは東京SRにて展示をしています。

名古屋 SR でもその他魅力的なリーヴァ

社製品を多数ご覧いただけますのでお

気軽にお問合せください。今後ともどう

ぞ宜しくお願い申し上げます。

㈱アルフレックスジャパン

営業　田中 光一（名古屋）

〒460-0008　名古屋市中区栄5-28-12 名古屋若宮ビル1F　☎ 052-269-9772 FAX 052-269-9771

法人協力会通信
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　皆様改めまして6月の本部総会にて正式に東海支部長になりまし

た水野豊秋です、2年間よろしく御願いいたします。さてこの記事を

書いている本日（8月1日）東海地方でも、新型コロナ感染者が東京、

大阪同様に急増しています、特に愛知県では4日前の100人越えか

ら昨日は192人と予想を超え蔓延してきました。いかに対処すべきか

暗中模索の中、本部理事会・支部役員会そして各地域会役員会等も

ZOOMによるオンラインでの開催となっています。歳を重ねた私には

どうしても違和感が拭えませんが、価値観を変えるチャンスと考え、

行動していきたいと思います。

　さてこれからの2年間での取り組みについては、ARCHITECT6月号

の矢田前支部長との対談に記載されている通りですが、ここでは支部

財政について記載したいと思います。2010年からの10年間の東海

支部での動きを整理すると、以下のようになります。（グラフ参照）

①　会員数は432名から326名（≒75％）に減少した。本部から

の支部運営費は600万円で10年間ほぼ変化なし、（2013 年の

本部支部の配分見直しで2014年は680万円まで増えたが、会員

減少で毎年約 15万円減少）。ただし新たな配分見直しで今年度は

30万円減となり、今後は会員減となれば毎年 15万円程度（11人

/年）減少していく。

②　2010・2011 年の UIA 大会補助金・東北震災支援等で

1,000万円あった財産が2012年には260万円まで減少。以下の

改善により現在590万円まで回復。

③　その後の緊縮財政と2015年の家賃の減額（60万円）で収支

バランスを改善する。

④　ARCHITECT の事業費については2016年の頁減（100万円）、

2019年の編集者の変更（50万円）で支出を抑え広告料の減少を

カバーし、支出140万円で変わらないところまで改善された。そし

て広告費を各地域会に分担を御願いし安定することができた。

⑤　2020年度から消費税の増額に伴い愛知地域会からの委託費

を10万円増やす。

　これらの変遷を見ると、歴代支部長・幹事の方々の改革努力があり、

何とか収支バランスが保たれてきたものと感謝します。ただし収支の

大きな要素である、活動費も収支±0で御願いしている状態は、長

続きせず限界が訪れると思われます。新たに組織した総務委員会を中

心に支部会費徴収も含めた、改革の意見集約を図っていきます。

　ウィズコロナ、アフターコロナの時代にあって、JIAはどう活動して

行くべきか、固定概念にとらわれることなく、新しい発想で次世代を

担う若者にJIAの魅力を伝えていきたい、そのためには支部会員が活

動を通じて所属する意義を共有できることが必要だと思います。今年

度中止となった支部事業も、次年度は開催方法の検討を重ね実施し

ていきます。皆様のご協力を御願いいたします。

『支部財政』

東海支部支部長

水野 豊秋（JIA 愛知）

支部長メッセージ　　

正会員数 432 420 413 407 392 379 358 348 ¥347 337 326 315 304 293
支部運営費
正味財産

250

300

350

400

450

500正
会
員
数

正会員数 支部運営費 正味財産

2022全国大会予定

¥6,004,211 ¥6,056,757 ¥6,014,875 ¥6,600,597 ¥6,823,591 6,746,729 ¥6,473,648 ¥6,278,575 ¥6,218,337 ¥6,032,810 ¥5,830,000 ¥5,680,000 ¥5,530,000 ¥5,380,000
¥6,469,626 ¥3,684,504 ¥2,660,391 ¥2,745,658 ¥2,608,812 ¥3,018,698 ¥3,771,070 ¥5,339,329 ¥5,718,432 ¥5,900,822 ¥5,900,000 ¥5,450,000 ¥4,150,000 ¥3,700,000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ¥2,000,000

¥2,500,000

¥3,000,000

¥3,500,000

¥4,000,000

¥4,500,000

¥5,000,000

¥5,500,000

¥6,000,000

¥6,500,000

¥7,000,000

ARCHITECT 2020 年 6月号「矢田義典 前支部長・水野豊秋 新支部長に聞く」よりインタビューの様子

矢田義典さん（左）　水野豊秋さん（右） 撮影　中澤賢一

　豊川稲荷は曹洞宗寺院で「圓福山豊川
閣妙厳寺（えんぷさんとよかわかくみょう
ごんじ）」と称す。境内には九十棟余の堂
宇を構え、最古の建造物は山門で天文 5
年（1536）創建。ところがなぜか登録文
化財まで含めても文化財となっている建
造物は一件もない。
　と言うわけでもないが、今回はこの三
万坪余の広大な境内を廻る外障を観察し
てみよう。まず、入口正面に構える総門
は唐破風付の四脚門で、欅造の大扉は玉
杢の美しい五寸厚の一枚板である。両脇
には表面を平滑に仕上げた石灰石の巨石
を眠目地で積む。その両側では桟瓦葺小

屋根付の土塀を白漆喰で仕上げ、基礎部
は野面石積。境内背面はマキの生垣で基
部は玉石を積み、石の間は赤土を埋め込
む。とりわけ最北端部は存在感あり。
　ところで、境内南側は豊川稲荷駅から
西に延びる幹線道路に接する。すなわち
外部からよく見えるところで、上部をアル
ミフェンスとし、基礎部分は背面と同様
の玉石積なのだが、近年その合端部の凹
部にモルタルを塗り込む。ある種「セメン
ト神話」のきれい整備の類でなんとも扁
平である。南西角では背面からの玉石積
みと出会うのだが、その存在感はまるで
異質である。

林廣伸建築事務所
林 廣伸 （JIA 愛知）

●コロナ禍で「在

宅勤務」「リモ－ト

ワーク」「テレワー

ク」が注目されて

います。オフィスで

のフリーアドレスエ

リアが自宅まで広

がったと理解します。感染防止の観点で急速

に増えましたが通勤の時間や作業環境整備の

ロスを最小限まで削減出来る合理性もあり、こ

の機にオフィスを廃止した会社もあるようです。

業種や作業形態によりますが今後勤務地の縛

りから開放された勤務形態のフリーアドレス化

は進むと実感しました、自分や家族の希望や

人生観で住居地を自由に選べる状況が一般化

すれば人 の々価値判断は変り、定住や住居の

所有への意識変化、ワーケーション志向による

地方の良さの再評価と人口の都市集中が緩和

されると期待します。

本誌は今月から渡邉昭彦先生の「英・米のコ

ミュニティースクール、100年間の変化」の連載

が始まりました。集大成の著書出版直前にい

ただく連載を楽しみに拝読させていただきます。

 （伊藤彰彦）

●水野支部長の記述にある、コロナ禍のもと

暗中模索から脱し新たな価値観を見出して活

動を共にする時期に来ているとの見解に賛同

します。組織として自粛や中止、延期を繰り返

していてはいけないとも。渡邉氏の「コミュニティ

スクール」連載が始まりました。本来地域の拠

点であるべき「学校」が「開かれた」施設では

なくなりつつあり、「働き方改革、時短」の名

目で教師の地域活動が減り、閉ざされる状況

を打開しなくては。東福氏の「電脳設計論壇」

報告に「CAD の正統的な後継であるBIM」に

触れられていますが、設計や建設工程の部分

的使用にとどまり、設計時のユーザーとの対話

から詳細設計、施工から更に使用開始後の

施設管理に至るまでをカバーするツールとして

の能力が生かされてないと憂慮しています。な

お当レクチャーには世界中の若者の参加がある

との報告であり、今後の展開を大いに期待し

たい。 （谷口元）
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お気に入りの
歴史的環境調査

『ARCHITECT』2020年8月号7ページ「自作自演240」中段7行目に
「元会員の高橋敏郎さん」とありますが、「会員の高橋敏郎さん」に
訂正いたします。   

総門両脇の石灰石 境内背面のマキ生垣と玉石積

道路沿いのアルミフェンスとモルタル塗された玉石積

名　　称：豊川稲荷　
所 在 地：豊川市豊川町1
アクセス：JR飯田線 豊川駅から徒歩5分
　　　　　名鉄豊川線 豊川稲荷駅から徒歩5分
　　　　　名鉄豊川線 稲荷口駅から徒歩10分
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　アルフレックスジャパンは 1969 年の

創立以来、イタリアの合理性と日本の

価値観や住環境に適したものづくりに

よって、長くお使いいただける家具と、

心豊かに暮らすためのライフスタイルを

提案しています。オリジナルブランドの

他、世界最高峰のイタリア輸入ブラン

ドを複数取扱いしています。今回ご紹

介する〈Riva1920〉は 1920 年にミラ

ノ郊外の町カントゥに創立した無垢材を

中心とした家具メーカーです。材の選定・

技術・環境への配慮など、イタリア屈

指のクオリティを誇ります。パトリシア・

ウルキオラ、ミケーレ・デルッキなど名

だたる建築家・デザイナーが同社の企

業姿勢に共鳴しデザイン開発に参加。

現代建築になじみ、木の豊かな風合い

を味わえる製品は本物志向の方々に愛

されています。近年注目を集めているの

がカウリ材を使用したテーブルです。カ

ウリは、ニュージーランドで古代より土

中に埋没し、朽ちることなく現代に蘇っ

た材。そのスケール感や圧倒的な存在

感から現地では「森の王様」と崇めら

れています。平均埋没期間は 7 千年～

5 万年と言われますが、同社は平均 4

万 8 千年の材を使用。製品は全て1 点

もので、表情の異なるものの中から材を

選び、サイズ、脚部のデザイン、レジ

ン（樹脂）による仕上げ方に至るまで

お客様とご相談しながら製品を完成さ

せていきます。数万年の時を越えた存

在感と生命力を感じさせる逸品です。

カウリは東京SRにて展示をしています。

名古屋 SR でもその他魅力的なリーヴァ

社製品を多数ご覧いただけますのでお

気軽にお問合せください。今後ともどう

ぞ宜しくお願い申し上げます。

㈱アルフレックスジャパン

営業　田中 光一（名古屋）

〒460-0008　名古屋市中区栄5-28-12 名古屋若宮ビル1F　☎ 052-269-9772 FAX 052-269-9771
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　皆様改めまして6月の本部総会にて正式に東海支部長になりまし

た水野豊秋です、2年間よろしく御願いいたします。さてこの記事を

書いている本日（8月1日）東海地方でも、新型コロナ感染者が東京、

大阪同様に急増しています、特に愛知県では4日前の100人越えか

ら昨日は192人と予想を超え蔓延してきました。いかに対処すべきか

暗中模索の中、本部理事会・支部役員会そして各地域会役員会等も

ZOOMによるオンラインでの開催となっています。歳を重ねた私には

どうしても違和感が拭えませんが、価値観を変えるチャンスと考え、

行動していきたいと思います。

　さてこれからの2年間での取り組みについては、ARCHITECT6月号

の矢田前支部長との対談に記載されている通りですが、ここでは支部

財政について記載したいと思います。2010年からの10年間の東海

支部での動きを整理すると、以下のようになります。（グラフ参照）

①　会員数は432名から326名（≒75％）に減少した。本部から

の支部運営費は600万円で10年間ほぼ変化なし、（2013 年の

本部支部の配分見直しで2014年は680万円まで増えたが、会員

減少で毎年約 15万円減少）。ただし新たな配分見直しで今年度は

30万円減となり、今後は会員減となれば毎年 15万円程度（11人

/年）減少していく。

②　2010・2011 年の UIA 大会補助金・東北震災支援等で

1,000万円あった財産が2012年には260万円まで減少。以下の

改善により現在590万円まで回復。

③　その後の緊縮財政と2015年の家賃の減額（60万円）で収支

バランスを改善する。

④　ARCHITECT の事業費については2016年の頁減（100万円）、

2019年の編集者の変更（50万円）で支出を抑え広告料の減少を

カバーし、支出140万円で変わらないところまで改善された。そし

て広告費を各地域会に分担を御願いし安定することができた。

⑤　2020年度から消費税の増額に伴い愛知地域会からの委託費

を10万円増やす。

　これらの変遷を見ると、歴代支部長・幹事の方々の改革努力があり、

何とか収支バランスが保たれてきたものと感謝します。ただし収支の

大きな要素である、活動費も収支±0で御願いしている状態は、長

続きせず限界が訪れると思われます。新たに組織した総務委員会を中

心に支部会費徴収も含めた、改革の意見集約を図っていきます。

　ウィズコロナ、アフターコロナの時代にあって、JIAはどう活動して

行くべきか、固定概念にとらわれることなく、新しい発想で次世代を

担う若者にJIAの魅力を伝えていきたい、そのためには支部会員が活

動を通じて所属する意義を共有できることが必要だと思います。今年

度中止となった支部事業も、次年度は開催方法の検討を重ね実施し

ていきます。皆様のご協力を御願いいたします。

『支部財政』

東海支部支部長

水野 豊秋（JIA 愛知）

支部長メッセージ　　

正会員数 432 420 413 407 392 379 358 348 ¥347 337 326 315 304 293
支部運営費
正味財産
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正会員数 支部運営費 正味財産

2022全国大会予定

¥6,004,211 ¥6,056,757 ¥6,014,875 ¥6,600,597 ¥6,823,591 6,746,729 ¥6,473,648 ¥6,278,575 ¥6,218,337 ¥6,032,810 ¥5,830,000 ¥5,680,000 ¥5,530,000 ¥5,380,000
¥6,469,626 ¥3,684,504 ¥2,660,391 ¥2,745,658 ¥2,608,812 ¥3,018,698 ¥3,771,070 ¥5,339,329 ¥5,718,432 ¥5,900,822 ¥5,900,000 ¥5,450,000 ¥4,150,000 ¥3,700,000
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ARCHITECT 2020 年 6月号「矢田義典 前支部長・水野豊秋 新支部長に聞く」よりインタビューの様子

矢田義典さん（左）　水野豊秋さん（右） 撮影　中澤賢一




