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■主な内容

・
「魅惑の北欧」アール・ヌーヴォー ―デンマークの装飾磁器―
・新役員・新理事紹介
・復興住宅提案集と相談カフェ
「住まいづくり相談カフェ」開催の経緯
住まいづくり相談カフェ ―熊本地震 2016,04,16 から―
『 ユイファ・ジャポン復興ハウス－提案集』の作成にあたって
・会員おすすめの本
11 の子どもの家 ―象の保育園・幼稚園・こども園―象設計集団編
・被災地通信（21）7 年半以上も経ちました

デンマークの装飾磁器について話される塩川氏
Prof. Shiokawa lectures about Scandinavian Porcelain

「魅惑の北欧」アール・ヌーヴォー −デンマークの装飾磁器−
UIFA 69th Intercultural Lecture: Scandinavian Art Nouveau Porcelain

The lecturer was Professor Hiroyoshi SHIOKAWA
of Department of Architecture and Architectural
Engineering, College of Industrial Technology, Nihon
University Prof. Shiokawa is a well-known collector of
Scandinavian Art Nouveau Porcelain
The lecture was on the historical trends of architectural
and art movements in Europe, and their inﬂuence upon
decorative porcelain in the late 1900s. Following the
1851 World Expo in London, then Paris and NY, Royal
Copenhagen presented their new collection, Blue Fluted,
at the 1888 Nordic Expo in Copenhagen. The company
won the Grand Prix twice at the Paris Expo in 1889
and 1890 for their new techniques of glazing. Royal
Copenhagen then prospered greatly under the newly
appointed Art Director, Arnold Krog, Danish architect.
Another porcelain company, Bing & Grøndahl, appointed
Pietro Krohn as their Art Director, who introduced
sculptural porcelain works. My knowledge has been
expanded regarding Scandinavian porcelain art and the
inﬂuence of Japonism in such works, together with the
high porcelain techniques
developed at that time.
The UIFA lecture was
attended by also many
students of Nihon University.

11 月 10 日、日本大学理工学部の
タワー・スコラという新築の教室で、
海外交流の会が開催された。講師は
同大学生産工学部建築工学科の教授
である塩川博義氏。先生は、北欧の
装飾磁器のコレクターでもある。
講演は、建築や芸術活動の流れと
そ
の中における装飾磁器のお話し
講師：塩川博義氏
Prof. SHIOKAWA Hiroyoshi だった。1851 年よりロンドン、
ニュー
（写真 : 宮本伸子）
ヨーク、パリと万国博覧会が開催さ
れ、1888 年にコペンハーゲン北欧博覧会において、ロイ
ヤル・コペンハーゲン社がブルーフルーテッドの新しい
デザインを発表し、1880 年代後半には釉下彩と結晶釉を
開発し、1889 年および 1900 年のパリ万国博覧会でグラ
ンプリに輝いた。
さらにこの頃、建築家のアーノルドクロー氏がロイヤ
ル・コペンハーゲンのアートディレクターに就任し、記
念プレートの制作、ユニカという作家物のシリーズが作
られ始める。
一方ビング＆グレンダール社も 1885 年ピエトロ・ク
ローン氏を芸術主任として招聘し、彫塑的な作品を生み
出した。
ロイヤル・コペンハーゲン、ビング＆グレンダールと
いえば日本ではイヤープレートや高級磁器としておなじ
みだが、その歴史や成り立ちまではあまり知らなかった
ので、歴史を紐解く中でジャポニズムの影響があったこ
と、アールヌーヴォー様式を取り入れた優れた作品があっ
たこと、など、改めて当時の技術の高さに驚いた。
今回の講演会には、日本大学建築学科の学芸員の勉強
をしている学生達も多数参加した。私も UIFA JAPON に
加入してから初参加の講演会であったので、新鮮な気持
ちでの受講となった。
th
On November 10, 2018, UIFA’s 69 Intercultural
Lecture was held at Tower Schola, Nihon University.

上條 千恵子
KAMIJYO Chieko

ロイヤルコペンハーゲン社
記念プレート 1888
Royal Copenhagen Commemorative
Plate 1888
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ビング＆グレンダール社
鷺のセンターピース
Centerpiece Decorated with Herons by
Bing & Grondahl
（写真 : 塩川博義氏提供）

新役員・新理事紹介
最近の私の仕事
My Recent Designs

上田 壽子
UEDA Hisako

これからの暮らし（母の暮らしに加わって）柏原 雪子
Thoughts on Living Long at Home KASHIWABARA Yukiko

昨年のクリスマスからお正月にかけて 2 週間ほど
母と二人で暮らした。私も夫や息子の世話から解放さ
れて久しぶりに母との時間を楽しんだ。料理上手な母
がかつてやっていたように、昆布とカツオで出汁をと
り季節の食材を丁寧に料理し、お酒もお気に入りのグ
ラスに注ぎ、積もる話に花を咲かせた。
母は『死ぬまでずっとこの部屋で暮らすの。ここが
一番良いの。病院にも施設にも行きたくないの。』と
私が設計した部屋を好んでくれた。部屋からデッキに
出てスロープから庭に下りてブランコに乗れば気分は
最高！とまるで少女のようだった。
しかし、その母が自ら病院に行くと言った。癌の痛
みに耐えきれず、温泉病院緩和ケア病棟に入院した。
看護師さんは皆優しい。寝たままお風呂に入れてくれ
て、シャンプーもしてくれると風呂好きな母は満足気
だ。痛みが取れると顔色も良くなり途端に元気になる。
家でこのサービスが受けられないものだろうか？
できるだけ長く自分の家で暮らすにはどうしたらい
いのだろう。人生 100 年と言われる時代のこれから
の暮らしをいかに快適に楽しいものにするかが私のこ
れからの課題である。

ここ一年あまり老人ホームの設計監理で忙しい日々
を送った。ひょんなことから依頼を受け、東大阪市で
看護多機能住宅型老人ホームを設計した。特養のよう
に人里離れたところに・・・ではなく住宅地にある個
室のホームである。福祉の世界は日々進化しており建
築基準法はいつも後追いだ。建基法上は児童福祉施設
等である。
今回は間口 10m 奥行 100m というとても細長い敷
地で、29 室をその中に入れ、建物は鉄骨造 3 階建て。
福祉施設ということでもちろん耐火建築物にしないと
いけない。界壁もいる。建物巾は 5.9m 長さ 51m の
中で廊下の占める割合が大きい。両側手すりの内々
1.8m 確保・・・と言うことは壁芯々が 2.1m、室の
長さが 3.8 ｍという狭さだ。もちろん鉄骨柱型は外側。
１階の採光面積は計算ギリギリで配置寸法もミリ単位
で動かした。基準以上の室面積確保（芯々ではなく仕
上げ寸法）しようと３回以上図面を書き直す始末であ
る。やっと完成したものの難題が残る。
この東大阪のあたりは S40 年代終わりごろから狭
い建売が立ち並んだ。聞くところによると狭い家では
介護もしにくい、ここに一つ余計に部屋がある。とい
う考えの元、住宅型老人ホームが勧められているそう
だ。デザイン二の次、建基法優先、予算優先だった！
ナイショの話・・・2 度とはやりたくない敷地と予
算である。

I stayed with my mother at her home over the
Christmas and New Year’s holidays a year ago, and
we enjoyed our time together.
She shared her wishes about wanting to live in her
house till the end of her life. She loved her home,
which I designed. She enjoyed walking out to her
garden through her bedroom deck and down the slope
to sit on the swing. However, she eventually chose to
move to a hospital with hot springs facilities for relief
from cancer pain. At the hospital, with palliative care
she is able to take a bath while prostrate and to receive
kind assistance from nurses at any time. She looks
better each time she bathes in a hot spring, which used
to be her favorite activity. I wonder if there is a way to
receive such care at home?
I wish to be able to continue living at home in
this era of longevity until I’m 100 years old. I am
pursuing this topic further.

Recently, I have begun designing care homes for
the elderly. Unlike traditional care homes typically
located in remote places far from large cities, the
project was located in the middle of a residential
area in a big city, providing individual rooms for the
elderly.
The construction involved limited space to
accommodate 29 private rooms in a three-story
building, with requirements such as sound-proofing
and daylight management, and handrails for hallways
to meet with regulations as well as the needs of
residents.
This area had been developed in the 1970s to
accommodate many small-size individual houses.
Now aging residents are faced with inconveniences
associated with small houses. The project was
intended to provide addit ional rooms in the
neighborhood. In reality, the priority of the project
was guided by the budget, rather than the original
intent of building homes for the elderly.

長い廊下・・リハビリ廊下
Thehallwayofthemultifunctionalcare
homeatHigashi-Osaka

国道からの全景
Panoramicviewfromnationalroad

庭のブランコに座る母（写真:柏原雪子）
Mothersittingonaswinginhergarden
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Introduction of New Officers and Director.
2018 年、アメリカの中間選挙と女性
上野 真城子
Mid-term Elections and Female Leadership in the
United States in 2018
UENO Makiko

自己紹介 事業理事
Introducing Myself

吉野（光田）泰子
YOSHINO (MITSUDA) Yasuko

2016 年 3 月芹澤隆子氏（日大理工 5 号館）、同 6 月斎
藤公男氏（1 号館）
、2017 年 7 月妹島和世氏（8 号館）、
そして 2018 年 11 月、塩川博義氏（日大理工タワー・ス
コラ）と母校の歴史をも垣間見る思いで、竣工直後の学
び舎に次世代を担う学生諸氏が 1/3 を占めたことは感動
的であった。1999 年海外交流の会では私自身が講演して
いる。課程博士第 1 号、日大建築系女性教授第 1 号と、
当時は何をするにもパイオニア。就職先は東北郡山の日
大工学部。助手・専任講師時代に結婚・出産・男女別姓
問題に直面、M 字カーブの谷間で離職したものの 5 年後
暫定復帰。通算 38 年間教育研究環境に身を置き本年 3
月定年退職を迎えた。現在、非常勤として、短大、大学
院、専門学校にて教鞭をとりながら、学会活動、国際会
議での発表の傍らボランティア活動にも身を投じるよう
になった。
1995 年以降、科研費助成により、中国西安建築科技大
学と日中共同研究を推進し、2005 年中国重科杯一等賞、
国連 World Habitat Award 2006 共同受賞。2010 年 ザ・
ライオンズたまプラーザ美しが丘 ( グッドデザイン賞）環
境 simulation 担当、日本建築学会理事 , 東京都公害審査
会、日中韓女性科学技術者リーダー会議日本代表等を歴
任。2017、船橋市市制施行 80 周年記念特別功労賞受賞。
デジタルメディア時代を生きる 2 歳の孫娘が遭遇するで
あろう地球環境問題を懸念しながら、地域貢献を視野に
入れ、住環境教育・国際交流に身を投じ、人生 100 年時
代をスマートに生き抜きたい。
Where there’s a will, there’s a way これが、私の生き
る道。

私は日本の大学を定年退職し、
「終の棲家？」を逗子に
定めたが、米国市民権を持つものとして、11 月に行われ
た中間選挙には強い関心を持った。トランプ政権の誕生
はアメリカ社会を分断化し右傾化させ、アメリカの最も
枢軸をなす、デモクラシーの理念が崩されようとしてい
るのを危惧し、トランプをいかに阻止できるか考えざる
を得ない。選挙前に、第 2 の故郷であるワシントン DC
に様子を見に出かけた。
丁度 10 月、フォード博士（Dr. Ford）のセクシャルハ
ラスメントの証言が論議を醸していた。米国社会は、人
種差別、女性差別、白人優位の価値観を持っている。デ
モクラシーの理念をもって容易に変えられものではない。
特に、トランプ大統領がトップに立ち、様々な差別的思
考は、臆面なく復活してきた。気がかりは、政権成立以降、
支持する若者が、Ｔシャツと帽子をそろえてワシントン
を闊歩するようになってきたことだ。
この中間選挙の結果、下院は女性議員が 117 名、5 人
に 1 人が女性議員となる。黒人、アメリカン・インディ
アン、モスレム、同性愛者など多彩な女性が入った。尊
敬する元住宅都市開発庁長官 77 才の Donna Shalala も初
当選した。トランプの女性蔑視への反感と、郊外の主婦
層と若者が投票したことが要因と思われる。100 名をこ
える当選女性議員の顔写真一覧は感動的だ。女性が政治
に関わり政策を変えることが不可欠である。極右と独裁
化の進む社会（世界）において、あらゆる場で、ひとび
とと語り、良き政策を開拓し、憲法を守って、デモクラシー
の危機を乗り越えていくのはアメリカの女性たちである
と思う。

I organized the recent UIFA Intercultural Lecture by
Mr. Hiroyoshi SHIOKAWA in November at Schola Tower,
Nihon University. As a graduate, I was pleased to see the
campus development with the new tower building, and
to learn that more than one-third of the audience were
current students.
I have been a pioneer through my career since becoming
the first woman to receive a Ph.D. in Architecture and
the ﬁrst female professor in the architecture field at
Nihon University. While engaging in a full-time lecturer
position at the university, I got married and had a child.
I have been active in international and public projects
in Japan, including some award-winning projects. I
served as one of the board directors of Architectural
Institute of Japan.
I look forward to
continuing my
international,
voluntary and
c o m m u n i t y
activities in my
field, promot ing
better living
environments that
are mindful of the
チベットの象徴ポタラ宮で出会った民族衣装の女性た
global environment ち。－地球は、ひとつ－（中央左が筆者）
problems.
AsnapshotinfrontofthePotalaPalaceinTibet

While I live in Zushi after my retirement from a
Japanese university, in October I visited Washington
DC, my second hometown. I was interested in the
U.S. Midterm Elections in November because of my
U.S. citizenship. I fear the Trump regime may destroy
America's most crucial principle, democracy.
Historically, the country has been facing discrimination
concerns over race, gender, and white dominance. It is
not easy to stop discrimination with philosophy alone.
Unfortunately, the leadership by Mr. Trump has revived
various discriminatory thoughts.
In the midterms, 117 female legislators were elected
to the House of Representatives, which is one woman
out of five legislators, and these women have diverse
backgrounds. One such is Donna Shalala, Secretary, Dept.
of HUD. I believe that
American women will
develop better policies,
protect the constitu
tion and overcome the
crisis of democracy
by speaking out and
confronting certain
Newseumから議事堂をみる
situations.
TheCapitolHillfromNewseum
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復興住宅提案集と相談カフェ
住まいづくり相談カフェ－熊本地震 2016.04.16 から 井出 幸子
Housing Consultation Cafés After the Kumamoto
Earthquake
IDE Sachiko

「住まいづくり相談カフェ」開催の経緯
稲垣 弘子
Background of Housing Consultation Cafés

INAGAKI Hiroko
2016 年 4 月発災の熊本地震被災地支援のため、UIFA
JAPON 会員に寄付を募り、9 月、益城町に隣接する御船
町藤木正幸町長を訪ね、お見舞金を贈呈し面談した。そ
の時、「仮設住宅団地の中に復興住宅モデルハウスを建設
予定だが、若者向きが多く、高齢者向けの小規模な復興
住宅のプランを提案頂けると高齢被災者も住宅再建に前
向きになれるのでないか。
」とのお話を頂いた。
建築の専門家集団である利点を活かし、復興ハウスプ
ラン集を作成することにした。会員全員に 20 坪規模の
高齢者向け住宅の提案を呼び掛けた。
「ユイファ・ジャポ
ン復興ハウス－高齢期のコンパクトな住宅の提案集」と
してまとめ、12 月には御船町役場に贈り、更に小規模の
12 坪案へと発展した。
東日本大震災被災地の福島県新地町で住宅相談会を
行った経験から、復興ハウスのプランや建築時の注意点
を住宅再建希望者に直接伝えられたらと考え、
「住まいづ
くり相談会」を開催した。御船町役場や地域支え合いセ
ンターがチラシの配布等を、熊本建築士会女性部会が他
分野の専門家を紹介するなど協力してくれた。2016 年台
風 10 号で被災した岩手県岩泉町でも開催し、「相談会」
での住民の意向から更に、世帯向け 40 坪案を作成した。

・相談カフェ

被災後激変した生活の中にいる人たちに、お抹茶などを提供
しながら、被災とその後について傾聴し、職能を活かせる事な
ら、なんでも相談に乗る「よろず住まいづくり相談」をしてみ
ようと考えた。会員提案の「UIFA JAPON の復興ハウス提案集
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ」と「住まいづくりの勘所—紙芝居版—」での
語りを携えて。

・車座型から個別型相談カフェへ

2017 年 3 月、御船町で、熊本建築士会女性部会、町役場の
方らと、仮設住宅の「みんなの家」で「相談カフェ」を開催。
避難場所から仮設住宅に入居したばかりで、ひところの再建へ
の希望・意欲も変質し始めた住民と、
「はてさてどうしたものか」
と、茶菓をいただきながら、車座で、不安や、助言を語りかけ
合った。
発災 1 年すぎる頃、被災地では、再建へ背中を押す情報が
具体化していった。そして現地から「高齢者でも再建可能な
12 坪程度の住まいの提案を」という情報を得た。2017 年 12
月に、「高齢期のコンパクトな住宅提案集Ⅱ」を携え、地盤専
門家・弁護士・行政など、
異業種専門家らと個別の「相談カフェ」
を開催。この時期、2 年の仮設住宅居住期限を前に、被災住宅
の解体がほぼ終わり、被災者に次のステップに踏み出す覚悟が
見えてきていた。

・再び車座へ

2018 年 11 月、西原村で「相談カフェ」を開催。仮設住宅の
住民の７割近くは再建等で仮設住宅を出、今の居住者は、公営
住宅への入居待ちや、再建の施工業者待ちの方だった。来春、
住民らの新しい近隣関係を保ちながら、仮設住宅の一部が恒久
的な公営住宅に改装される。茶菓をいただきながら、
車座で、
様々
な話を伺い、紙芝居「住まいづくりの勘所」を皆で聞き入った。

As part of our support activities for Kumamoto following
the earthquakes there in April 2016, we asked members of
UIFA Japon to donate funds. Then we visited Mifune Town
in September to distribute the donations and met with
Mayor Masayuki Fujiki.
At that time, the mayor said, "Although we are planning
to build a model house in the temporary housing complex
to show a reconstructed home, they are more suitable for
young people. If we can propose a small housing plan for
older victims, they will be encouraged about the rebuilding."
Utilizing groups of architects, we asked members for
proposals for senior housing of about 65 m2. We collected
them together and called them the "UIFA Japon Housing
Regeneration Proposals: Compact Homes for Seniors", and
also developed a smaller 40m2 plan.
We decided to hold a Housing Consultation Café in Mifune,
based on our experience conducting housing consultations
in Shinchi Town, Fukushima after the earthquakes. We
had cooperation from the town oﬃce and a Kumamoto
female architect group. We also held a consultation at
Iwaizumi Town, Iwate
Prefecture, which was
damaged by a typhoon
in 2016, and by talking
directly with the
victims, we planned
130m 2 housing for
house holds.
2018 年 12 月益城町における「住まいづくり相談会」
December 2018 "Housing consultation meeting" in Mashiki Town

・地元建築士会への水平展開

UIFA JAPON 復興住宅提案集を編纂し、現地で相談カフェを
開催してきた。しかし、
遠隔地からの支援は「点」でしかない。
これらのささやかな点が、地元建築士会や、関連業種など、日
常的なサポートをしている方々の「支援ツール」となっていっ
て欲しいと考えている。
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・Consultation cafés
At the consultation café, we listen to the stories of the victims
who are going through drastic changes, while offering them
matcha and sweets. We thought that we would like to do
everything we can using our skills.
Our tools include the "UIFA Japon Housing Regeneration
Proposals (I, II, III, IV)" and Kamishibai storytelling version
about the Crucial Points for Planning and Constructing a House.
・From round-table to individual consultations
In March 2017, less than a year after the Kumamoto disaster,
a consultation cafe event was held with local architects. Just
moving into temporary housing from the evacuation site, victim’
s hopes and motivations for reconstruction began to change to
"What do I do now?" while sitting in a circle talking over a cup
of tea and sweets, we discussed their fears. In December 2017,
18 months after the disaster, we held individual consultations
with experts from diﬀerent ﬁelds. It was the time when the
victims were ready to move forward.
・Back to the round table
In November 2018, 2.5 years after the disaster, in another
round table, nearly 70% of the temporary house residents left.
The remaining residents are waiting for public housing and
constructors. In spring 2019, some of the temporary housing
will be renovated into permanent public housing, to maintain
the new neighborhood relationship.
・Horizontal expansion to local architect’ s association
Supporting from a remote area is quite limited. We hope those
people who give daily support is using these “support tools”

UIFA Japan Housing Regeneration Proposals and Housing Consultation Cafés
『ユイファ・ジャポン復興ハウス－提案集』の作成にあたって
Uifa Japon Housing Regeneration Proposals
「ユイファ・ジャポン復興ハウス－提案集」の作成にあたっ
て提案集は、20 坪案の Part Ⅰ（＝高齢者向けの小規模な復
興住宅）から始まり、40 坪案の Part Ⅳ改訂版までである。
会員にプラン提案を呼び掛け、毎回、10 案強が提案された。
熊本の被災地から「高齢者でも再建可能な小さな住まい」
を求められ、Part Ⅱ‐12 坪案を作った。高齢期に向けて、
寝室からトイレにアクセスしやすく、バリアーフリーでコ
ンパクトなプランである。更に、この 12 坪案を発展させ、
3 人家族に対応する 16 坪プランを加えたのが、Part Ⅲだ（13
案）
。
Part Ⅳ改訂版では、世帯向けに 40 坪 2 階建てとした。4
～ 5 人家族（夫婦 + 子供、高齢の親）を想定し、家庭菜園用に、
土間・食品庫なども設けた（11 案）。
・岩手県岩泉町の個別住宅相談で（2018 年 9 月）
川べりの家は増水で全壊だ。
・一人暮らしの女性（60 才 / 農業）
農作業ができる土間のある 20 坪平屋建てを希望。世帯向
け Part Ⅳ -401（右図下段□）の 1 階を紹介。階段を無くし、
リビングの幅を縮めれば、要望に近くなる。
・男性（54 才 / 会社員）
3 人家族（夫婦と夫の母 /83 才）。2 寝室の小さな平屋を
希望。高齢家族向け Part Ⅲ -16 坪案の 208（右図上段□）
を紹介。母室がトイレと直結しているプランだ。
Part Ⅳは世帯向けプランだが 1 人暮らしに、Part Ⅲ -16
坪案は高齢家族向けプランだが中高年家族に役立った。
被災者の住環境条件は、災害の内容・敷地・家族構成な
ど様々である。相談員は、被災者の方の状況や依頼に近い
プランをこの提案集から選び、依頼条件に合わせて変化さ
せて使って頂けることを望む。住宅再建の最初の 1 歩とし
て活用されれば幸いである。

加部 千賀子
KABE Chikako

↑ Part Ⅲ－ No.208

UIFA’s collected proposals start with Part I, which provides
a housing plan of 65 m2 for older victims, and goes to Part IV,
which provides a plan for 130 m2. Calling for proposal of plans
to members, each time 10 proposals were proposed.
・Part II: 40 m2 plan. This was created at the site in response
to a request that "Seniors can rebuild it." The compact plan has
barrier-free access from the bedroom to the toilet.
・Part III: Based on the 40 m2 plan, we developed 13 ideas for
a 50 m2 plan for a family of three.
・Part IV (revised version): 130 m2 plan. Provides 11 ideas for
4 to 5 family members living with an elderly parent, including
a dirt ﬂoor and food storage for a home garden.
・Housing consultation at Iwaizumi-cho in September 2018
Their houses were completely destroyed by rising river waters.
• Woman living alone (60 years old/agriculture)
Her request was for a 65 m2 single-story house with a dirt
ﬂoor for farm work. Introduced the ﬁrst ﬂoor plan of Part IV401 (right ﬁgure Lower stage□). It is best to lose the stairs
and make the living room smaller.
• Male (54 years old/company employee)
Three family members and his elderly mother. His request
was for a small, single-story house with 2 private rooms.
Introduced 208 (right ﬁgure upper stage□) of Part III (50 m2)
because the mother’s room would be directly connected to the
toilet.
We hope that the counselor will select a plan close to the
needs of the victims from this proposal collection, change it
according to the requested conditions, and utilize it as the ﬁrst
step in regenerating housing.

相談風景
Consultation Scene in Iwaizumi Town
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■ 会員のおすすめの本

人々に見てほしかった。実際、内に秘めたさまざまな
問題も多々あろうが、兎にも角にも以前の町からは想
像もし得ない ‘おらが街’ に生まれ変わっていた。
「1000 年に 1 度をわが事に、震災を共に生きる」と
題した、記憶の風化を防ぎ災害への備えの大切さを訴
えるシンポジウムでも、「災害が起きたらとにかく逃げ
て！命あってのもの」と訴えていた。震災直後、瓦礫
の中から回収した写真など ‘おもいで品返却事業’ とい
うボランティア事業があった。予算や作業人員確保難
でこの返却事業も終了しかけたが、自宅再建も成し遂
げ思い出の品を探す心の余裕が出てきた方も現れ、被
災者支援催事が少なくなっている中、思い出品閲覧が
新たな交流の場として再開しつつある。また、あの苦
難を糧に奮起した大人や、新たな夢や憧れ、勇気の種
を希望に変えた子どもたちを取り上げ紹介する機会も
多くなってきている。
UIFA の岩泉や熊本の被災地支援も、建築という専門
性を活かしたカフェを楽しみながら、住宅再建相談に
乗るべく行っている。この災害復興支援活動としての
傾聴・助言は、不安要素いっぱいの被災者にとって、
どんなに心強く安堵材料になっていることだろう。的
を得た専門知識を活かしたボランティア活動であると
思う。複雑怪奇で混沌とする現代社会、何を是とすべ
きか皆目不透明だが、天災人災も最小限に食い止めた
いと願う昨今である。

11 の子どもの家―象の保育園・幼稚園・こども園―
象設計集団編
渡邉 喜代美
11 Homes for Children, with Nursery School and
Kindergarten by Atelier Zo
WATANABE Kiyomi
この本は手元にあって楽しい。“人生のなかでも特
別な時間を過ごす子どもたち” の暮らしの場は、育ち
の家。地域のつながり、
親も出会い、
安心快適もあれ！
の場でもある。働く人も自らのびのび育ちたい。先進
的あるいは普遍的と言われている施設、福祉先進国北
欧の施設、プロといわれる人の話、時に見習い体験、
その先に「施設」でない「家」をつくる。この多層的
プロセスは手間暇を惜しまない。実に共感する。大人
たちへ、あるいは他分野の専門家たちへ、素敵なメッ
セージにあふれた本である。
富田玲子さんにお願いして、いくつか訪問もした。
共通に流れているのは気持ちよい風を記憶する。ま
た葛 飾 区「 う ら ら 保 育 園 」
は縁あって渡邉も参加する
NPO ア！安全・快適街づく
り活動一環で地域や親、保
母さんたちが集まってワー
クショップなどもする。エ
ントランスの広場は、内で
もなく外でもなく優に 100
人は入って真剣な、穏やかな
時間を共有する。
いいですよ！

左：被災前の旧商店街
右：被災後のモダンモニュメント的広場と
化した新しい町

評論社 2,400 円

被災地通信（21）Report from the Disaster Area (21)
7 年半以上も経ちました
7.5 Years After the Earthquake

岩井 紘子
IWAI Hiroko

去る 9 月 1 ～ 2 日、岩泉豪雨被災復興支援ツアーに
出掛けた折、陸前高田、釜石鵜住町等駆け足で視察。
嵩上げされた土地に今風の垢抜けた新しい街並みがで
きていた。こんな街になるとは！亡くなられた被災の
■編集後記
特に東京へ職人・資材が流れているのだと、津々浦々の
工事現場が呻いている（井出）／ワールドニュースを日々
拝見！世界の平和はどうなる！貧富の差も広がるばか
り！災害後の格差も心配です。UIFA の穏やかな活動が不
思議に思える日々（渡邉）／平成最後の新年、不自由な
生活を送る人が少ない、明るい良い年となりますように。
（御舩）／今年も完成した法末のオリジナルカレンダーに、
ほっと一息（宮本）／お正月にまた熊本に地震。いつま
たどこに来るのか。きちんと準備せねば。
（牛山）／今号
編集担当しましたが、仕事に追われ発行が遅くなりまし
た。大変申し訳ありません。（薄井）

■役員会報告
2018 年度第 3 回 9 月 14 日 第 69 回・70 回海外交流の
会計画準備 両国横網町公園防災カフェ報告 岩泉町・だ
れフォトニュース 岩泉住宅・御船町相談会報告 岩泉町
生活橋寄付について UIFA 復興ハウスプラン集編集報告
パンフレット更新準備 25 周年記録誌印刷部数検討
2018 年度第 4 回 11 月 14 日 第 69 回海外交流の会報告
第 70 回海外交流の会検討 被災地復興支援の今後検討・
展望する会報告 25 周年記念誌発刊販売開始 熊本住宅
相談カフェ準備 法末初釜準備 北海道地震寄付報告
■英文監修を Karen Severns にしていただきました。
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