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　第 18 回 UIFA 世界大会は、米国ワシントン DC とブラックス
バーグを舞台に開催されることになりました。ブラックスバー
グは、すでに皆様にはおなじみのヴァージニア工科大学のまち。
さまざまな重要な施設のある首都と緑あふれる大学町という二
つの対照的な（？）都市を舞台に決めたのも、企画したヴァー
ジニア工科大学の教授陣の工夫ですね。
　この大会は、また、ヴァージニア工科大学の中に置かれた
IAWA の設立 30 周年を同時に記念する大会となります。1985
年に、UIFA の設立時からのメンバー、故ミルカ・ブリズナコフ
教授が提唱し、設立されたこのアーカイブは、当時、ミルカさ
んが、講義のためにデータベースで「女性；建築」と検索する
と「産院」などが表示されるという現実に愕然として設立に力
を注いだといわれています。貴重な資料がおさめられている数
少ないアーカイブで、この見学も大会プログラムに組み込まれ
ています。
　大会テーマは、「THE WOMAN ARCHITECT AND HER FIELD 
OF INFLUENCE: CONTRIBUTING TO THE CONSTELLATION」 と
なっています。UIFA の 18 回大会と IAWA の設立 30 周年を祝
うことを重ね合わせた苦心が見られます。詩的で美しいテーマ
ですが、日本語訳するのはとてもむずかしくて私の手には負え
ません。大会日程の概要は以下の通り。詳しい情報は、URL を
見てください。ご一緒に大会を楽しみましょう！　ぜひご参加
ください！
7月26日（日） ワシントン DC にてオープニングレセプション。
7月27日（月） ワシントン DC のツアー。AIA の公式レセプション。
7月28日（火） バスでブラックスバーグへ移動。
7月29日（水） プレゼンテーション、IAWA スペシャルコレクショ
ン見学、ブラックスバーグツアー、レセプションと晩餐等。
7月30日（木） 基調講演、プレゼンテーション…ブラックスバー
グダウンタウンの見学等。
7月31日（金） 閉会式、大会宣言、バスでワシントン DC へ。

L’ Union Internationale des Femmes Architectes (UIFA) and 
The International Archive of Women in Architecture (IAWA) 
invite the global architecture and design community to 
Washington, D.C. and Blacksburg, Virginia to honor the goals 
of each organization through the 18th Congress’ theme:
The Woman Architect and Her Field of Influence
Contributing to the Constellation
Architecture – Construction, Research, Education and Practice

Schedule:
SUN JULY 26
Congress Delegates Arrive in Washington DC, Registration is 
at the Liaison Capital Hill Hotel
Opening Reception at the Liaison Capital Hill Hotel Ballroom

MON JULY 27
Great Rooms Tour of Washington, DC. including the National 
Building Museum, the Vietnam Memorial and other notable 
rooms
Dinner/Reception at the American Institute of Architects 
Headquarters

TUE JULY 28
Travel by bus to Charlottesville, VA for Lawn Visit + Tours
Travel by bus to Blacksburg, VA
Formal Dinner with Digital  Exhibit ion of Women in 
Architecture’ s Seminal Work

WED JULY 29
Morning Paper Presentations at the Virginia Tech Inn and 
Conference Center
Visit IAWA Center, Special Exhibition of IAWA Holdings
Tours of Smithfield Plantation
Evening Dinner/Reception

THU JULY 30
Keynote Lecture & Morning Paper Presentations
Hahn Horticulture Garden & Afternoon Tea
Lilia! Play at the Lyric Theater
Downtown Blacksburg Exploration

FRI JULY 31
Formal Closing Breakfast at the Virginia Tech Inn and 
Conference Center
Congress Proclamation
Return to Washington, DC by bus at 12pm

FRI JULY 31 to MON AUG. 3
Post-congress tour

■主な内容
・第 18 回 UIFA 世界大会は、7 月最終週に米国で開催されます！
・UIFA JAPON 活動概観
・UIFA JAPON 2015 年度通常総会と記念講演会
・第 62 回海外交流の会「ニューヨークの発展史と現在の動向」
・100 号記念 UIFA JAPON 会員活動紹介
・会員の本－東日本大震災岩泉町復興の記録その 3
・被災地通信（11）防災会議フォーラム＆被災地ツアー
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UIFA JAPON 活動概観　　 

Ⅰ．大規模災害の復興支援　　Disaster	Support	Activities.

UIFA JAPON の NEWSLETTER が 100 号を迎えたこの機会に、活動を概観してみた。

法末地区の古民家調
査、オープンガーデ
ン、カレンダー作成
等の支援
Housing survey, open 
gardens and calendar 
creation in Hosse District

中越地震後の長岡市小国町法末地区において、古民家の調査
を行い、宿泊、音楽会、お茶会などの活用や古民家維持管理
マニュアルを提案。各家の庭先の景観調査とオープンガーデ
ンによる集落内外の交流拡大を集落と共に実践。毎年集落の
魅力発信ツール
としてのカレン
ダーを作成する
などの支援を続
けている。

法末大橋毅邸模型

In Ogunimachi-Hosse, Nagaoka-shi, 
we researched traditional houses and 
presented a manual for maintenance, 
and such reuse ideas as lodging, 
cafés and mini-concerts. We worked 
together with villagers to open every 
garden in the village to everyone. And 
we made calendars every year with 
photographs of the villagers.

和太鼓の寄贈
Presented a new Japanese 
drum

陸前高田市の長洞地区に対して、津
波で流された太鼓を新調寄贈した

（会で集めた義捐金の一部を使用）

We presented a new Japanese drum 
as a substitute for the lost drum to the 
Nagahora area in Rikuzentakata.

どこでもカフェ
“Do-ko-de-mo 
Café”

We opened cafés everywhere 
in the disaster-hit area.

被災地で、仮設住宅暮らしを余儀な
くされている方達に新しい近隣関係
を育てるきっかけとなるように、集
会所で茶菓をもってカフェを開き巡
回する
①新潟県法末
②岩手県岩泉町、大船渡市
③福島県郡山市、本宮市等（対象：

富岡町、川内村、浪江町、双葉町）
④東京都大島町北の山仮設住宅

In disaster areas, we hosted cafes 
in the meeting places of temporary 
housing units, so as to have a chance 
to nurture new relationships among 
those who lost their homes.

だれでもフォトグラファ
“Da-re-de-mo（Anyone）
Photographers”
We are the photographers!

仮設住宅居住者を中心とした岩泉町
の住民が町の被災から復興の過程を
プロカメラマンの指導を受けながら
写真によって記録していこうとする
プロジェクト。

We helped the inhabitants of Iwaizumicho 
to record the process of the town’s revival 
via photographs.

住宅相談会
Consultation on planning 
permanent housing.

沿岸部で被災され、高台移転する方
達を対象に住宅相談会を行った。
福島県新地町役場

We provided consultations on planning 
the building of permanent housing to 
people  relocating from disaster areas 
to areas higher up.

記録集編集協力
Assistance by editing 
of a cartulary.

東日本大震災　岩
泉 町 復 興 の 記 録

「 そ の 1」 ～「 そ
の 3」の取材編集
協力を行った。

We provided assistance editing the 
recovery record of Iwaizumicho.

各イベントに被災地
支援、及び復興計画
分析の視覚化パネル
などの展示参加
Participation in panel 
exhibitions

①全国まちづくり会議 2014in 北上
に自治体毎の復興計画に注目した
表やグラフをパネル展示

②第３回国連防災世界会議 in 仙台に
被災地支援活動パネル展示

① We displayed detailed revival plans 
from every local government at the 
JSURP Exhibit. ② We displayed panels 
of UIFA Japon’s support activities at 
WCDRR 2015.

　ここでは、UIFA　JAPON の国内活動にとどめた。なお、18 回
にわたる UIFA 世界会議の会員による参加は、NEWSLETTER の
バックナンバーに掲載された参加者の記録を参照されたい。ま
た、これまでの世界会議の場所と開催内容一覧は、UIFA JAPON
のホームページに掲載しているのでこちらをご覧ください。

Following the Chuetsu (Niigata) Earthquake of 2004, UIFA 
Japon set up a support team, and has continued being active in 
Ogunimachi-Hosse, Nagaoka-shi. Our experiences have allowed us 
to explore the best forms of support for the Tohoku Earthquake in 
2011.

The Editorial Team of this 100th edition of the UIFA newsletter 
are pleased to publish these summaries of UIFA Japon’s 
activities in Japan. The members’ activities, dates and locations 
of the 1st to 17th congresses are in the chronicles and on our 
website.

　2004 年の中越地震を契機に、「災害復興見守りチーム」を
設置し、以来長岡市小国町法末で支援活動を続けて来た。
　東日本大震災ではその経験を活かし色々な支援の形を模索し
ながら、UIFA JAPON 全体として支援に携わっている。
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Summary of UIFA Japon Activities

Ⅲ．総会記念講演および海外交流の会
General	Meeting	Intercultural	Exchange	Lectures 
総会記念講演および海外交流の会では、海外から来日した方や、海外通の方などをお招き
して、年 3 回、勉強会をおこなっている。2014 年は、講師に陣内秀信氏、稲富昭氏をお
迎えし開催し、最も新しい会はこの号の 4～ 5ページに掲載している（下記一部掲載）

At our General Meetings, 
we invite Japanese and 
foreign authorities to 
present lectures and study 
sessions.

2006 内田祥哉 2009 槙 文彦 2007 小川信子・藤井恵美 2009 冨井正憲 2011 柳沢 要 2013 金岡秀郎

Ⅳ．この指とまれ		Please	join	us
会員だれでもが企画提案し、参加者を募って実行するもの。
Any UIFA Japon member can plan an event, gather participants and carry it out.
建築家の自邸見学
中原暢子邸、林昌二・雅子邸見学会

林昌二・雅子邸 中原邸

Study tours of architects’ residences

まちづくり・福祉行政、医療・福祉・教育施設見学会
鷹巣訪問、埼玉県立大学、日下部記念病院、高齢者グ
ループハウス『ほっと館』、「世田谷区立小学校のトイ
レ改修を見る」、宮代町立小学校他、ルンビニー幼稚園
見学、「風の道」まちづくりと蔵前干渇ツアー、三和町
営団住宅 三和町見学

Study tours on town planning and 
welfare administration, medical care, 
welfare and educational facilities

保存・継承について見学会
喜多方煉瓦蔵ワークショップ、旧安田楠雄邸見学会、
加地邸見学会、「建築家土浦亀城・信子夫妻の提案」ミ
ュージアムトーク参加、天竜の森、煉瓦職人に聞く、
旧朝倉家住宅とヒルサイドテラス、小笠原伯爵邸、国
際子ども図書館 加地邸

Study tours on preservat ion and 
inheritance

建築作品見学
小林純子の思い出横丁トイレ
木材会館
邦久庵

邦久庵思い出横丁トイレ

Study tours of architectural works  

被災地視察他
国連防災世界会議 in 仙台フォーラム＆被災地視察

宮城県岩沼市玉浦西地区災害公営住宅

Participation in the WCDRR 2015 
Forum in Sendai,  and tour of the 
stricken areas

Ⅴ．広報活動の紹介		Overview	of	Promotional	Work
1. Newsletter 2. D’Aujourd Hui 3. ホームページ Website 4. パンフレット Brochures
年 3 回発行 毎月発行 随時更新 2 年に 1 回、役員改選時

Ⅱ．出版活動　　Publishing
『未来へ－女性建築家のパイオニアたちの肖像』－巡回展覧会
の記録 2013.3

For the Future: Pioneering Women in Architecture- A Record 
of Exhibitions in Japan, March 2013

U.I.F.A 国際女性建築家会議報告書 12 回、13 回、15 回、16 回 Reports of UIFA Congresses:12th, 13th, 15th, 16th

私にとってのユニバーサルデザイン  2004 Our Views on Universal Design  2004
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　2015 年 6 月６日（土）12：45 から、ビジョンセンター
日本橋 5 階会議室において、UIFA JAPON の総会が開催さ
れた。正会員 75 名のうち出席 28 名、委任状提出 28 名で
定足数を確認、総会開催が成立。
　開会挨拶で松川会長から、今年度も引き続き、海外交流
の会、Newsletter の発行などの通常の活動を継続、4 年目と
なる東日本大地震被災地支援の、現地の関連団体との連携
と地元への継承を続けていく事が宣言された。総務、事業、
広報、会計、災害見守りチーム、おもてなしチームからの
各昨年度の活動報告、今年度の活動計画とともに、会計の
収入、支出、予算についてもすべて承認された。新メンバー、
加部千賀子さん、清本多恵子さんの参加を歓迎する。

The 2014 UIFA Japon General Meeting was held on 6th 
June in the historic Nihonbashi area. A quorum was 
achieved, and agenda items concerning annual activities, 
the budget and newcomers were all approved.

　総会に続く講演会では、建築家 團 紀彦氏 を迎えての講演
を拝聴した。地形と建築、土木と建築、時間軸と建築、他
者と建築、自然と建築、このタグを組むこれらとの「共生」
がこれからの建築の役割であり、いかに「調停」していく
かが課題であると、いくつかの作品を通して説明された。
まさに単体建築主義の終結宣言である。
歴史との共生＝	日本橋室町東地区再生計画	
　堀割りとの共生から始まった江戸の文化を引き継ぐ日本
橋界隈で、三越本店ファサードの円列柱の凹凸感を連続さ
せる事、支線となる江戸桜通には別のシーンという街路景
観に協調させたデザインを主軸に、角の扱いも含めて懐か
しくも美しい街並を造りだした。ビルの側面四面それぞれ
をデザイン仕分ける方法を、「多神教」の日本人のおおらか
さとし、内部空間のにぎわいを小割りの空間で編み込んで
いく「部分の自立性」も興味深い。この地域のマスターアー
キテクトとして街区だけではなく、リニアーな街路デザイ
ンを調停する。
過去との共生＝	台北桃園国際空港第一ターミナル再生計画
　もともとあった、空港の外部テラスを内部空間に取り込
んで、懸垂線による逆アーチ構造の屋根で覆い、室内床面
積を倍加した再生。瓦屋根の加重と風力のバランスにヒン
トを得た素材と透過光が新しい空間を生み出した。縁起の
いい「蛇紋」を加算した構造とし、旧建物の鉄筋引張力に
再生機会を残すなど、技術指導も怠らない。
他者との共生＝	表参道 Keyaki ビル
　交差点角奥に L の字型に配置された伊東豊雄氏設計の建
物に、抱かれたような、ウエストのある円柱の建物。
地形との共生＝日月潭風景管理処
　 台湾最大の湖に浮かぶビジターズセンター。ランドスケー
プとおおらかな三次曲面が響き合う造形美。現地職人との
美事なコラボ。
土木との共生＝	西京極総合運動公園プール施設
　3.6ha の敷地に、3ha の空間を作る手段として、モダニズ
ム建築では気体と個体が主体であった空間の概念を、液体
のようにとらえて流し込む作業であった、と語る。
治水との共生＝スプリングス日吉
　ダムに付帯施設として研修センター、体育館、プール、
温泉、など全体を市民の憩いの場として計画し直したプロ
ジェクト。
　これらの作品には、根底に界＝ boundary、脈＝ network、
( ) ピン＝ patch work の三つ領域を調停し「共生」に転換
する概念が体現されている、と 7 月 17 日からのミュンヘン
での個展でのメッセージである。

Architect Norihiko Dan, who has a new exhibition opening on 
July 17 at Architekturgalerie Munich, fascinated attendants 
with a talk about symbiotic architecture, which is architecture 
that coexists with time, terrain, civil engineering, environment, 
nature and others. He showed us examples of his work to 
explain his theory of symbiosis. 
+history	=	Coredo: As the master planner of midtown 
Nihonbashi, Dan created a new, unified streetscape by 
assuring that every façade reflected the history of Edo, or 
old Tokyo. The uneven façades of the main street are linked 

to the historic columns of Mitsukoshi 
Department Store. Other streets have 
buildings designed with 4-way surfaces to 
be consistent with street features based on 
the concept of polytheism. Each building 
also has a modern highrise above the 4th 
or 5th floor.

+the	past	=	Taiwan	Taoyuan	International	Airport	terminal

Dan renovated an older structure with a terrace encompass- 
ing and expanding the floorspace. The catenary lines of 
the roof create a lucky serpentine shape, as well as tensile 
strength.
+ t e r r a i n 	 = 	 S u n	
Moon	 Lake	 Tourism	
Administration	Office,	
Taipei
Local craftsmen created 
this 3-D curve, so the 
building seems to melt into the lake.
All Dan’s work is based on the concept that boundary, network 
and patchwork are the three important areas to be mediated 
and stimulated in the search for architectural symbiosis. 　　
　　　　　　　

Photos and illustrations except ※ are all @ Norihiko Dan & Associates

UIFA	JAPON	2015 年度通常総会報告	 中野　晶子
UIFA	Japon	2015	General	Meeting	 NAKANO	Akiko

第 23 回 UIFA	JAPON	記念講演会：「建築における共生的思考について」	 講師：團　紀彦氏
Symbiotic	Thoughts	of	Architecture	 Lecturer:	DAN	Norihiko

通常総会と記念講演会 General Meeting and Commemorative Lecture

Photo:Watanabe

※
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　3 月 28 日（土）首都大学東京南
大沢キャンパスにて小林克弘先生に
表題の講演をしていただいた。大学
は京王線の南大沢駅より 5 分くら
いの所に有るが、広いキャンパスで
門より会場の教室まで10分程歩く。
アメリカの大学を思い出させる広さ
である。
　小林先生は 1982 年よりニュー
ヨークシティのコロンビア大学で研

究員としてＮＹ建築を研究の後、東京都立大学（現首都
大学東京）で教鞭をとられている。研究されている一つ
に高層建築発展史があり、特に摩天楼の建ち並ぶ光景は
ニューヨークシティらしいものだが、なぜこれほど多く
の高層建築が建てられるようになったか、町の成立ちを
含めお話頂いた。
　当初ここに入植したのがオランダ人だったため、ニュー
アムステルダムと呼ばれたが、1664 年、イギリスの植
民地と変わり、現在の名前に変わった。この頃は島の南
が中心であり、町を囲む壁があり、その名残が金融街の
ウォール・ストリートである。
　19 世紀初めより北へ街は拡張され現在の整然と区画さ
れたグリッド都市になる。ミッドタウンの開発も始まり、
第一次世界戦争後の 1920 年頃、アメリカは好景気を迎
えビルが建ち並ぶようになる。
　もちろん島が岩盤だという強さがあるが、建築技術の
発展、そのうちの一つエレベーターの出現がある。また、
1916 年に施行された ｢ ニューヨーク・ゾーニング法 ｣、
セットバックすれば、敷地の広さ 1/4 の面積については
高さの制限が無いとしていた法律の存在が大きい。1930
年代にはクライスラービル、エンパイアステートビルな
どが建てられ、競い合う様に高く大きな高層建築が出現
する。
　2001 年、9・11 以降、ワールドトレードセンター跡地
は（鎮魂を込め）新しい姿に変わった。講師は近年「世
界のコンバージョン建築」を 2 巻まとめておられる。そ
の立場から、島の西側にある造船所、ハドソンヤードか
ら伸びる高架鉄道跡地の再開発でつくられたハイライン・
パークや、チェルシーマーケットのコンバージョンなど
の紹介など街は変貌を続けるＮＹの紹介も興味深かった。
　ニューヨークシティは訪れることはあっても、その歴
史を良く知らなかった。今度の大会はアメリカ東海岸側・
ヴァージニア工科大学で開かれるため、ニューヨークシ
ティにも足を伸ばしたいものである。

資料：小林克弘教授提供

　The 62nd Intercultural Lecture was held at the Tokyo 
Metropolitan University on March 28th, with a speech by 
Prof. Katsuhiro Kobayashi. Professor Kobayashi has been 
teaching architecture at the university since returning 
from New York City, where he studied at Columbia 
University in 1982.
　In his lecture, he discussed why there are so many 
high-rise buildings in Manhattan. One reason is that the 

island is firm. Another is that the city established zoning 
rules concerning the building setback line in 1916. After 
World War I, in the 1930’s, businesses were prospering, 
and in Midtown, many new high-rise buildings were 
built. Of course, the building techniques,  facilities and 
structures improved. The first elevator for people was 
installed in the New York Crystal Palace in 1852.
　Professor Kobayashi also told us about the new World 
Trade Center, and the redevelopment of the Hudson Yards 
and the High Line. These looked very attractive. I hope 
to visit New York this summer, after the 18th UIFA World 
Congress in Blacksburg, VA, to see them.

第 62回海外交流の会 ｢ニューヨークの発展史と現在の動向 ｣	 薄井　温子
62nd	Intercultural	Lecture:	The	Architectural	History	of	New	York	City	and	Today	 USUI	Haruko

マンハッタン島景色の変遷　NY の写真全て小林克弘先生撮影

9・11 メモリアルミュージアムからワン・ワールドトレードセンターを見る。
中央に旧ワールドトレードセンターの 2 本の鉄骨柱が展示されている。

高架鉄道跡地の再開発でつくられたハイライン・パーク

講師：小林克弘教授
宮本伸子撮影

　　　　  海外交流の会 Intercultural Lecture
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小川　信子 OGAWA	Nobuko 建物の保存と再生について考察

Furthering	the	cause	of	architectural	preservation	and	reuse 1）“スウェーデン陶器の町の歩み” を出版。グ
スターブスベリィの町の保存と再生現状を調
査してまとめた（2006 年ドメス出版）。町の
名前にもなった陶器工場の創設者の居城はシ
ニアハウスとして再生し、ケアハウスを増築
して、共生できる町づくりをしている。
2）同潤会大塚アパートメントハウス史と保存
運動の経緯及び元居住者へのヒアリング等を
記録に残すために「同潤会大塚女子アパート
メントハウスが語る」（2010 年ドメス出版）
を共著。
3）“特定非営利活動法人ライト建築アーカイ
ブス日本” の委員として、日本に現存するライ
トの作品、ライトに薫陶を受けた日本の建築
家の作品の保存及び図面などを保管して公開
できる方法を研究中。
4）スウェーデンの現代史上に足跡を残したエ
レン・ケイの日本への影響を調査中。
5）NPO 法人『有機的建築アーカイブ』（AOA)
沖縄支部では女性の立場から沖縄の居住環境
問題について、女性建築家と話し合い、交流
を深めた。また、NPO 法人『シニア住文化研
究所』に属し、高齢者住居環境の計画・研究
等を基盤に、現在は、高齢化と少子化が齎す
江東区の空き家問題とその再生に取り組んで
いる。その他の時間は書と墨絵を趣味に楽し
んでいる。

In Dec. 2006, my book on the preservation and current revitalization of the 
town of Gustavsberg, entitled “The History of a Swedish Pottery Town. ” was 
published by Domes Publishers. I recently researched and compiled a history 
of the preservation activities related to the Otsuka Women’s Apartment 
House. As a member of the Board of Directors of the nonprofit Archives of 
Organic Architecture Japan, I am helping find ways to preserve and promote 
the Japanese legacy of Frank Lloyd 
Wright.
I recently went to Okinawa, and met 
with the members of the AOA Okinawa 
branch. I am taking part in the Senior 
Residential  Culture Inst itute ,  and 
studying senior residences, as well as 
the empty-house problem and ideas for 
reuse. 
In my spare t ime, I  enjoy writ ing 
Japanese calligraphy and making sumi 
ink painting.

ケアハウスの中庭からファルスタ居城を見る。
（1891 年建設）現在シニアハウスとして使用

FARSTA SLOTT(Gus-TAVSBERG)
View from care house

100 号記念ユイファ・ジャポン会員活動紹介	
　1993 年 に UIFA　JAPON が 設 立 さ れ て か ら、 今 年
2015 年は 22 年目となります。設立直前の 1992 年 12
月にこのニューズレターが発行され、1993 年 3 月の第
10 回 UIFA 世界大会 ( ケープタウン ) への案内が掲載され
てから、記念すべき第 100 号となることから、広報部会
では 100+101 号として会員の活動紹介を掲載し、本年開
かれる第 18 回 UIFA 世界大会（バージニア・USA）に持
参したいと考え特集しました。
　2007 年 7 月にも 70+71 号として会員の「私の仕事」
特集を掲載しましたので、今回は仕事に限らず、「自身の
取り組みについて現在、過去、未来いずれでも可」とす
ることにしました。今回は 37 名の会員から、様々な仕事
や活動、考え方などを書いて頂きました。以下、名誉会長、
会長の後、内容や名前などにこだわらず、順不同で掲載
することとしました。ご協力いただいた会員の皆様に感
謝するとともに、ご活用いただければ幸です。

UIFA	Japon	Members’	Activities:	Past,	Present	
and	Beyond
　This is the 22nd anniversary of UIFA Japon, following 
our establishment in 1993. And this newsletter is the 
100th edition since our first issue in December 1992, 
in which we published the invitation to the 10th UIFA 
Congress in Cape Town. The Editorial Team decided to 
publish this overview of our members’ activities once 
again, so that we could bring it to the 18th Congress.
　So below, you will find brief articles from 37 members, 
including our honorary and current president, about their 
past, present and future activities and plans. We hope all 
our members will use this issue to introduce themselves 
to their counterparts overseas, and establish good 
communications.

松川　淳子 MATSUKAWA	Junko 「春遠からじ！」を願って

Hoping	that	spring	will	come	soon	to	the	damaged	areas 　散漫な日常の中で、比較的多くの時間を割
いているのは、やはり 2011 年 3 月 11 日以
降の「東北被災地支援・交流」の活動である。
UIFA JAPON の被災支援活動は 2004 年の中越
地震を契機に始まっているが、その中核となっ
た長岡市法末集落における、「オープンガーデ
ン」のプロジェクトが徐々に地元の人たちの
手で運営されるようになり、「10 年を経て『被
災地支援』も一段落できる」と思っていた矢
先に東日本大震災が起こってしまった。東北
被災地支援活動の中でも、UIFA JAPON あげて
の活動となった「どこでもカフェ」「だれでも
フォトグラファ」は、実施当日の運営はもと
より、日常的マネジメントに知恵を絞らなけ
ればならない。大変ではあるが、「コミュニティ
をデザインする」という意味では大きな収穫
があり、苦労する甲斐がある。

In my daily life, most of my time is 
occupied by managing and arranging 
support activities for people in the 
disaster-hit Tohoku area. We, UIFA 
Japon members are developing the 
project Doko-de-mo-Café and Dare-de-
mo-photographer. These require  daily 
efforts to promote these projects before 
the event day itself. But these projects 
have great meaning for designing and 
rebuilding each community after the 
disaster. So, I hope we can find fruitful 
results in exchange for our hard work.

多くの地元の方が設営にも参加して、「第 4
回岩泉町だれでもフォトグラファ写真展『春
遠からじ』」はオープンした。苦しみながら
も４年間続いてきたのは地元フォトグラファ
たちの努力の賜物だ（2015 年 3 月 8 日）。

100 号記念 UIFA JAPON 会員活動紹介 UIFA Japon Members' Activities
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板東　みさ子 BANDO	Misako 建築は時と共に生きる

Architecture	is	alive	with	the	times 　建築の設計に携わり 40 年が経つ。社会と密接
に関わるこの仕事は、マクロ的にもミクロ的にも
複雑な要素を解くと共に、美しさと心地よさを目
指すというところが、難しくもあり面白くもある。
常に新しい課題が現れ、奮闘の日々でもある。
　現在、住まいや保育所の設計をしている。その
場に適した選択と工夫は勿論、竣工後自然の中で
人が使い、存在し続ける長い時間を視野に入れて
創ることを旨としている。出来上がった空間に使
い手の状況変化に合わせて手を加える、或は使い
こなしの手だてを盛り込み時間を掛けて空間を育
てて行く、というのも空間創りの醍醐味である。
使い手に愛される建築は古びることなく、磨かれ
味わいを増して行くと実感している。

I have worked for 40 years in architecture. It is difficult but interesting to 
solve complicated design challenges from both a micro and macro viewpoint, 
as well as to achieve comfort and beauty. Each project brought me a new 
challenge that enriched my skills and 
knowledge. I’m currently designing 
houses and a nursery. I try to find the 
best building solutions as well as to 
create spaces that can be used for a long 
time, which can be nurtured by nature 
and the people within. I believe that 
architecture that is loved and cared for 
will not get old, but rather, that it will 
mature and bring us joy. 空間を創り、育ててゆきたい　　

I create the space,　and refine it

稲垣　弘子 INAGAKI	Hiroko 地球にも人にも優しいソーラーハウス

Solar	houses	that	are	kind	to	both	the	earth	and	people 　住宅設計では自然エネルギー（太陽熱、光、
気流）をそのまま最大限に生かせるプランを
考え、更に小さなエネルギーで効率良い自然
エネルギーの活用に取り組んできました。日
本の四季の変化に対応できる良いシステムを
と共同研究者と共にシステムの開発から始め
ました。太陽熱をそのまま暖房・給湯に利用
する空気式ソーラーシステムで、夏の除湿冷
房を模索しました。シリカゲルを用いて室内
の除湿を行い、湿ったシリカゲルを夏の高温
の空気で乾燥する方法です。駒沢女子大学の
ソーラー実験室で学生と共に実験を繰り返し
除湿冷房システムを考案しました。地球にも
人にも優しく、快適に暮らせるソーラーハウ
スの追及はまだまだ続きます。

When designing of a house, I consider the use of natural energy (solar 
heatig, lighting, ventilation) and the efficient utilization of   natural energy 
usuing less energy.
A colleague and I began with the development of a 
good system for dehumidifying homes using silica 
gel with an air-type solar system.
We repeated an experiment in the solar laboratory 
of the Komazawa Women’s University with the 
students, and devised a dehumidification air-
conditioning system.
But we are continuing our study of solar houses 
that are kind to both the earth and people.

藤田　淑子 FUJITA	Yoshiko 60 年の軌跡

Trajectory	of	my	60	years 　私の建築との関わりは、卒論で新潟県粟島
の古民家調査をまとめたことに始まる。大学
卒業後、建築事務所で建築のイロハを叩き込
まれた。主人の転勤に伴って、当時は未だ女
性建築士が珍しかった名古屋に移り、デパー
トでインテリアの仕事に携わった。その後大
学に奉職してからは、実務経験を生かして後
進の育成に努めてきた。建築やインテリア関
係だけでなく、関連分野でも活躍している教
え子達を見ると、こちらまでエネルギーを貰
う。最近は価値ある建物の保存を目的とした
報告書の作成にも携わっている。写真は最初
に名古屋で勤め始めたデパートにある日本最
古の屋上観覧車 ( 登録有形文化財 )。保存研究
会の冊子に掲載したものの一つである。

My work in architecture started with my graduation thesis; : the research of old 
houses in Awashima, Niigata Prefecture.
I moved from Tokyo, where I worked at an 
architectural office, to Nagoya, where only a few 
female architects were found at that time, and 
worked as an interior consultant at a department 
store. I took advantage of my work experiences 
to educate students at the women’s college. 
Recently I have been involved in the preservation 
study of old, valuable constructions. The rooftop 
Ferris wheel shown in the picture is one of the 
tangible cultural properties in Japan, installed at 
Nagoya Mitsukoshi, where I used to work.

現存する日本最古の屋上観覧車
（登録有形文化財）

Japan’s oldest Ferris wheel (Registered 
Tangible Cultural Property) on the roof 
of Nagoya Mitsukoshi.

山本　佳世子（電気通信大学） YAMAMOTO	Kayoko 最近の仕事から

Pursuing	disaster	science 　私は、都市・地域計画、環境科学という学
問分野において、多様な情報システムを効果
的に活用する研究を大学で行っています。大
学院生の頃から最も長く取り組んできた研究
は災害に関するものであり、阪神・淡路大震
災（1995 年）を契機に始めました。東日本大
震災（2011 年）については、被災地における
継続的なフィールドワークを通して、復旧・
復興だけではなく、地域再生のあり方につい
ても考えるようになりました。また、わが国
の全国各地における減災対策、事前復興につ
いても検討し始めており、東京都多摩地域で
情報システムを用いた減災対策の社会実験を
行っています。最近ではトルコの研究者と共
同研究をしており、中東工科大学に招聘して
いただきました。

My specialties are urban and regional planning, environmental science, and 
spatial information science. When I was a graduate student, I took up disaster 
science as my life work after the Great Hanshin Earthquake (1995). In the 
damaged areas after the Great East Japan Earthquake (2011), I continuously 
conducted fieldwork surveys and I 
started considering not only recovery 
and reconstruction but also regional 
revitalization. Moreover, I also started 
social experiments for disaster reduction 
measures using information systems in 
the Tama region of Tokyo metropolis. In 
recent days, I am conducting cooperative 
research with Turkish scientists at 
Middle East Technical University.
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森田　美紀 MORITA	Miki 既存のストックを活かし、次世代につなげる

Leaving	the	best	materials	for	the	next	generation 　建築の設計とランドスケープの仕事をして
いる。建築のみならず、ランドスケープの改
修工事の仕事も最近増えてきた。写真は、横
浜の幼稚園の園庭改修工事のもので、さくら
の根がむき出しになり、危険な状態だったが、
子供たちは根に足をかけ、斜面をよじ登って
遊んでいた。斜面には土を入れメッシュプラ
ンターを設置し、植栽は土が流れるのを防ぎ、
丸太の遊び場は、よじ登っていくとさくらの
木を抱くデッキへと到達できる。ストックを
どのように活かし、次世代につなげていくか？
要求の要素を読み解き将来を見越した提案を
すること、将来の変化に柔軟に対応できる体
制を整えることなど、建築同様、考えること
はたくさんあると思う。

I design buildings and landscapes, and have been doing more landscape 
repair work. The photo at the right shows repair work in the garden of a 
kindergarten in Yokohama. It was rather dangerous, children were climbing 
on the exposed roots of a cherry tree. I filled in the slope and installed a 
mesh planter, to help prevent the soil from 
flowing. Children can now play on a deck on the 
cherry tree. There are many questions for us to 
consider for the future, such as how to make the 
best use of existing materials, how to anticipate 
the demands of the future, and how to establish 
a system that can flexibly respond to changes in 
the future.

改修後：土を入れメッシュプラン
ターとベンチを配置

井出　幸子 IDE	Sachiko 街を継ぐこと

Inheriting	a	community 　昨今、首都直下地震の危機感がつのる中、
東京都は木密地域の火災被害を出来るだけ小
さくするために、延焼遮断帯として、70 年前
に制定した都市計画道路を事業化しようとし
ている。この計画は戦後の焼け野原から 70 年
かけて育まれた生家のあるコミュニティを情
け容赦なく 4 つに分断する。計画者として、
この街の選択を見届けるべく、今私は「新し
いまちづくりの会」に参加している。この会は、
放っておいてほしいと語る高齢者の声に耳を
傾けながら、この地域の今の実情と、失いた
くないもの、必要としているものを、明らか
にしようとしている。街を引き継ぐ事は困難
を極める。たぶんこの計画により、沢山のも
のが破壊され失うこととなろう。ただ、この
不確かな大地の上で、私はこの計画が住民を
安全に生き長らえさせる選択肢ならばと信じ
て、関わっていこうとしている。

Recently, awareness of the potential for an earthquake to occur directly below 
the Tokyo Metropolitan area has been increasing. In order to minimize damage 
to the dense area of wooden buildings around it, the Tokyo Metropolitan 
Government will implement a 70-year-old plan to construct wide roads 
that will block fires. One of the roads 
will mercilessly divide my birth place 
community into four areas. I have been 
participating as a planner in community 
development meetings and have listened 
to what the residents need and don’t want 
to lose. Although many things might be 
destroyed or lost due to the government’s 
plan, I believe that it is the best way to 
assure the security of the residents in the 
area, and I will do my best to cope with 
this uncertain situation.

Ikejiri Public Facilities Complex of Setagaya-ward
世田谷区池尻のコミュニティ施設（保育園、
児童館、地区会館、健康増進・活動施設）が
オープンし 3 年目を迎えている。

小野　全子 ONO	Masako 高齢者のための地域の居間

Designing	adult	daycare	centers 　高齢者のための居住空間であるデイサービス
センターを設計した。工法は、枠組壁工法を採
用。デザインとして、大黒柱を居間の中心に配
置。天井、腰壁に木板を設置し、床には、無垢
板を採用。ぬくもりの感じられる空間とした。
畳コーナーは、座って寛いでいただくと共に、
舞台としても活用。イベントのあるときには、
楽しんでいただける空間となっている。
　南には、木製のデッキを設置。周辺には、プ
ランターを置き、植栽を楽しむことができるよ
うにした。外観としては、古き良き街並みにふ
さわしい大屋根とし、外壁は、落ち着いた色合
いとした。
　設計にあたって、利用者が住まいにいるよう
に感じていただけることを目指した。

I designed an adult day care center 
with residential space. The method of 
construction was a platform frame, with 
a pillar in the center of the living room. 
I used wood because I felt it made the 
space warmer. There is an area of tatami 
seating, which is also sometimes used as 
a stage. During an event, it's a space they 
can enjoy.
My design aims to make seniors feel at 
home. in a residence. Living room for seniors

吉田　洋子 YOSHIDA	Yoko まちづくりを楽しむ

Finding	joy	in	town	development 　私は都市計画家として働いており、主にま
ちづくりに焦点をあてています。ご存知かも
しれませんが、日本にある多くの街は人口減
少、低い出生率、そして高齢化社会に悩んで
います。いまは大変な時期ですが、大切なこ
とは前向きでいること、そして市民と手を取
り合って動いていくことです。今、私はまち
の再生のために公共施設や空き家そして耕作
放棄地を活用する方法を模索しています。私
はあちこちでまちの未来をコーディネートし
ています。

I work as an urban planner, mainly focusing on town development. As you 
might know, many towns in Japan are 
suffering from declining population, low 
birth rates and the aging society. It is a 
hard time, but the important thing is to 
be positive and move hand-in-hand with 
citizens. Now, I am seeking a way to make 
full use of public facilities, abandoned 
houses or abandoned farmlands in order to 
revive the towns in Japan. I work here and 
there, coordinating each town’s future.
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伊藤　京子 ITO	Kyoko 日本家屋の良さを伝えて行きたい

The	value	of	Japanese	houses 　四季のある日本で育まれてきた日本の家屋
は内と外を巧みに繋ぎ、木と土と紙で出来た
建物は呼吸をし、住まう人と共に生きていま
す。風土に適したこの日本の建物の良さを少
しでも伝えて行きたいと仕事して来ましたし、
これからも続けていきたいと思っています。
　写真の建物はお寺の境内の一角にある住ま
いです。訪れた人たちに一服の安らぎが得ら
れることを願って建物と庭を一体に設計し、
室内から外を見た時の景色だけでなく、外か
ら見た建物と庭の景色にも重きを置きました。
そして、その時大きな役割を果たしたのは緩
やかに内と外をつなぐ内路地や渡り廊下・軒
下です。庭は苔とモミジの木だけで構成し、
四季折々の移り変わりが楽しめます。

Japanese houses have developed with a strong consideration of the four 
seasons. Made of wood, earth and paper, they connect the interior and exterior, 
bringing nature and life into the house. I have always wanted to share with 
people the value of Japanese houses carefully adapted to the climate and 
landscape, now and into the future.
The building shown is located next to a Japanese Temple. Giving a moment 
of peace to the visitors, the building and the garden have been designed as a 
single element. The exterior view of the building 
with the garden was carefully designed as well 
as the view from interior spaces. The bridges, the 
gardens and the space under the eaves smoothly 
connect the interior and exterior spaces.
The garden is carefully planned, limited to only 
moss and Japanese maple. In this garden you can 
enjoy the changes of the four seasons. 四季を感じる住まい　

House of four seasons

小池　和子 KOIKE	Kazuko 私のバリアフリー活動の分岐点－

A	watershed	in	my	activities	related	to	barrier-free	environments 　私は、東京建築士会女性委員会バリアフリー
部会に所属し、主に高齢期に快適で豊かな生
活を送れる住まいについて見学、調査・研究、
勉強会、セミナー、ワークショップなどの活
動を通して社会に貢献していきたいと思って
いる。活動は、1993 年３月、日本建築学会ハ
ンディキャプト小委員会（当時）が企画した
バリアフリー環境整備地域であるカリフォル
ニア視察に参加したことに大きく影響を受け
ている。この本は、最も先駆的な障害者の自
立生活運動、バリアフリー環境整備地域であ
るカリフォルニアのまちづくりの最先端事例
を、写真を多用して紹介、日本の環境整備に
向けて提言している。建築・環境・教育の視
点から福祉をみつめ、生活環境をバリアフリー
にするための啓発書である。私は「住宅」を
担当した。

左写真：先端のバリアフリー環境－カリフォルニアにみるまちづくり

As a member of the barrier-free group of the women's committee in the 
Tokyo Society of Architects & Building Engineers, I want to contribute to 
society through my activities,  such as observations, research, investigations, 
workshops, and seminars that are mainly related to residences that are both 
comfortable and enrich our livelihood later in life. My activities are highly 
inspired by my participation in the study tour to California, a barrier-free 
environment development area, which was organized by the Subcommittee 
for the Architectural Environment of Those Who are in Need of Care of the 
Architectural Institute in Japan, in March 1993. My 
book, with various pictures, introduces the pioneering 
movement of independence for the people with disabilities  
and the latest examples of town development in 
California, a barrier-free environment development area, 
to propose environmental development in Japan. This 
is an edifying book on making our living environment  
barrier-free, which looks at welfare from the perspective 
of architecture, environment, and education. I took charge 
of writing the "Housing" section of this book.

橋本　ゆかり HASHIMOTO	Yukari 旅の途中

In	the	middle	of	a	trip 　これからもより多くの本や作品に出会い、
より多くの人々と語らい、より多くの場所へ
足を運ぶ事が出来るならばどんなに素敵で
しょう。
　今日の出会いに感謝して、それを明日の知
恵に変えられたらいいと思います。

How wonderful it would be if only I could 
encounter more books and art, talk with 
many more people and make visits to many 
more places for years to come!
It would be good if I could appreciate today’s 
encounters, which will become tomorrow’s 
wisdom.

中野　晶子 NAKANO	Akiko ななめな、まあるいかたち

Diagonal	directions	and	cycloid	curves 　アトリエや音楽室などを含む混構造の住宅の
仕事が多い。女性が家事と子育ての小刻みな時
間を凝縮して自らの世界を拡げるには、移動距
離を最短にするほかない。これまでに 88 人の
人々に居場所を作ってきた仕事を振り返ると、
何かから自由になりたいという願望を、四角か
らはみ出して斜めになったり、サイコロイド曲
線でカーブを描いたりということで体現しよう
としていることが、自分でわかって来た。カー
ンのキャンベル美術館の断面に、アン・タイニ
ングという女性建築家の影響があるのではない
かと調べているのは、この女性の生命力と幾何
学が作家の意識下の源ではないかと思っていて
謎解きをしたくなる。

Most of my residential designs for 88 inhabitants have included attached 
ateliers or music rooms, using a combination of reinforced concrete and wood. 
I see these rooms as extensions of the woman’s world, shortening the distance 
between the home and childcare and her workspace. Looking back on the 
process of creating these customized 
spaces, I realize I’ve been struggling to be 
free of typical square designs by making 
curves. I am interested in the geometric 
influence of Anne Tyng, when Louis Kahn 
created Kimbell Art Museum with cycloid 
curves. I am trying to solve the riddle of 
how much his work rests upon her life 
force and her ideas about geometry.

美竹教会　
Mitake Church (Flat ceiling renovated into 
cycloid arches)
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神村　真由美 KAMIMURA	Mayumi 気持ちのよいデザインで宿泊者を幸せに

Making	hotel	guests	happier	through	comfortable	design 　ホテルや旅館等の宿泊施設のインテリアデザ
インを中心に設計行っています。 この分野が
面白いのは そこで行う空間デザインがゲスト
の、到着して、食べて飲んで、入浴、そして眠り、 
朝に 身支度を整えて出発するまで、という人
生の一場面を 短いながらにも決定的にフレー
ムミングしてしまう点です。人間の衣食住の行
為がすべて含まれ、過ごす時間が比較的短いか
らこそ、宿泊単価や用途によってバラエティー
豊かな デザインの可能性があり得ます。
　バブルやその後の崩壊の時代を経て、本当に
必要な事へのシビアな要求レベルが上がり、真
のデザインの時代が来ている今、「気持ちのよ
いデザインで宿泊者を幸せにする…」為の試み
が続きます。

I design the interiors of guest accommodations, taking into account all the 
movements of the guests. This field is very 
interesting, because I set the scene for an 
episode in the visitor's life. Hotel room design 
has many possibilities from the standpoint of  
price and the purpose of a short stay.
After the Japanese economy downturn, 
the demands for true need increased. I feel 
that the time of true design has come. I 
will continue trying to make guests happy 
through comfortable design.

大崎　友記子 OSAKI	Yukiko 学生による建設実習

Construction	training	for	students 　岐阜女子大学住居学専攻では、2004 年から
建物の企画・設計から建設までを教員や職人
の指導の下、学生自身が行う特別プロジェク
ト実習を行なっている。建築に関わる一連の
作業を体験することで、図面を描いているだ
けでは理解が及ばない施工上の細かな点に関
しても理解を深めている。
　今までに木造在来工法の実習棟、自然素材
をいかす茅葺き屋根の休憩所、竹のあずまや
などの建設のほか、大学側から依頼され学生
食堂やトイレなどのリフォームも実施してき
た。建設後は大学施設として使用されるため、
学生や職員の意見を直接聞くことができ、設
計実務の中で大切なクライアントニーズの把
握やアフターケアについても学ぶ機会となっ
ている。

Students majoring in Housing and Design at Gifu Women's University are 
trained during project practice classes to plan, design and then construct a 
building under the guidance of teachers and craftsmen. This allows them to 
experience the practical building process, and to understand small details of 
construction which may not be apparent when training is limited to drawing 
plans.
Since 2004, students on this course have 
worked on several projects, such as a studio 
with a conventional wooden framework 
construction, a thatched-roof rest house, a 
bamboo gazebo, a student restaurant and a 
restroom renovation at the university. All these 
projects remain in use as university facilities, 
providing a good opportunity for students to 
learn about client needs and after care.

長塚　裕子 NAGATSUKA	Hiroko 私の仕事

My	work 　私の仕事は、住宅の性能評価の審査です。
建築基準法レベルを 1 とし、それ以上の性能
を有する意匠や構造の各部分を、2・3・4 と
数値で表します。その設計の内容が、数値の
評価基準をクリアしているかどうかを審査し
ます。住宅はとても高額な買い物ですし、安
全を守るためにも大きな役割を担っています。
自分の家を審査するつもりで、より良い住宅
を作る一助となればと思っています。

My work is to inspect housing quality levels. 
The Building Standards Law covers certain 
levels for the plan and structure. I check the 
quality levels to see whether homes properly  
conform. Homes are very expensive 
purchases and provide important functions 
in order to protect our safety. I would like to 
help people have better houses.

宮﨑　玲子 MIYAZAKI	Reiko 私の中のコルビジュエ

Le	Corbusier	in	my	memory 　ものつくり大学でル・コルビジュエ休暇小
屋のレプリカを見学した時、古い記憶が脳裏
をかすめた。数ヶ月後漸く正体が分かった。
1980 年、初めての１人旅に安価な南回りで
チュリッヒ到着、ル・コルビジュエ・セン
ターのポスターを見て急遽訪れた。残念なが
ら扉は閉ざされて色鮮やかな外観のみを見た。
1929 年私の父親がル・コルビジュエの『建
築芸術へ』を翻訳出版したが、その影響で私
の頭にしみ込んだ建築家名だった。85 年前の
出版物はモノクロで独特の色彩は判なかった。
1955 年国立西洋美術館設計で来日したときの
通訳によれば、色を決めるにあたって原色の
紙を実際に置いたのを見て、協力の日本著名
建築家を驚かせたと聞いている。

When I saw the restored Le Corbusier cottage in the Institute of Technologists, 
an old memory flitted through my mind. In 1980, I went on a trip to Europe by 
myself for the first time, and arrived in Zurich. There I saw a poster of the Le 
Corbusier Center and decided to visit it, though it was not in my original plan. 
Since the door of the building was closed, unfortunately, I was able to see only 
the bright colors on the outside of the building.
In 1929, my father translated and published Le Corbusier’s book “Vers une 
Architecture ”.  and the name of the 
architect was deeply imprinted in my mind. 
In those days, since the pictures were all in 
monochrome, we could not see his unique 
way of using colors. The interpreter who 
worked for Le Corbusier when he came 
to Japan to make a plan for the National 
Museum of Western Art, said that Le 
Corbusier surprised leading architects by 
showing the plan using primary colors. ル・コルビジェのカップマルタンの休暇小屋

のレプリカ（ものつくり大学内）の外観
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谷村　留都 TANIMURA	Rutsu 傾斜地に建つすまい

A	house	on	sloping	land 　小さな設計事務所に依頼のある物件は高低差が
あったり変形敷地だったりと、困難なものが多い。

「どんな課題であれ諦めず取り組んでいるといつし
かジグソーパズルのピースが合うように最適のプ
ランに収斂してくる」と修行中に叩き込まれてい
たので時間をかけて計画するという姿勢は現在も
続いている。この住宅は高低差のある変形地で、
建蔽率３割と厳しいものであった。混構造のスキッ
ププランで解決すべく、形態と要望を融合させる
作業をクライアントと共に分かち合った思い出深
い住宅である。

My architecture firm is small, and most of our projects involve working on difficult 
sites, such as those with a unique shape, or sloping land. During my training days, I 
was told "Even though the project seems difficult to solve, if you never give up, in the 
end the best plan will come together like puzzle 
pieces matching up." These words held true 
during the planning of this project.
This site had an elevation difference, and the limit 
of building coverage was only 30%. Throughout 
this memorable project, we worked together with 
our client to match up their needs and the form, 
and reached a successful resolution using a mixed 
structure and a skip -floor plan.

薄井　温子 USUI	Haruko 還暦の手習い

It’s	never	too	late	to	learn 　今年還暦になる。一人で設計事務所を開いてか
ら 20 数年が経つ。定年はないが ､ もう少し自らの
生活に潤いをと考える。今までは人の家の設計やリ
フォームをしていたけれども、気がつけば自分は書
類に埋もれている。
　一昨年よりポジャギを習っている。以前 UIFA ソ
ウル大会がきっかけだ。韓国製パッチワークで窓辺
などにかける。小さな物を購入したが高価だった。
ならば自分で作り窓辺に飾ろうと思い、月 1 回教室
に通う。時間は掛かるが、手を動かし、ものを作る
喜びを久しぶりに感じる。
　今年になり鉋を買った。まな板を削るためだがう
まく出来ない。仕事で長くつきあった家具職人さん
に教えて貰えばよかったなと後悔している。｢ 布 ｣
の次は ｢ 木 ｣ に挑戦したい。

This past March, I turned 60, which we celebrate as kanreki.  I have been planning 
and renovating houses for others. One day, I saw a reflection of my desk in the 
window, with so many papers and books, and an old woman beside it.
When I visited Seoul for the UIFA Congress 
in 2010, I bought a small Korean patchwork, 
called pojagi,  which makes a very beautiful 
ornament for windows, but is expensive because 
it’s handmade. In 2013, I started to learn pojagi.  
It requires a lot of time and patience, but gives 
me enjoyment. 
This year, I bought a plane to create a smooth 
cutting board. Next, I want to try making 
woodcrafts.

机の上・ポジャギの宿題

河内　眞作 KAWACHI	Shin-saku トヨタ生産方式の改善魂の実践

Practice	of	Toyota's	"Kaizen	Soul" 改善魂とは
１）理念がある事　（良し悪しの判断基準がある事）

　
２）現状把握する事　（あるべき姿との差をハッキ

リさせる）　
（ムダが判るようになる）　　

３）ムダが判ったら案を出す　（絵にする事）
４）案が出来たら自分で造る　（金は使うな）

例：ダンボールで、切ったり貼ったり（ガムテー
プ）する

５）提案した人は最後までやり切る事
改善は永遠・知恵は無限

The meaning of a “kaizen soul” is:
1) Individuals have their own ideals.
(Individuals have their distinctive criteria for judging matters.)
2) Carry out stocktaking. (This clarifies  differences from the ideal situation and 
"muda," or waste, can be understood.)
3) Use a diagram to provide an idea if muda is 
understood.
4) Create something yourself (don't use money). 
Example: Cut or stick corrugated paper together 
(gummed tape).
5) The person who proposed the idea should 
carry it through to the last.
Kaizen is eternal ・ Wisdom is infinite.

渡辺　喜代美 WATANABE	Kiyomi 住まい・まちづくり

Local	revitalization	organizations	 　東京都庁時代、社会住宅のセーフチィーネット
である公共住宅の研究課題は多岐であったが、私
が主幹し特記したいことは、都市型居住のあり方、
高齢社会と住まいのあり方、集合住宅の景観形成
手法、住宅史などである。特に 1990 代初頭、高
齢社会予測のもとに「加齢対応型住宅のガイドブッ
ク」「同指針」初版作成は、都政刊行物のベスト３
の評価を受け、また高齢社会を予測したものとし
て、全国に波及していった。
　2000 年代東京都防災建築まちづくりセンターで
主幹した機関紙「街並み」や住まい・まちづくり
に関するセミナー、地域のまちづくりワークショッ
プなどは、地域に視点を当てた仕事では、多くの
人と出会い、地場に立って発想することの大切さ
を再認識した。
　一方、自由研究の場「都市居住研究会」「住ま
い研究会」「ALCC」「NPO CHC」などの研究会や
NPO 活動などは、連関させながら活性化し、住まい・
まちづくりの活動は続いている。
　今取りくんでいる大きな課題の 1 つは、災害と
レジリエンスである。

After almost 40 years serving in the Tokyo 
Metropolitan Government’s (TMG) Bureau 
of Housing, I retired and started working 
at the Town Creation Center, an affiliate of 
TMG, as an editor-in-chief of the bimonthly 
Machinami  (Beaut i fu l  Townscapes ) 
magazine. I also contributed to several 
nonprofit organizations, including the 
Kyo juken  (Lodg ings  S tudy  Group) , 
Collective Housing Corporation Urban 
Housing Workshop.
I’m working on a difficult problem for 
disaster resilience.

熱心に議論する住民参加
まちづくりワークショップ

Workshop Living and Local Revitalization



12

岩井　紘子 IWAI	Hiroko 40 周年に想う

Reflecting	on	the	40th	anniversary	of	my	office 　建築を学ぶ過程で女流建築家林雅子さんの存在
を知る。憧れた。日大建築科卒後即門を叩いた。
女は結婚までの腰掛に過ぎないから当事務所では
女性は採用しないの言下、何故女が女を拒否する
のか。自分がもし人を使う立場になったら絶対女
性に門戸を開いて見せる。その一念で設計事務所
独立を目指して頑張った。晴れて昭和 49 年 2 月、
岩井紘子 1 級建築士事務所を開設。63 年㈲岩井紘
子建築設計事務所に改名。昨年事務所開設 40 周年
を迎えた。女性の女性による女性の為の建築設計
という旗の下、岩井学校と言われるように、建築
を志す女の子を門下生とし、世に 20 人弱の女性建
築士を送り出した。大工の世界である地方の住宅
設計の世界に、女性建築家としての市民権を得る
道は想像を絶するものがあったが、我ながら果た
して来た道程の意義深さに感慨に耽る今日この頃
です。

In my architecture school, I heard the name of alum Masako Hayashi, who was a woman 
architect. I had great respect for her, and I hoped to join her staff. But she refused me, 
because I was a female. She said females might quit their jobs after marriage. I couldn’ t 
understand it. If I were her, I would have helped other women become architects.
 In 1974, I opened my own architecture office, 
and we celebrated our 40th anniversary last 
year. I have hired and educated more than 20 
women over the years. They called my office “Iwai 
Architectural School.” 
 In Japan, designing and building homes was 
always the world of the carpenter. So it was 
very hard for women to work as architects. I did 
my best in Sendai, my hometown. It has been 
meaningful and important.

山田　規矩子 YAMADA	Kikuko 定年まで行っていた仕事―工場の設計―

Design	of	industrial	buildings 　学生時代、東京から横浜へ、京浜工業地帯の工
場群を眺めながら通学していた。建て混んで、く
すんだ色の工場群を見ながら、卒業したら、そこ
で働くことが喜びとなるような、工場の建物を設
計したいと思っていた。
　1960 年 4 月、大学を卒業して建設会社の建築
設計部に就職をした。1960 年という年は、丁度、
日本の高度経済成長の始まりの年だった。工場の
設計をしたいという希望は、すぐ叶えられた。日
本中で、森や林を切り開き、海岸を埋めたてて、
工業団地が造成された。新しい工業団地の工場の
設計の仕事は、次々とあった。日本の高度経済成
長を下支えしている、という自負を持ちながら仕
事をした、30 数年間ではあった。

I went to my university architecture course via the Keihin Industrial Area by tram-car. I 
looked at the dirty factories and desired to design good industrial buildings.
In 1960, after graduation, I began to work in the architectural design department of 
a construction company. Japanese industry 
had begun to develop. All over Japan industrial 
buildings were needed. I designed many kinds 
of factories, including mechanical, electrical, 
chemical. For more than 30 years, until 
retirement, I continued to design industrial 
buildings. Now I regret to say that I cooperated in 
the destruction of the nature of Japan.

北本　美江子 KITAMOTO	Mieko 都市問題会議で出版した本

Contributing	to	AIU	publications 　経済の高度成長期から次の段階に入った昭和 50
年代半ばに都市問題会議は発足して、私は事務局
を手伝ってきた。学者、役人、ジャーナリストと
幅広く、都市に関心を持つ人が語り合う「サロン」
として続いており、年 10 回の例会の他に地方集会
をするのが慣例で、特に静岡県掛川市では 10 年ご
とに３回の定点観測だった。第１回の掛川集会で
シンポジウムの議論をもとにした『地方の時代へ
の模索』以来、何冊かの本を出版している。私が
関わることができたのはバブル期以降だが、地方
集会でなく各自が原稿を書き下ろした『都市は誰
のものか』には、「都市計画の文化的文脈をたどる
――共同体再考」と題して私も書いている。この
会での出会いは刺激的だった。

I am a member of the Association on Urban Issues (AIU), which was founded in 
1978 when Japanese economic growth entered a new phase.
We scholars, civil servants,  journalists and 
others, meet 10 times per year to discuss 
urban issues in an atmosphere like a salon. 
Another yearly gathering is held in local 
cities, and afterwards, AIU often publishes a 
book on the issues considered. Among several 
books published, I contributed an article titled 
“Following the cultural context of urbanism 
-Reconsideration of community”  in To Whom Do 
Cities Belong? Publications of the Association on Urban 

Issues (AUI)

飯田　とわ IIDA	Towa アトリウムの植栽デザイン

Redesigning	an	atrium	landscape 　新宿パークタワーの 20 周年を機に、アトリウ
ムの植栽リニューアルを行った ｡ 丹下健三設計、
1994 年竣工のこのビルは、縦のラインが強調され
たデザインであった。
　竣工当初植えられていた孟宗竹は日照不足のこ
の環境に合わなかったため、破竹に変更し当初の
イメージを踏襲した。まるで地面から竹が生えてい
るような、地面と一体化し存在感をあまり感じさ
せないようなプランターもデザインした。固いイ
メージのこの空間に , あえて曲線的なデザインを加
えることで、親しみやすいアクセントとした。竹
の足元にはコケを植栽し、シンプルモダンなイメー
ジにまとめた。可動式で、イベント時等にレイア
ウトを変更することも可能である。植栽をバラン
ス良く配置することで、デザイン性を強調、空間
の広がりと大きさを感じさせるデザインとした。

Shinjuku Park Tower is one of the most famous skyscrapers in Shinjuku, built in 
1994 by Kenzo Tange. The design emphasizes the vertical. I recently redesigned 
the atrium landscaping. We replaced the 
existing moso bamboo, because it did not fit 
the environment due to a lack of sunshine. 
To create a similar impression, we planted 
hachiku bamboo. I designed a planter to 
look like it was bamboo growing from the 
ground. I also chose a horizontal curved line 
design to give an accent to this landscape. 
I also added moss as ground cover, which 
helps create a simple, modern image that 
also follows the original.

リニューアルしたアトリウムの植栽
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白井　正子 SHIRAI	Masako 集落の子供達が育つ村祭の環境

An	environment	for	raising	children 　海と湖に囲まれた地域で漁師が暮す生活の
研究から。
　この集落では子供達を主役に日向八朔祭が
行われる。水神を祀る氏神社では、祭の初日
にエビス神を乗せた曳山（山車）を引いて子
供達が交替で太鼓を叩いて集落内を練り歩く。
　最終日には海辺で「泣き相撲」が挙行される。
漁業で体を鍛えた力士達（男衆）が土俵に揃っ
てシコを踏む。力士は一歳前後に育った集落
の幼児を抱いて相撲甚句を唄いながら土俵内
を回る。幼児の泣き較べではなく、土俵の土
を踏んだ力士に抱かれると無病息災で健やか
に成長するという、誕生のお披露目である。
　村祭で人々が次世代の子供が育つ環境をつ
くる。

I conducted research on fishermen 
and found a community festival 
where sumo wrestling is done on 
the beach.
Sumo wrestlers who strengthened 
their bodies by fishing for years 
raised their sons in the air from 
the center of the wrestling ring. 
It is said that this will ensure the 
child’s good health in the future.

草野　智恵子 KUSANO	Chieko 身軽な生活

Resolving	to	live	with	less 　1958 年 4 月卒業後すぐに広瀬鎌二建築技術
研究所に入所。
　ＳＨ－ 22、ＳＨ－ 23、碧水荘、銀一ビル
等を手伝ったり任されたり、仕事が少し分か
りかけた頃、ＳＨ―60 大塚邸の室内デザイン
担当になった。大塚氏は東京芸大出のＧ．デ
ザイナー。奥様は水着のモデルで美しい方。
　衣類がとても少ないので質問すると、各自、
コート 3 枚・ズボン 4 本・セーター 2 枚等と
決め、新しく気に入った物に出会うと「どれ
を捨てようか。」と考えるの。買った物が高価
であってもドンドン使うの。「成程！私もそう
しよう。」50 年経った今、捜し物に多くの時
間を割いている私。
　今年は大塚式整理法で身軽になります。

In 1958, I joined Hirose Kenji Architects. One of my jobs was designing the 
Otsuka residence in 1962. I noticed the Otsukas had so few clothes, and 
asked them why. They explained that they decided on how many items to 
own, and every time they bought 
someth ing  new,  they  threw 
away something old. That way 
the amount of clothing never 
changed. I loved the concept, and 
wanted to adopt it.
However, today, my house is still 
like a lost and found filled with 50 
years of clothing. This year, my 
resolution is to finally adopt the 
simple Otsuka lifestyle.

石川　彌榮子 ISHIKAWA	Yaeko 私の仕事について…振り返ってみると

Looking	back	on	my	work 　大学卒業以来約 50 年、大半を東京都職員と
して、公共住宅の設計、住宅団地の開発計画
等を担当、そのひとつに “シルバーピア” ハウ
ジングがある。“シルバーピア” ハウジングは、
主に 1990 年以降に、バリアフリー居住環境
の提供と、高齢者に安否の確認等を行う生活
援助員による見守りサービスをつけ、住宅団
地のなかに配置し、約 10000 戸を建設され
た。90 歳を過ぎた高齢者達が 20 年間もこの
住宅に住みつづけ、元気に暮らしている。私は、
シルバーピアの居住者約 5000 人の実態調査
を行い、論文にまとめ、「工学博士」を取得した。
現在もこの研究をつづけ、今後、このシステ
ムが高齢者住宅の基本になることを願いつつ、
大学院でハードとソフトの連携の大切さを教
えている。

I worked for the Tokyo Metropolitan Government for 50 years. I devoted 
myself to residential development, design of public housing development 
and program planning in Tokyo. One of these is senior housing that is called 
"Silver Peer."
After 1990, we built up to 10,000 units of elderly housing with systems for 
confirming the health and safety of the residents by life support advisors. I 
conducted a public survey of 5,000 elderly people and earned a Ph.D. with 
the study on the survey results.
Silver Peer is an example of a barrier-free 
housing project for elderly people. I hope this 
system will be a model for senior housing in the 
future. I continue to study it. I am also teaching 
about the importance of physical infrastructure 
in combination with support systems.

上田　壽子 UEDA	Hisako 最近の仕事から

Remodeling	a	century-old	shop 　奈良県吉野地方にあるこの建物は大正年間に
建てられ、約 100 年を経過しています。当初
は醤油を商う店舗件住宅でしたが、今は葛菓子
などを扱っています。昭和 40 年ごろ（1965 年）
土間にあった「へっついさん」（かまど）を撤
去し、ダイニングキッチンを設けましたが、家
族構成から台所も不要になり、内部を全て解体
し元の梁や煙出しを現して、天井から和紙のラ
ンタンを吊り下げました。かまどの復元とも思
いましたが職人さんを手配することが出来ず、
囲炉裏を設置しました。お商売は今ほとんど百
貨店またはネット販売です。喫茶店ではありま
せんがたまに来られる方々にちょっとゆったり
していただく空間です。

There is an arrowroot confectionary store in 
Yoshino-Nara  that was built a century ago. 
I'm currently remodeling it, and although 
it's not a tearoom, it is crowded with people.



14

岸本　裕子 KISHIMOTO	Hiroko 豊かな文化をはぐくむ住まいと住環境をめざして

Planning	good	living	environments 　設計事務所勤務を始めた頃よりその後、夫と共
に独立して以来、仕事のほとんどは一貫して住環
境に関わるものです。狭小住宅、別荘、２世帯住宅、
リノベーション、と内容も時代を反映してきまし
た。
　その傍ら、幾世代にもわたり風雪に耐えてきた
国内外の民家や民家園を訪れる旅行を続けていま
す。見学を通し設計手法はもちろんのこと、地域
固有の歴史や文化、それを取りまく自然や環境を
学び、未来を考えることができると思います。
　近年、これまでの体験を活かし、地域の歴史や
文化財、街並みを紹介する講座の企画やガイド、
また環境問題について子どもたちや地域の方を対
象に次世代へ向けた体験学習型の環境イベント等
の活動を行っています。

My husband and I have an architect office that focuses 
mainly on houses and living environments. Planning 
houses, resort cottages, conjoined homes for nuclear 
families, and renovations all change with the times.
 We visit traditional houses not only in Japan, but also 
in foreign countries. We study the history, culture, 
nature and surrounding environment, so we can think 
about the future.
Recently, we began leading tours of a historical town 
and cultural assets, as well as holding events about the 
environment for children and adults in the area.

150 年目の再生（栃木県下野市）

柳澤　佐和子 YANAGISAWA	Sawako 地域緩和ケアセンタ－（愛知県がんセンター愛知病院）

Community	palliative	care	center 　私は住宅・医療・福祉など生活と深く係る計画
に取組んで来た。特に終末期医療をテーマにがん
と診断された患者の病棟等を手がけた。今回は、
延命治療をしない在宅のがん患者を支える施設を
木造平屋建で本院に増築したケースである。がん
と直面した患者さんの痛みや様々な問題を緩和ケ
アしてくれると考えて、県民の生きる環境を家庭
的な雰囲気で創造しようと地域産のヒノキやスギ
を多用した。施設全体構成は 2 つのウイングから
なり、痛みや心のケアの診療ウイングと、屋外と
開放的に繋がり明るい交流を生み出すデイルーム
ウイングである。ふんだんに使った木のインテリ
アはハープ演奏会でも音色が映え優しい香りと共
に県民の心を癒してくれている。

I’ve been working on design and planning of residential, medical and healthcare facilities for a 
long time, I’ve specialized in designing terminal care environments including cancer wards in 
hospitals. I recently designed a new extension building for home care cancer patients without 
life-prolonging treatment.
This new wooden one-story building was extended to the 
existing main hospital. A lot of local wooden materials were 
used, including cypress and cedar, to create a home-like 
environment. They might help palliative care and solve other 
problems, including pain relief for patients with cancer.
The building is composed of two wings, a multi-purpose day 
room wing and medical examination wing for heart care. 
The multipurpose day room with atrium is used for meeting, 
eating, communication and other living activities. It connects 
to the other wing and surrounding outdoor spaces openly.

ハープ演奏会　
音色が映える木のインテリア
Harp recital in a woody hall

宮本　伸子 MIYAMOTO	Nobuko ものつくり女子を育てる

Women	students	of	monotsukuri 　2001 年から、ものつくり大学に勤めている。私
は事務局側で、教員、職員、学生、その他の関係
者みんなのまとめ役として、よりよい大学運営を
心がけている。ものつくり大学の学生は、様々な
ものづくりの世界で活躍しているが、この写真は
女子学生が制作した伝統工法の鏝絵（こてえ）で、
地元行田市の忍城水攻めを描いた映画「のぼうの
城」のクライマックスシーンである成田長親（な
りたながちか）の水上田楽踊りの一こまを描いた
ものである。

I’m working in the Institute of Technologists, 
and my job is to manage our members such 
as professors, students and office workers, to 
carry out the best activities. One of the students’ 
activities is Japanese Kote-e, a mortar-relief with 
Japanese plaster. This photo shows the climactic 
scene of a battle on water between Oshi castle 
and Toyotomi soldiers in the 16th century. It was 
made by a woman student.

こて絵―水攻めの田楽踊り―石塚沙耶作

須永　俶子 SUNAGA	Yoshiko それは一本の道から始まった

Expanding	my	world	through	riversides 　今私は水辺の活動をしている。きっかけは「水と緑
をつなぐ道」という街づくり提案だった。UIFA との
お付き合いもそこから始まった。この時にははまだ水
辺という意識はそれほど強くはなかった。
　江東区は水辺の街である。縦横に張り巡らされた水
路、隅田川や荒川放水路、湾岸と、多様な水辺があ
る。それを知れば知るほど、そのネットワークのダイ
ナミックさに魅せられてしまったのである。
　治水との戦いの歴史も知ることとなった。流れは元
の川の流れを知っていて、大洪水も起こす。
　文明の発祥も水辺と共にあり、それを知ってもらう
ための講座やツアーも行うようになった。毎年小山市
を訪れるのもそうした意味を込めている。
　一本の短い道が私を水辺に導き、世界を広げた。水
辺の役割、重要性、魅力など多様なテーマが与えられ、
ここまで来ている。水辺をハード、ソフトの両面をよ
り親しめるものにするために活動をしている。

I have been conducting activities related to waterways for almost 20 years. My first 
step was winning a city planning competition for Connecting the Canals and Parks 
in the Fukagawa Area, and becoming a member of UIFA. However, I was not as 
interested in the waterfront areas then as I 
am today.
 Koto-ku, where I live and work, has many 
kinds of waterways, like a canal, a river, 
drainage canals, and the bay. I have become 
more and more interested every time I found 
new information, such as about the history 
of flood control. I have started conducting 
lectures and field trips about these things, 
including a tour to the city of Oyama, 
Tochigi. Riverbanks have really expanded 
my world.

担当者から渡良瀬遊水地の説明を聞く参加者たち
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中島　明子（和洋女子大学） NAKAJIMA	Akiko 私の仕事の過去・現在・未来

The	past,	present	and	future	of	my	work 　私は 40 年間大学に務め、定年を 2 年後に控
え、仕事の片付けと退職後の生活を思い巡ら
している。
　40 年間に蓄積した本や資料の中には、やれ
ずにそのままになっている資料が多い。UIFA
に関連した女性建築家に関する資料も捨てら
れない。住まいとまちの絵本のコレクション
は、どこかに《住まいとまちの絵本・中島文庫》
をつくって、そこの管理人になろう！震災と
女性関係、居住政策に関連した研究は在職中
にまとめたい。それでも残る仕事と資料があ
る。やはり退職してからも研究を続けなけれ
ばならないだろうか。自宅は、心地よいが狭く、
資料を持込むわけにはいかない。
　過去と現在と未来の私の人生の整理をこの
2 年間でやらなければならない。

I have worked at a university for 40 years, and will reach retirement age 
in two years. There are many books and data which I’ ve accumulated in 
40 years. The books about the women 
architects will not be thrown away. The 
collection of the picture-books about 
housing, I would like to set up a cosy 
library and become the librarian there! 
I would like to complete research on 
earthquake disaster and local housing 
policy during these two years. Do I have 
to continue research after retiring? I 
have to take stock of my life in the past,  
present and future in these two years. 住まいの絵本のコレクション

Collection of picture books of housing

安武　敦子 YASUTAKE	Atsuko 今していることや関心事

My	present	activities	and	concerns 　私は今，長崎大学工学部構造工学コースに
所属しています。コースは構造が主流で，そ
のなかで私は建築計画や都市計画を専門とし
ています。
　現在は，長崎市をフィールドに，地域の成
り立ちや変遷の解明をしながら，住民の方と
のワークショップやまち歩き活動，イベント
等を通して景観の再生を探っています。
　また伝統的な家屋の保全に興味を持ってお
り，伝統的家屋の生活や空間の履歴，増築に
よる構造特性を明らかにして，保全方法を提
案したいと考えています。
　その他にも，古写真を利用した都市景観に
関する研究や労働者住宅の史的研究などを
行っています。

I teach in the Structural Engineering Course, Nagasaki University. We 
are developing professionals in the field of structural engineering. I seek 
rehabilitation of communities from the standpoint of landscape through 
joint workshops with residents, and 
other activities based on research on 
community structures and their changes.
I’ m interested in the conservation of 
traditional houses. I study the history 
of life and space in traditional housing, 
and their structural characteristics 
associated with extension works, to 
propose conservation methods in Japan. 
I also study urban landscapes using old 
photographs, history of workers' housing 
design and so on.

（景観ワークショップの風景／ Landscape 
workshop）

正宗　量子 MASAMUNE	Kazuko これからしたい私の仕事

My	professional	goals 　私は、住宅における女性の労働圏の向上を目
指しワークスペースの設計に反映させてきた。
何故なら、それは又時代を映す鏡と考えられる
し、社会の中で女性の生き甲斐の意味を問う事
に通じるからだ。長い封建時代を経、日本は男
女協働参画社会となり、今少子化から脱却の為
住まいの設計の在方が問われている。台所を中
心とする食空間、衣や住の維持管理、育児、教
育、趣味の拡大等を通し私が設計してきた数々
の作品例をベースに日々繰り返し行われる家事
と家政の運営に役立つように纏めたいと思って
いる。又、精神の危機に遭遇している子供にと
り、こどものスペースの大切さを問いたいし、
私の設計技法に影響を受けたライトの設計につ
きジェンダーの視点で探りたいと思っている。
　現在、NPO 法人『有機的建築アーカイヴ』に
属し、フランクロイド・ライトの建築と女性の
生活空間について関心を深めている。と同時に、
スウェ－デンの女性教育家、エレン・ケイが晩
年、なぜ湖畔の畔に「ストランド莊」と呼ぶ自
邸を建て、何故女性の為に解放したのか、その
社会背景や環境に興味をもっている。

I have been focusing on designing better working spaces for women who 
work at home. I believe this has something to do with the meaning of life for 
women, since it mirrors our times. After a long, feudalistic period, we have 
finally realized gender equality and now, the nature of home design itself 
is getting a lot of attention because of Japan’ s low 
birthrate. I would like my designs to enhance the 
management of domestic affairs. Also, I would like 
to emphasize the importance of space for children 
with mental problems. In addition, I would like to 
explore the architecture of Frank Lloyd Wright in 
terms of gender, since he has influenced my design 
techniques.
I am participating in the Archives of Organic 
Architecture, and studying the architecture of Frank 
Lloyd Wright and women’s life spaces. I’m interested 
in why Ellen Key built the Strand Cottage, and 
opened it as a place for women.

ファミリールームは、地域の
コミュニティ－スペースにも
なるように設計
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　だれでもフォトグラファ、どこでも
カフェで、ユイファ・ジャポンが継続
して復興支援に関わっている岩泉町・
小本地区の復興の記録集の第３巻が、
2015 年 3 月末に刊行された。
　2013 年、2014 年に続く 3 巻目であ
り、東日本大震災から 4 年目となる復
興の経過記録の集大成を、3 巻で振り返
ることができる。その 3 では、「第 1 章
ふるさとをつくる」で住宅再建や商店

再開等に取り組む人々へのインタビュー、「第 2 章明日の岩泉
を担う」で中学生等の若い世代が描く新しいふるさとへの意
見、「第 3 章岩泉の産業」で漁業等の産業への後継者育成など
への意見を掲載した。
　「第 4 章岩泉・小本のいま―その 3」では、だれでもフォト
グラファによる写真メッセージ、震災後 4 年目となる生活に
根ざした「いま」の写真、復興を撮る撮影会での写真ととも
に世界からの復興応援のメッセージを掲載し、ふるさとの魅
力の発見、発信の証を記すことができた。
　「第 5 章復興の進捗」により、被災後の 4 年間の復興の歩み
を振り返りつつ、是非とも 3 冊そろえて、フォトグラファの
皆さんが注目した復興の姿を共有して頂けたらと思う。

　「東日本大震災岩泉町復興の記録」は市販していませんので、
UIFA　JAPON 事務局（生活構造研究所内 TEL：+81-3-5275-
7861、FAX:+81-3-5275-7866、E-mail：uifa@liql.co.jp）までお
問合せください。1 冊 1,000 円。第 1 集、第 2 集にも残部多
少あり。

No. 100+101 June 30, 2015

UIFA JAPON 事務局

〒 102-0083　

東京都千代田区麹町 2-5-4

第 2 押田ビル　㈱生活構造研究所内

Phone: 03-5275-7861 Fax: 03-5275-7866

E-mail: uifa@LIQL.CO.JP

URL: http://uifa-japon.com 

発行　2015 年 6 月 30 日

■編集後記
すっかりご無沙汰してしまいました。会議はもちろんなんですが、
皆でいただく美味しいご飯が恋しいです ( 飯田 ) ／こどもらが「木
の柵はいいね」と通り過ぎていきます、と楽しげに語る施主と共に
竣工を祝う（井出）／ 5 月の台風と蚊の来襲、もう夏ですね（薄井）
／ 2015 年も半年経過。夏間近、娑羅とヤマボウシが花盛り（神村）
／ Congratulations to UIFA and UIFA Japon in this landmark 
year!（Karen) ／江東区の水辺、魅力をもっと知ってもらいたい（須
永）／團さんの台湾建築ツアー企画しませんか。（中野）／ 100+101 
号は血と汗の結晶！（宮本）／言葉は難しい。同じ言語も通じ合え
ないことがある。異なった言語も通じ合えることがある。Ｊ＋Ｅ併
記協働ご苦労様でした（渡邉）

■役員会報告
2014年度第 6回 1月 30日　第61回海外交流会報告　大島「どこでも
カフェ1月」報告　法末初釜報告　バージニア世界大会案内　UIFA寄
付金募集　NL100+101号で 100号記念として会員から原稿募るNL99号
12月末発刊
2014年度第7回 3月 27日　第62回海外交流会準備　HP更新提案　「岩
泉だれでもフォトグラファー」報告　「国連防災世界会議仙台展示・こ
の指とまれ」報告　バージニア世界大会準備　総会記念講演準備　来
年度予算・資料準備　名簿とメールアドレスについて　NL100+101号編
集報告
2015年度第 1回 5月 11日　総会・記念講演会準備　第63回海外交流
会準備　「郡山どこでもカフェ」報告　囲碁のまち大船渡による署名請
願　「岩泉町復興の記録3」発刊　バージニア世界大会準備　NL100+101
号編集報告・発行部数確認

会員の本　東日本大震災岩泉町復興の記録その 3
「明日の岩泉へ」紹介	 宮本　伸子
The	3rd	Chronicle	of	Iwaizumi-Omoto	Restoration	After	the	Tohoku	
Earthquake	 MIYAMOTO	Nobuko

　10 年前の第２回大会「兵庫行動枠組」を受けての世界の防
災戦略を話し合う、国連防災世界会議が 3/14 ～ 18 日、仙台
にて開かれた。国連、国際 NGO、学術研究機関、自治体等 5,000
名をメインに、370 件にも及ぶ一般市民向け講座、7 会場での

防災展示、防災体験広場など、防災の知に触れられる、国内外
4 万の方が参加の国際色豊かな大イベントが開催された。UIFA
でも、東日本大震災支援活動の写真パネルを、諸外国の防災活
動ポスターと共に展示した。この機会を活用し ‘この指とまれ
in 仙台’ と題し、15,16 の両日、東京から 5 名の会員と私を含
めた地元女性建築士４名計 9 名が参加。初日は女性達の被災
地活動「女性と防災」のシンポジウムや、世界の防災展、東北
防災・復興パビリオンなどある産業会館アエルから始まり、展
示館のエレクトロンホール宮城、市民会館、メディアテーク、
エルパーク仙台等、イベント会場にもなっている仙台市内中央
通りや一番町通りを、行き来しヘトヘト。翌朝 9 時から宮城
県南の被災地視察。先日開通した常磐自動車道で、かつて建築
相談を行った福島県新地町を皮切りに、宮城県南の山元、山下、
亘理、岩沼の各町村（時間切れで行けず残念だった閖上町を除
き）復興真っ只中の現状を見て回った。相変わらず見渡す限り
何も無くなった津波被災原野。嵩上げと移転地整備工事のダン
プが盛んに行交う中、点在する RC 造公営住宅や、集団移転地
の戸建てや長屋式公営住宅と、ピカピカの自力再建住宅が整然
と立ち並ぶ、高台や新土地区画整理の町等を、複雑な思いで、
足早に見学するツアーをした。この度、様々な世界の災害と対
応策等見聞きしたが、規模、災害の根深さは、原発事故の伴っ
た東日本大震災に比するものはないなと実感した。

被災地通信（11）　防災会議フォーラム&被災地ツアー
この指とまれ地方版 in 仙台　	 岩井　紘子
Report	from	the	Disaster	Area(11)　Disaster	protection	Conference	
WCRR2015	and	Stricken	Area	Tour	 IWAI	Hiroko

UIFA 展示ポスターの前で

岩沼玉浦西地区 JIA 作展示場の前で

URL :http://uifa-japon.com 


