
2018年 日本建築学会賞 業績賞 

     「聴竹居」の再発見・調査研究・著作・広報と 
               所有者に寄り添い地元住民を巻き込んだ長年に 
     わたる保存公開活動 

 
          For the rediscovery, research, authorship of publications(of Chouchikukyo),  
          promotion work of “Chochikukyo” and for orchestration of long-term preservation and  
          public viewing activities for the owner and with the involvement of local residents.  
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所 在 地 ／ 京都府乙訓郡大山崎町谷田 
構造規模 ／ 木造平屋建 
敷地面積 ／ 約12,000坪 
延床面積 ／ 本屋；173㎡  閑室；44㎡ 
竣 工 年 ／ 1928年（本屋・閑室） 



◆業績の独創性-5つのポイント 
１．1996年当時一般の方々のみならず建築史家や建築家からも忘れられていた藤井厚二の  
  「聴竹居」を再発見し、竹中工務店設計部の有志と共に自主的に実測調査し、結果をま 
  とめた「聴竹居実測図集」を企画編集し出版。さらに調査研究を重ね、その成果を多く 
  の展覧会の展示企画や多くの執筆と平凡社コロナブックス「聴竹居 藤井厚二の木造モ 
  ダニズム建築」を著すとともに新聞の記事やテレビ番組などのマスコミ報道につなげ、 
  専門家のみならず広く一般の方々へ広報。 
２．「聴竹居」に居住し長年所有してきた藤井家の小西章子氏（藤井厚二の次女）と伸一氏 
  （同孫）にこの20年以上にわたり常に寄り添いながら、ほとんど理解されていなかった 
  「聴竹居」の価値を訴えかけ、最終的には「所有権移転」「重要文化財指定」による保 
  存活用への道筋を示し推進。 
３．1999年に空家となった時に定期借家契約書作成し「聴竹居」を借家として活用。2008 
  年春からは自らが借用し任意団体「聴竹居倶楽部」を結成し、代表として地元・大山崎 
  町の町民を巻き込んだ実践的な保存公開活動を2016年末まで推進。さらに、企業（竹 
  中工務店）の所有となってからは日常の維持管理公開活動を担う団体として、任意団体 
  の活動を継承する団体として藤井家、大山崎町、竹中工務店の3者が役員を務める「一 
  般社団法人聴竹居倶楽部」を新設し代表理事に就任。 
４．相続税や固定資産税負担など個人所有の限界から企業所有に移行させるべく所有者（藤 
  井家）と企業（竹中工務店）との間を取り持ち、竹中工務店のCSR活動の一環として所 
  有を実現。 
５．昭和初期の木造モダニズム建築を代表する住宅として初めて「聴竹居」の国の重要文化 
  財指定を文化庁、京都府文化財、大山崎町文化財に協力しながら実現。 
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◆藤井厚二「聴竹居」関係の３冊の著書（共著・単著） 
 
◎著 書 
①『環境と共生する住宅 聴竹居実測図集』 
  竹中工務店設計部編 彰国社   
  2001年3月（共著） 
   
  
②『16人の建築家―竹中工務店設計部の源流』 
  石田潤一郎+歴史調査WG 
  井上書院 2010年12月25日（共著） 
  
  
   
③『聴竹居 藤井厚二の木造モダニズム建築』 
  松隈章（文）/古川泰造（写真） 
  平凡社コロナブックス 2015年3月発行（単著） 
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◆藤井厚二「聴竹居」関係の寄稿・論文（21本） 
 
【1996年】  
【寄稿】先人建築家の技と心に触れる－武田五一「芝川邸」実測調査に学ぶこと  
     松隈章/雑誌「新建築・住宅特集」8月号コラム 
 
【2001年】 
【寄稿】「聴竹居」実測の意味するもの 松隈章/雑誌「新建築・住宅特集」5月号コラム 
 
【2003年】 
【寄稿】「聴竹居」と石像 松隈章/単行本「伊東忠太を知っていますか」王国社刊 
 
【2004年】 
【寄稿】「聴竹居」が現代に問いかけるもの  
          松隈章/ふくやま美術館「武田五一・藤井厚二・田邊淳吉展」図録 
【2005年】 
【ポスター発表】サステナブル・ビルディングの視点から見た「聴竹居」の現代性 
         松隈章/サステナブル・ビィルディング世界会議・東京大会2005 
 
 



【2008年】 
【寄稿】生き続ける建築７ 時代の先を駆け抜けた住宅作家 藤井厚二  
     松隈章/機関誌「INAX REPORT 173」 
【寄稿】「聴竹居」と夏 松隈章/雑誌「チルチンびと」49号「聴竹居」と夏 風土社刊 
 
【2009年】 
【寄稿】80年前の「日本の住宅」の理想形  
     松隈章/建築保全センター機関誌「Ｒｅ」10月号 No164 
【寄稿】建築家・藤井厚ニが求めた『日本の住宅』の美意識  
     松隈章/雑誌 京都大学建築学科「トラバース10」 
【解説】藤井厚二『日本の住宅』が問いかけるもの  
     松隈章/単行本 藤井厚二「日本の住宅」復刻版 柏書房刊 
【展覧会企画、解説執筆他】ギャラリーＡ４「聴竹居と藤井厚二展」 
              リーフレット 松隈章/11月開催 
 
【2010年】 
【論文寄稿】設計思想「日本の住宅」を世界発信-藤井厚二の「THE JAPANESE  
      DWELLING-HOUSE」松隈章/大阪市立住まいのミュージアム研究紀要 
【寄稿】「聴竹居と藤井厚二展・大阪巡回展」を企画して  
     松隈章/大阪市立住まいのミュージアム「今昔館ニュース」 
【寄稿】人と自然をつなぐ-藤井厚二「日本の住宅」と言う設計思想  
     松隈章/機関誌「Kizuki 1月号」OMソーラー 
 



【2011年】 
【寄稿】藤井厚二の「THE JAPANESE DWELLING-HOUSE」＆ 
          「聴竹居」と21世紀環境共生型住宅「エコハウス」 
     松隈章/日本建築学会機関誌「建築雑誌」7月号 
【寄稿】響きあう花と“聴竹居” 松隈章/雑誌「チルチンびと」68号 風土社刊        
 
【2013年】 
【寄稿】地元で愛されてこそ次世代に遺せる-藤井厚二「聴竹居」 
     松隈章/国際女性建築家会議日本支部 機関誌「UIFA Japon」 
 
【2015年】 
【寄稿】「聴竹居」に学ぶ日本人の暮らし 松隈章/大阪ガス広報誌CEL「衣食住遊」11月号  
 
【2016年】 
【寄稿】藤井厚二「聴竹居」の保存と活用 松隈章/日本建築協会「建築と社会」7月号   
 
【2017年】 
【寄稿】聴竹居 木造モダニズム建築-建物が人と地域を未来へつなぐ- 
     松隈章/雑誌「東京人」5月号 
【寄稿・巻頭論文】「聴竹居」藤井厚二の木造モダニズム建築-人と地域を未来へつなぐ- 
           松隈章/雑誌「月刊 文化財」8月号             
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◆藤井厚二「聴竹居」再発見、調査研究、広報、執筆・講演 及び 
                   保存公開活動22年間の歩み 
 
【1995年】 
・1月17日  阪神淡路大震災発生 
・9月～11月 武田五一「芝川邸」の実測調査 
                  （竹中工務店大阪本店設計部有志+神戸大学学生） 
【1996年】 
・5月～6月 「芝川邸と武田五一展」企画開催（竹中工務店大阪本店設計部主催） 
                   企画展の中心で図録作成、シンポジウムの企画を担当 
                   藤井厚二と「聴竹居」の存在を知る 
・6月    同上の企画展を三重県立美術館の学芸員が視察。このとき企画していた 
                  「1920年代の造形美術展」に「聴竹居」の展示を推薦し企画が実現 
・7月    三重県立美術館学芸員ほかと初めて「聴竹居」を視察 
・8月    同上企画展のために「聴竹居」現地にて初の映像撮影 
・9月～10月  三重県立美術館にて「聴竹居」の新規制作の模型、新規制作の映像、図面・ 
                   写真等を展示 このことが端緒となり聴竹居の所有者で藤井厚二の次女の 
                   小西章子氏、同孫で章子氏の長男・伸一氏と繋がりができる 
【1999年】 
・12月   長年「聴竹居」を借りて住まわれていた方が90歳代で亡くなり空家になる 
         日本のモダニズム建築を代表するdocomomo２０選に「聴竹居」が選定 



        ・阪神淡路大震災により半壊 1995 
       ・実測調査1995-博物館明治村への移築 2007 

武田五一「芝川邸」（西宮市⇒明治村） 

震災で崩れ落ちた煙突 明治村に移築竣工 2007.9.22 



展覧会図録 実測風景 

展覧会風景 

武田五一「芝川邸」 （西宮市⇒明治村） 1912年 
実測調査・展覧会 1995,1996年 



【2000年】 
・3月～7月 空家となった「聴竹居」を遺すために賃貸で維持するように所有者に提言 
      さらに、今後の維持管理に必要な図面を無償で実測作成を提言し承諾を得る 
      竹中工務店大阪本店設計部有志による「聴竹居」実測調査（土日祝日）を実施 
・1月～  「聴竹居」を含むdocomomo２０選展全国各地(鎌倉・神戸・北九州等)で開催 
【2001年】 
・3月    実測調査を取りまとめた「環境と共生する住宅 聴竹居実測図集」竹中工務店 
       設計部編が彰国社から発行 
・5月    竹中工務店の法務の専門家の知恵を借りて「見学対応すること」の条文を記載 
       した「定期借家契約書」を作成し、立会人となり、借家人を紹介 2年更新の 
       定期借家契約によるオフィス的な利活用とメディア(雑誌、テレビ)への公開、 
       一部の希望者への見学公開を実現 
・2001年5月～2008年4月 「聴竹居」定期借家契約実施 
【2004年】 
・1月～3月 藤井厚二の郷里広島県福山市のふくやま美術館の主催で「武田五一・藤井厚二・ 
      田邊淳吉展」の企画に顧問として参加、図録への寄稿と展示協力 
【2005年～2006年】 
・2005年4月 この年に設立した竹中工務店のギャラリーA４のオープン前のプレ企画展で 
       「16人の建築家展」を開催し「聴竹居」と藤井厚二のことを広く紹介 
       大阪へも巡回。企画・実施の主担当者 
・2006年9月～11月 東京と大阪でのdocomomo100選展の実行委員 
 



竹中設計部有志による実測調査2000年と実測図集の編集・発行（彰国社） 2001 

三重県立美術館展覧会にて 
 「聴竹居」模型展示 1996 
  

三重県立美術館での展示と実測調査 



【2007年】 
・12月   1996年時点から私的に繋がりを持ち続けてきた京都府文化財の吉田理さん、 
       大山崎町文化財の林亨さんと2008年5月からの一般公開に向けて打合せ 
      「聴竹居」の借家人となる 
【2008年】 
・2月    荻野和雄さん（初対面、のちの事務局長）と林亨さんと初回打合せ 
・3月   「聴竹居」のホームページ作成打合せ 
・4月   「聴竹居」の前借家人退去・引っ越し 
・5月    小西伸一さんより「聴竹居」の鍵の受け取り借家人になる 
      ドコモモ・ジャパン 聴竹居見学会 
      日本建築家協会京都支部見学会  
・6月    聴竹居倶楽部（任意団体）を結成 代表に就任 
【2009年】 
・3月        東京大学・鈴木博之教授,難波和彦教授,安藤忠雄教授ほか大学生院生見学対応 
                東京工業大学・藤岡洋保教授・留学生 見学案内 
・4月          聴竹居・新緑コンサート 
・5月          栗本夏樹×松隈 サロントーク、栗本夏樹展 
・7月          京都大学・特別講義 講師；松隈章 
・9月          大山崎山荘美術館・芦刈歩学芸員来社・タイアップ企画打合せ 
・11月        聴竹居と藤井厚二展（～12月24日）企画・実施の主担当者 
・11月        紅葉コンサート 
・12月        紅葉を愛でる会  

 



2009年4月29日 新緑コンサート 



2009年11月 「聴竹居」と藤井厚二展 ギャラリーＡ4 



【2010年】 
・3月           聴竹居と藤井厚二展・大阪巡回展（～4月11日）企画・実施の主担当者 
                   毎日放送「美の京都遺産」放送、解説者で出演 
・3月           NHK「美の壺」放送、解説者で出演 
・4月           新緑コンサート2010 
・11月         武蔵野美術大学・特別講義  
                   筑波大学・特別講義    
【2011年】 
・4月           聴竹居新緑を愛でる会2011 
・5月           聴竹居コンサート（四十住さんプロデュース） 
・11月         聴竹居紅葉を愛でる会2011 
・12月         大山崎百人百景撮影会 
【2012年】 
・1月           大山崎百人百景展覧会（1/27～2/12） 
       大阪大学・甲谷准教授「聴竹居」環境講演会 司会＆対談 
・9月           宿谷教授講演会＠聴竹居 
・11月          aaca建物視察会見学対応 主担当でツアーを企画。 
                   聴竹居紅葉を愛でる会2012 
・12月          大山崎百人百景撮影会2012  
                    テレビ番組 ソロモン流・名取裕子さん・放送、解説者で出演 
 



2010年1月6日～7日 NHK「美の壺」ロケ 



2012年11月24日 
 紅葉を愛でる会2012 



2012年12月8日 大山崎百人百景撮影会 



【2013年】 
・1月            NHK「美の壺」特別編集版放送、松隈は解説者で出演 
                    大山崎百人百景2012展覧会初日・表彰式 
・4月            聴竹居新緑を愛でる会2013 
・6月            天皇皇后両陛下行幸啓 案内役；松隈 
・11月           聴竹居紅葉を愛でる会2013  
【2014年】 
・4月             聴竹居新緑を愛でる会2014 
・6月             建築設備技術遺産・特別認定・授与式；応募書類作成 
・8月             芦澤竜一氏・建築茶論講演会＠聴竹居 
・11月           聴竹居紅葉を愛でる会2014  
・12月           メセナ協議会美術部視察会 主担当でツアーを企画 
【2015年】 
・3月    平凡社コロナブックス「聴竹居 藤井厚二の木造モダニズム建築」 
        松隈章著 平凡社刊 発行 
・4月            聴竹居新緑を愛でる会2015 
・10月          ワタリウム美術館・庭園倶楽部「聴竹居」講演会 
                   座かんさい主催・古民家再生シンポジウムパネラー 
・12月          聴竹居紅葉を愛でる会2015  
                   柳原照弘氏・建築茶論講演会＠聴竹居 
  
 



2013年6月24日 天皇皇后両陛下「聴竹居」行幸啓 

藤井厚二の次女の小西章子さんと孫の伸一さんと共にご案内する松隈章 
（小西家提供） 



2013年3月2日 河口龍夫展 



2014年8月23日 建築茶論 芦澤竜一氏講演会 



【2016年】 
・1月～   聴竹居取得について竹中工務店社内検討開始 
・4月            聴竹居新緑を愛でる会2016 
・7月            新潟東ロータリークラブ・「聴竹居」卓話講演 講師；松隈章 
・10月末～   笹倉徹・木工展＠聴竹居 
・12月           聴竹居紅葉を愛でる会2016 
                    一般社団法人聴竹居倶楽部法人登記完了 
                    聴竹居の売買契約締結及び所有権移転完了 
【2017年】 
・1月            竹中工務店・聴竹居取得プレスリリース 
                    一般社団法人聴竹居倶楽部設立理事会 
                    和の住まい推進リレーシンポ基調講演「建築家・藤井厚二と和のすまい」 
・2月             しずおか木造塾・講演会  
・5月            文部科学大臣へ重要文化財指定を答申     
・7月            重要文化財指定記念・藤森照信氏講演会の企画開催 
                    国の重要文化財指定（官報告示） 
                    広報「おおやまざき」で「聴竹居」特集           
・8月            テレビ東京「美の巨人たち」で「聴竹居」放送 解説者で出演    
・10月          しまもと未来ネット環境学習部会 講演「聴竹居、藤井厚二と和の住まい」 
・11月          神楽坂建築塾 講演「聴竹居、藤井厚二と和の住まい」 
・12月          東京芸術大学大学院 文化財コース 特別講義「聴竹居」の保存と活用 
 



 2016年12月に竹中工務店が「聴竹居」を取得、地元と共に保存活用 



【今後の予定】 
講義・講演、企画展と書籍の企画・編集・執筆・発行及び 
                      藤井厚二アーカイブスの整理・調査研究 
 
【2018年】の予定 藤井厚二の生誕130年、聴竹居竣工90年の節目の年 
 
・展覧会 竹中大工道具館主催、竹中工務店、聴竹居倶楽部共催 
     「聴竹居 藤井厚二の木造モダニズム建築展」の企画・開催  
 
・単行本『木造モダニズム建築の傑作 聴竹居 発見と再生の22年』の発行 
     ぴあ株式会社関西支社 松隈章著 企画・編集・執筆 
 
・単行本『環境と共生する住宅 聴竹居実測図集』増補版 竹中工務店設計部編の発行  
     彰国社刊 企画・編集・執筆；松隈章 
 
・単行本『聴竹居 日本人の理想の住まい』（バイリンガル）松隈章（著）の発行 
     古川泰造（写真）平凡社刊 企画・編集・執筆 
 

・単行本『藤井厚二の著作物の復刻版（数冊）』ゆまに書房の発行 企画・解説；松隈章        



聴竹居倶楽部の地元スタッフと竹中工務店CSR推進部メンバー 紅葉を愛でる会2016にて 



Photo； Taizo Furukawa 



http://www.chochikukyo.com/index.html 
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