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建築文化週間 2012

主 催―日本建築学会

後 援(予定) ―

日本建築家協会、日本建築士会連合会、日本建築士事務所協会連合会、日本建設業連合会

協 賛―大林組、鹿島、清水建設、大成建設、竹中工務店、東京ガス、戸田建設、日建設計、日新工業、

日本設計、三菱地所設計

問合せ―日本建築学会事務局 教育・普及事業グループ 三島

TEL：03-3456-2056 FAX：03-3456-2058 E-mail：mishima@aij.or.jp

建築夜楽校 2012

テーマ：21世紀の首都

東日本大震災以降、首都のあり方が問われている。東京の大災害時に、首都機能はど

う果たしていくのか。大阪都構想が実現したときに、日本はどう変わるのか。建築界で

はここ数年、丹下健三、メタボリストら60年代の建築家と国家との関係が見直されてき

た。行政においても首都機能移転についての議論の再燃や、総合特区による地域活性化

の動きは列島の未来にとって重要である。本イベントでは、21世紀の首都を大きなテー

マとしつつ、第一夜に首都と地方のグランドビジョンをめぐって、第二夜に世界的な視

点で見た日本の首都の位置づけをもとに、21世紀の首都と列島の未来について討議する。

首都のあり方を考えることで、地方を含めた国土全体の方向性を議論することとしたい。

第一夜：首都と地方のグランドビジョン

日 時―10月4日（木）18:00 ～20:30（開場 17:30）

パネリスト―

八束はじめ（建築家、芝浦工業大学教授）

佐々木雅幸（大阪市立大学教授、大阪市立大学都市研究プラザ所長）

重松象平（建築家、OMAパートナー）

コメンテーター―日埜直彦（建築家、日埜建築設計事務所主宰）

モデレーター―松田 達（建築家、松田達建築設計事務所主宰、東京大学助教）

第二夜：21世紀の首都論

日 時―10月11日（木）18:00 ～20:30（開場 17:30）

パネリスト―

磯崎 新（建築家、(株)磯崎新アトリエ代表）

御厨 貴（政治学者、放送大学教授）
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太田浩史（東京大学生産技術研究所講師）

コメンテーター―門脇耕三（明治大学専任講師）

モデレーター―松田 達（前掲）

会 場―建築会館ホール（東京都港区芝 5-26-20）

定 員―300名（当日先着順）

参加費―無料

建築夜楽校2012関連企画

「21世紀の首都」展

東日本大震災以降「首都」はひとつの問題として浮上した。首都とは何だろうか？ 災

害時に首都はどう機能すべきか。首都に災害があった場合にはどうすれば良いのか。首

都機能は分散すべきか。大阪都が実現すれば、首都の位置づけは代わるのか。首都と国

はどういう関係であるべきか。そして首都と地方はどういう関係であるべきか。3.11

から一年を経た我々に、これらの問題をリアリティを持って迫ってくる。「首都」は「都

市」であるけれども、単なる都市ではない。むしろ「国家」に対峙する都市である。こ

れまで我々は「首都」を建築・都市の問題としてほとんど考えてはこなかった。しかし、

「首都」はまさに2012年に問われるべき問題である。本展覧会は「首都」をめぐる様々

な問題系が提示されるようキュレートされる。「首都」に様々な側面から光をあてるこ

とで、国家・都市・建築、それぞれに対する新しい理解を問おうとしているのである。

会 期―10月2日（火）～ 10月16日（火）9:00 ～19:00（土日祝日は17時まで）

会 場―建築博物館ギャラリー（東京都港区芝5-26-20）

入場料―無料

出展者(予定)

―磯崎 新、八束はじめ、御厨 貴、太田浩史、重松象平、日埜直彦、

門脇耕三＋南後由和

東京ウォッチング2012

「渋谷駅」

丘から下る複数の坂と川の集合地点に立地する渋谷駅。そこには鉄道駅機能のみなら

ず多くの商業施設や文化施設が集積し、この街のもつ像をさらに強固なものにして繁栄

を続ける。渋谷は交通の要衝であり、この道と鉄道の形こそが渋谷の新たな街のイメー

ジを常に提供し続けてきた。そして現在、渋谷が新たなインフラ建設によりさらに変化

を遂げようとしている。坂倉準三による東急百貨店東横店の存在感が強い渋谷駅界隈で

あるが、2012年東急文化会館跡地に渋谷ヒカリエが登場しその新たな歴史を刻むことに



3

なるとともに、これからさらに渋谷駅を中心に新たな展開が生まれる予定であるという。

現在の渋谷の風景を見つめることが出来るのも今のうちであり、さらに渋谷の生まれ変

わってゆくベクトルと将来の姿を知り、東京ウォッチングの歴史的に見ても非常に範囲

の狭い濃密なエリアを歩きながら、渋谷の歴史とこれからを考えたい。

日 時―10月29日（月）13:00 ～17:00

見学ルート―東急東横線渋谷駅、東急百貨店東横店、渋谷ヒカリエ、渋谷駅駅前広場、

などを予定

講 師― 小笠原伸（白鴎大学専任研究員、都市論）

斉藤 理（山口県立大学准教授、建築史）

定 員―40 名（申込制／応募多数の場合抽選）

参加費―無料

申込方法―往復ハガキ1人1枚に返信宛名を記入し、①氏名、②年齢、③所属、④連絡先

住所、⑤連絡先電話番号を明記のうえ、「東京ウォッチング」と朱書し、10

月9日（火）必着で下記あてにお申し込みください（応募多数の場合抽選）。

〒108-8414 東京都港区芝5-26-20 日本建築学会「東京ウォッチング」係

学生ワークショップ2012

「小さな建築を1/1で制作する」

テーマ ： 2012年の茶室

第1次審査を通過した上位4チームが、原寸大の模型を制作し、第2次審査に望みます。

第2次審査で入賞した上位2チームの実施作品は、東京・銀座にて開催される「銀茶会」

の野点の会場として実際に使用され、会場を訪れた方々からの投票により、金賞、銀賞

を決定する。また、学生達が学生ワークショップを盛り上げるため、いろいろなイベン

トを企画している。

共 催―全銀座会

賞 ―建築文化週間学生グランプリ金賞（1点）実施作品

建築文化週間学生グランプリ銀賞（1点）実施作品

日 程―第1次審査： 8月9日（木）（1/1模型作製作品を選考）

第2次審査：10月7日（日）（建築文化週間学生ワークショップ最終日にて

公開審査）

第3次審査：10月28日（日）(東京・銀座にて開催される「銀茶会」にて公

開審査）

関連イベント―

9月3日（月）13:00～15:30「本阿彌守光（武者小路千家）氏のレクチャー」等

10月6（土）～7（日）「学生企画イベント（企画中）」遠隔地からの参加者も
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会場でより濃密な交流ができるよう、起こし図ワークショップ、レクチャー、

建築体操、写真コンペ、交流会、などを企画している。facebookグループペ

ージ「建築文化週間学生ワークショップ2012」

http://www.facebook.com/groups/101049766699930/

10 月 15 日(月)～11 月 2日（金）「入選作品・学生賞作品の展示」於：ART FOR

THOUGHT（東京都中央区銀座 8-10-4）

10 月 25 日(木)～10 月 29 日(月) ｢銀茶会」入賞作品展示 於：銀座三越新館 9

階テラス

「銀茶会」は年に一度、銀座通りの周辺にお茶席を設けて行われる野点大茶

会。10 月 28 日は、表千家、裏千家、武者小路千家、江戸千家の四流派のお

茶席のほか、点茶の体験コーナーがあります。

特別企画

東日本大震災後の建築－ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展帰国報告－（仮称）

建築家の伊東豊雄氏は、東日本大震災の後、仮設住宅で生活せざるを得なくなった

人々のために、コミュニティの拠り所となるような「みんなの家」を作ろうというプロ

ジェクトを進めている。伊東氏はそのプロジェクトのひとつとして、建築家の乾久美子

氏、藤本壮介氏、平田晃久氏とともに設計し、また陸前高田市出身の写真家畠山直哉氏

との協同作業によって陸前高田市に「みんなの家」を建設し、その建設の過程を 2012

年のヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展において発表する。

東日本大震災から一年以上経ち、津波によって家や家族を失いながらも、元の土地で

力強く活動を始める人々に対し、「ここに、建築は、可能か」という、大きな課題を背

負ったプロジェクトの設計経緯や議論の過程、ヴェネチアビエンナーレでの反響につい

て報告いただくとともに、大震災後の建築の可能性について、パネリストの活発な議論

を通して考える。

主 催―国際交流基金

共 催―日本建築学会

日 時―9月 25 日（火）18:00～20:30（開場 17:30）

パネリスト―

伊東豊雄（建築家）

乾久美子（建築家）

藤本壮介（建築家）

平田晃久（建築家）

畠山直哉（写真家）

会 場―東京大学情報学環福武ホール

定 員―180 名
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参加費―無料

問合せ―国際交流基金 文化事業部欧州・中東・アフリカチーム 森／金子

TEL:03-5369-6063

支部企画

●北海道支部

歴史的建造物の見学「建築散歩～北彩都・旭川編」

道北の要所として発展をとげてきた旭川は、近年の旭川駅周辺地区都市再生整備事業

の遂行によるJR新旭川駅舎、忠別川河畔の北彩都ガーデン計画等により、市街地の南北

軸上に歴史的建造物を辿ることができる。明治建築の養蚕民家、酒造工場、旧駅逓、上

川倉庫群、旧国鉄工場など旭川の建築文化を存分に味わう。

主 催―日本建築学会北海道支部

共 催―旭川の歴史的建物の保存を考える会

後 援―日本建築家協会北海道支部、北海道建築士会、旭川市教育委員会

日 時―10月13日（土）10:00 ～ 16:00（9:45旭川駅西口ターミナルホテル前集合）

場 所―旭川市

主な見学先―旧松浦家養蚕民家、高砂酒造工場（木造・RC造）、旧忠別太駅逓、上川倉

庫群（明治20年代より）、JR北海道旭川工場木機乾燥場（旧北海道鉄道旭川工

場鍛冶工場、明治32年）など。

講 師―川島洋一（東海大学教授）

対象・定員―条件は問わない（バス移動のため40名まで）

参加費―無料（バス代・入館料・資料代・保険料等は学会北海道支部負担、昼食・雨具

などは各自持参）

申込み・問合せ―10月5日（金）までに、氏名・年齢・所属・住所・電話番号を明記し、

葉書かファクシミリ、Eメールで下記へお申し込みください。

〒005-0864 札幌市南区芸術の森1丁目

札幌市立大学デザイン学部 羽深久夫

TEL：011-592-2618、FAX：011-592-5421

E-mail：h.habuka@scu.ac.jp

地震防災体験学習inあっけし…親子で始める地震防災対策…

地域住民の方々に地震防災体験学習を通じて、住宅・建築物の耐震化に関する理解を

深めてもらい、地域の防災力の向上を支援する。

主 催―日本建築学会北海道支部、（地独）北海道立総合研究機構建築研究本部 北方
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建築総合研究所

共 催―厚岸町

後 援(予定) ―北海道

開催場所―厚岸町

日 時―10月20日（土）9:00 ～ 13:00

対 象―町民（親子）、町村職員、建築技術者、本会会員

参加費―無料

申込み―住所、氏名、人数を記入の上、ハガキ又はFAXで下記へお申込みください。会

員の定員は10名（先着順）とします。

地方独立行政法人 北海道立総合研究機構 建築研究本部北方建築総合研究

所 居住科学グループ 高橋章弘

〒078-8801 旭川市緑が丘東1条3丁目1-20

TEL：0166-66-4236、FAX：0166-66-4215

第37回北海道建築賞（2012年度）表彰式・記念講演会

2012年度第37回北海道建築賞を受賞された方々に、受賞作品を語っていただき、その

後、パネルディスカッション開催する。

主 催―日本建築学会北海道支部

日 時―11月2日（金）17:00 ～ 19:30

会 場―北海道大学遠友学舎（札幌市北区北18条西6丁目）

定 員―80名

参加費―無料

参加方法―直接会場にお越しください。

詳細は支部HPを参照 http://news-sv.aij.or.jp/hokkaido/

問合せ―日本建築学会北海道支部

TEL：011-219-0702、FAX：011-219-0765

E-mail：aij-hkd@themis.ocn.ne.jp

●東北支部

第23回「東北建築作品発表会」

東北地方におけるすぐれた建築活動を広く人々に知っていただくとともに、それを記

録し、設計者および建築関係者の相互の研鑽の場とし、もって東北地方の建築にとって

の共通課題の探求にあたることを目的とする。また、本発表会での発表、並びに質疑は、

東北建築賞作品賞の第一次審査の対象とする。

部 門―小規模建築物部門（延べ床面積500平方メートル未満の建築物を対象とし、一
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般建築物部門は、延べ床面積500平方メートル以上の建築物を対象とする。）

一般建築物部門

資 格―第33回東北建築賞作品賞応募者であること。

形 式―発表者各位の用意するスライド等を用いて説明した後、質疑を行う。

プログラム―支部HPをご覧ください。

日 時―10月6日（土）10:00～15:30（開場9:30）

場 所―せんだいメディアテーク7階スタジオシアター 仙台市青葉区春日町2-1

TEL022-713-3171

参加費―無料

問合せ―日本建築学会東北支部

仙台市青葉区上杉1-5-15 日本生命仙台勾当台南ビル4階

TEL：022-265-3404 FAX：022-265-3405

E-mail：aij-tohoku@mth.biglobe.ne.jp

●関東支部

見学会「東京駅、東京中央郵便局」

丸の内地区に2012年10月に東京駅丸の内駅舎、2013年春に東京中央郵

便局がそれぞれ開業予定である。日本の中心の丸の内地区に歴史的建築

物の保存を考慮した2つの注目のプロジェクトが完成する。今回その全貌

を設計者の解説を交えながら見学する会を企画した。

主 催―日本建築学会関東支部

日 時―10月18日（木）13:30 ～ 17:30

会 場―東京駅丸の内駅舎、東京中央郵便局（東京都千代田区丸の内）

定 員―40名（申込先着順）

案内者―伊藤喜彦（東日本旅客鉄道）、宮地弘毅（三菱地所設計）

申込方法―関東支部ホームページからお申し込みください。

http://news-sv.aij.or.jp/kanto/

第18回構造デザインフォーラム「若き構造設計者達は今」

1995年から始まった構造デザインフォーラムは今年で18回目を迎える。本年は11月17

日～11月25日に建築学会で行われるAND展2012に合わせて構造フォーラムを開催する。

主 催―日本建築学会関東支部構造専門研究委員会

日 時―11月22日（木）15:00 ～ 18:00

会 場―建築会館会議室（東京都港区芝5-26-20）

プログラム―
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司会・主旨説明 中村 伸（関東支部構造専門研究会WG-D主査）

モデュレーター 斎藤 公男（日本大学名誉教授）

パネリスト 江尻憲泰（江尻建築構造設計事務所）、丸谷周平（山下設計）、

福島孝志（日建設計)

参加対象―学生、実務設計者

定 員―60名（申込先着順）

参加費―学生500円、一般1,000円

懇親会―18:00～19:00（会費1,000円）

申込方法―関東支部ホームページからお申し込みください。

http://news-sv.aij.or.jp/kanto/

●東海支部

建築ウォッチング 科学館のひみつを見てみよう！

名古屋市科学館は、平成23年3月に世界最大のプラネタリウムのドームが象徴的な施

設となってリニューアルオープンした。新館は太陽光発電・風力発電装置、壁面緑化、

クールヒートトンネルなど環境設備の採用やエスカレーター、エレベータ、制振ダンパ

ーの内部構造を積極的に見せる設計となっている。今回は、建物を巡り、それらの設備

を見学するツアーを実施する。

主 催―日本建築学会東海支部、名古屋市科学館

日 時―10月13日（土）9:00 ～ 12:30

定 員―30名（応募多数の場合は抽選）

内 容―名古屋市科学館の施設見学およびプラネタリウム鑑賞

応募方法―詳細は支部HP参照

1）一般・学会会員の別、氏名、年齢、生年月日、性別、住所、連絡先（E-mail

アドレス、またはFAX番号）を明記し、E-mail、またはFAXにて申込む。これら

情報は、抽選結果の連絡や当日の保険加入手続きのためにのみ使う。

2）応募期間：8月20日（月）～ 9月14日（金）

3）応募先：日本建築学会東海支部「建築文化週間 建築ウォッチング」係宛

E-mail：tokai-sibu@aij.or.jp FAX：052-261-0251

●北陸支部

講演会：防災と建築 火災に強いまちづくり

北陸地方は全国的にみて出火件数の非常に少ない、火災に強いエリアといえますが、

平成 26 年に北陸新幹線の開業が予定されており、新幹線駅周辺を中心とした大規模な
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再開発や大量の人の流動に伴い、建築火災から人命や財産を守るための火災安全設計に

ついて、見つめ直す時期に来ているといえます。そこで、今年の北陸支部講演会では、

我が国の建築防火研究の専門家をお招きして、火災安全設計の在り方と伝統的町並にお

ける市街地火災対策について話題提供いただきます。

主 催―日本建築学会北陸支部（実施主体：富山支所）

場 所―富山県民会館 401 会議室

日 時―11 月 9日（金）15:30～18:00

15:30 開会

15:35～「火災安全設計の在り方」 田中哮義（立命館大学教授）

16:55～ 休憩

17:05～「伝統的町並における市街地火災対策」樋本圭佑（京都大学助教）

17:55 閉会 貴志雅樹（富山大学教授）

講演内容の詳細については、北陸支部 HPをご覧ください。

定員・対象―50名程度（本会会員、消防関係者、一般）

参加費―無料

申込先・問合せ―富山大学人間発達科学部教授 秋月有紀

Tel: 076-445-6342 Fax: 076-445-6264

E-mail: akizuki@edu.u-toyama.ac.jp

第2回 越前・若狭の建築文化探訪

現在の福井県は、北の「越前」と南の「若狭」という2つの地域において、それぞれ

独自な歴史や文化を育んできた。また、日本海の沿岸部や霊峰白山麓の農山部、あるい

は長い冬期の積雪など、自然地勢的・風土的な条件からも独特な暮らしを営んできた土

地柄である。こうした福井県の建築文化の多様な様相（かたち）を探訪し、そこから福

井の新たな建築文化を創造・発信することが主な目的である。今回は、勝山以外の越前

地域、あるいは若狭地域のなかで最近年の新鮮な話題性のある建築物や土地を取り上げ、

前回同様に見学会と講演会などを計画している。

主 催―日本建築学会 北陸支部 福井支所

時 期―10月～11月頃予定（詳細は、後日、建築雑誌や新聞などで通知する）

対 象―参加条件なし（中学生以下は保護者同伴のこと）

定 員―30 ～ 50名程度（原則、現地集合）

参加費―原則として無料（一部入館料の必要な施設の場合は、事前に通知する）

問合せ―福井工業大学建築学科内 日本建築学会北陸支部福井支所事務局 市川秀和

教授 〒910-8505 福井市学園3-6-1

TEL：0776-29-2590（直通） E-mail：hidei@fukui-ut.ac.jp
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集合！みんなはたてもの探偵団

身近な建物や町並みに興味を持ちながら、都市の安全・防災・防犯を考えるワークシ

ョップを実施し、小学生に自分の身近な生活都市空間について考える機会を与えること

を目的としている。「魅力ある都市の建物・町並み」と「地域の安全・防災・防犯」に

ついて簡単な座学を行った後、班に分かれて実地体験を行い、防災や安全に関わる設備

や建物を訪問し、関係者にインタビューする。さらに街を歩きながら、特徴的な建物や

美しい風景を撮影する。実地体験後に班毎に探検マップを作成し、それぞれが発見した

町並みの要素を洗い出す。最後にそれぞれの班のマップを紹介し合い、富山市のまちづ

くりについてディスカッションを行う。

主 催―日本建築学会北陸支部（実施主体：富山支所）

日 時―10 月 27 日（土）10:00～17:00

会 場―富山大学 人間発達科学部 第 2 棟 211 教室

対象・定員―富山市在住の小学校３～5年生（定員 30 名）

参加費―1,000 円（昼食代を含みます）

申込先・問合せ―富山大学芸術文化学部教授 堀江秀夫

TEL: 0766-25-9175 FAX: 0766-25-9104

E-mail: horie@tad.u-toyama.ac.jp

石川におけるリノベーション

石川県には各時代の様々な魅力的な建築様式が現存している。その様な建築的な資産

をどのように活用していくかは、今後非常に重要なポイントとなるはずである。そこで

金沢を中心として行われている様々な建築の再生事例について見学を行う。金沢を中心

として、加賀エリアのリノベーション事例を見学する。

時 期―10月中の日曜日 9:00 ～ 18:00（予定）

対 象―一般市民（小・中学生は保護者同伴）

定 員―30名（バス一台で乗り切れる人数で制約）

参加費―原則として無料（一部入館料等は別途必要）

問合せ―金沢工業大学准教授 宮下智裕

TEL: 0762-48-1100 E-mail: miya@neptune.kanazawa-it.ac.jp

●近畿支部

近代建築部会企画見学会

「京都市考古資料館（旧西陣織物館）／本野精吾自邸」

京都市考古資料館は、1914年に西陣織物館として竣工した建物です。設計者は、当時
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京都高等工芸学校（現・京都工芸繊維大学）教授であった本野精吾。本野は1909年から

2年間ドイツに留学し、ドイツ工作連盟を率いたP.ベーレンスの影響を受けた。帰国後

最初に設計されたこの建物も、内外にベーレンスの影響を見ることができる。日本の近

代建築史上、いち早く様式から脱却し新しい建築へ向かおうとした建築だと言える。

1984年に京都市の登録有形文化財に登録されている。また、本野精吾自邸は、やはり本

野によって設計され、1924年に竣工したものです。耐震性や耐火性、建設の合理性を考

慮して、中村式鉄筋コンクリート建築（鎮ブロック）によって造られ、屋内では機能性

も追及された平面計画となっている。日本におけるモダニズム建築の先駆け的存在だと

言える。2003年にはDOCOMOMO Japanによって優れた日本のモダニズム建築100選の1つ

として選定されている。モダニズム建築の先駆的な存在である2つの建物の見学を通じ

て、日本の、あるいは関西のモダニズムのあり方やその価値について考える機会にした

い。

日時・定員―10月6日（土）14:00 ～ 16:30、30名（申込先着順）

解 説―笠原一人（京都工芸繊維大学大学院助教）

参加費・集合場所―無料（資料代は実費徴収）、返送する参加証にて通知する。

申込方法―FAXまたはE-mailに「氏名、所属先名、連絡先（TEL、FAX、E-mail）」を明

記して申し込む。近畿支部のホームページからも申し込めます。

http://kinki.aij.or.jp/

●中国支部

山陰モダニズム ―菊竹清訓氏の作品を中心に―

近年、初期モダニズム建築の耐用年限が訪れたことから全国各地で建て替えや増改築

の問題が発生している。その際、初期モダニズム建築の社会的、歴史的な意義、あるい

は良いものを維持活用して豊かな持続可能社会を実現したいとする価値観の転換から、

初期モダニズム建築の保存や利活用を求める声が増大している。 ここ山陰にも多くの

すばらしいモダニズム建築があり、とくに菊竹清訓氏の作品は多く残され、氏の創作活

動を辿る上でも重要な地域である。そこで菊竹氏の作品を中心に近代モダニズム建築の

保存や利活用の際のオーセンティシティを探り、全国の活動報告も交えながら議論を深

めたい。

日 程―10月13日（土）・14日（日）

プログラム―

10月13日（土）： 近代建築見学バスツアー(松江・米子市などの初期近代建築）

10月14日(日)：シンポジウム会場：くにびきメッセ（松江市学園南1-2-1）

・ 山陰における菊竹作品について 遠藤勝勧（遠藤勝勧建築設計室主宰）

・ 米子市公会堂の保存活動について 藤木竜也（米子工業高等専門学校助教）
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・ 関西の近代建築保存活動 中川 理(京都工芸繊維大学教授)）

・ 関東の近代建築保存活動 山崎鯛介（千葉工業大学准教授）

司会：千代章一郎（広島大学大学院准教授）

定 員―初日バスツアー定員40名、2日目シンポジウム定員150名

参加費―無料

申込方法―バスツアー申込受付：9月1日～ 9月30日 シンポジウム：当日先着順

問合せ・申込先―米子工業高等専門学校助教 藤木竜也

E-mail：fujiki@yonago-k.ac.jp 詳細は、支部HPをご参照ください。

http://news-sv.aij.or.jp/cyugoku/

●四国支部

四国地方の古民家にみる伝統技術

四国各地に点在した江戸期から大正期にかけての古民家と農工具が移築された四国

村は、四国地方の豊かな文化遺産が保存され、伝統的な住まわれ方が息づく環境にある。

1976年に開設された四国村は四国に唯一ある野外博物館であり、約5万m2の敷地に四国

各地から移築復元した建造物33棟を見ることが出来る。古民家や民具、民族資料からは

江戸期から大正期にかけての当時の生活の様子をうかがい知ることもできる。今回は貴

重な文化遺産である古民家や農工具に直接ふれることができるこの四国村で学芸員を

つとめてこられた斧上紗木さんをお招きして講演会を実施し、四国地方の古民家の伝統

技術や、魅力についての話しを伺いたいと考えている。あわせて、四国地方の古民家と

建造物の見学会を開催し、四国地方の原風景を楽しんでいただくことを通じて、四国地

方の文化と住まい方について考えてみたい。

主 催―日本建築学会四国支部

共 催―土木学会四国支部香川地区

後 援―香川大学工学部

日時・場所―10月13日（土）13:30 ～ 17:00、四国村（高松市屋島中町91番地）

参加費・定員―一般500円・高校生200円・小中学生 無料（四国村入村料、美術館入館

料含む）、80名

プログラム―

第１部（13:30 ～ 15:00）

見学会「四国の民家と農工具」

講 師―斧上紗木（四国村学芸員）

第２部（15:30 ～ 17:00）

講演会「四国地方の古民家にみる伝統技術」

会 場―旧久米通賢邸
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講演者―斧上紗木（四国村学芸員） コーディネーター：松島学（香川大学工学部教授）

交 通―公共交通機関を利用してください。車の場合は、乗合いでのご協力をお願いし

ます。また、係員が誘導する参加者専用駐車場をご利用ください。

当日受付―12:30～13:30迄に四国村入口横にて、済ませてください。

申込方法―ハガキ、FAX、E-mailで、氏名／年齢／所属住所／電話番号を明記の上、9

月26日（水）までに下記あてにお申込みください。

日本建築学会四国支部香川支所：中島美登子

〒761-0396香川県高松市林町2217-20

香川大学工学部安全システム建設工学科

TEL：087-864-2150、FAX：087-864-2188 E-mail：nakasima@eng.kagawa-u.ac.jp

●九州支部

講演会 ： 都市の「史」と「景」を活かす

風景が魅力の都市・鹿児島には数多くの史跡や文化財があり、今日「歴史都市」とし

ても国内外からの観光客を集めている。鹿児島市内には、幕藩期から明治初期の建物が

存在するが、大正・昭和・平成と、各時代を代表する建築も立ち並んでいる。また都市

の骨格は、江戸時代の城下町を基盤としながらも、戦災復興や、近年のウォーターフロ

ント開発などによって、再編されている。鹿児島は近現代を経て築き直されてきた都市

でもあり、今日も変わり続けている都市なのである。本事業では、国内外の「歴史都市」

の風景の移り変わり、近現代におけるまちづくりの物語を学びながら、鹿児島の風景、

建築・都市空間の特徴を念頭に過去と未来を見据えた建築やまちづくりのあり方につい

て考えてみたい。

日 時―10月27日（土）14:00 ～ 17:00

会 場―鹿児島大学工学部稲盛会館

定 員―270名

プログラム―

基調講演1 「歴史都市」の近代的再編 中川理（京都工芸繊維大学教授）

基調講演2 都市の個性を活かす都市デザイン 阿部大輔（龍谷大学准教授）

パネルディスカッション

パネリスト―中川 理(前掲）、阿部大輔(前掲）、福田(古川)真樹子（㈱アーキプラン）

コーディネーター―木方十根（鹿児島大学教授）

参加費―無料（資料頒布）

申込期限―10月12日（金）まで

プログラムの詳細や参加申し込み方法は九州支部HPをご覧ください。

http://news-sv.aij.or.jp/kyushu/news/news.html
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