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■第 12回U:FA日

本大会の開催 に当たつて
1996年H月
UIFA」APON会 長 中 原 暢 子

UIFA JAPON(国 際女性建築家会議 日 本支部)と は何だろう?
い うのはフランスの ソランジュ ・ド・ラ ・トゥール さ
UIFAと

状態を見て も、まず女性で建築専門教育を受けている人が大変増加
してお ります。仕事の問題に して も、発足当時 とは、問題にな らな
い程状況は変化 して、 「
今更女性で もないのではないか」と言われ
ているの も事実なのです。 しか しそれで もUIFAに

協力 したいと

ん という女性建築家が、女性の建築家は、男性 の建築家 に比 して、

思 い、かつ 日本で国際会議を 2年 後 には開 きたいとい うのには、そ

仕事の面で も、身分的にも恵まれて いない。それには個人的に運動

れだけの理 由があるのです。

して も大 した力にはなり得ないか ら、何 とか世界的に女性建築家又

国際交流は、UIFA JAPONの 基本的課題です。世界中の人に、ま

はそれに近い領域の仕事を している女性達に呼びかけて、 「
組織を

ず 日本 と日本人を知 って もらいたいのです。それには我 々が出掛け

つ くってよ り強 い力を発揮 し、少な くとも男性 と同 じように、また

て行 くだけではな く、 日本に来て いただいて、実際に日で見、肌で

はそれ以上に女性が活躍で きるように したい」とい うことで、1963

感 じていただきたいのです。国際会議を準備するための時間 も人手

年に発足 した会です。バ ックが何 もあるわけで もな く、資金源 も運
用面 も彼女の力量で、組織 され運用 されて きて とい って も過言では

も少な く資金 も乏 しい UIFA」APONで すが、それで も日本で開催す
る価値 は充分 にあると思 って お ります。 1つ には今回のテ ーマ、

ない非常に小さく創立 された会なのです。
日本にも1963年の第一回総会の時か ら、その主旨の呼びかけがあ

「
環境共生 時代の人、建築、都市 ‑21世 紀における調和的関係の構
築をめざ して 一」にあ ります。大会のテーマは非常 に大 きくどこの

りま した。個人的に呼びかけた会 としては、彼女の情熱が反映され

国で も問題になっていることだ と思います。 日本において も21世紀

る大変盛大な発会式がパ リで行われました。 日本か らは草野智恵子
さん と私 の 2名 、現地でパ リに留学中であった林の り子 さん も参加

に向けて大 きな課題の 1つ です。 2つ 目には、開催地域 と時期の問
題があります。今までのH回 の開催地は、 ヨー ロ ッパが一番多 くあ

しま した。1963年の 日本は、外貨の持 ち出 しが 1人 500$。 私 と草

とは、アメ リカ、アフ リカ、イランなどで、ア ジアではまだ一度 も

野 さんは何 と船で lヶ 月かか ってパ リに到着 しま した。それか ら今
年の第 H回 ハ ンガ リー大会まで世界各地で開催 され、毎回平均50ヶ

開催 されてお りません。そ こで 日本で開催することを きっかけに日

国、200人 程度の参加で33年間続 いて来 たわけです。
これだけ永 く続 いたのは、UIFAの

志 しに世界中の人達の共感

本を含むアジアの問題点 も明 らかに把握 して もらいたいのです。今
世紀最後の大会 ということもあります。また強 いて云えば、ド ・ラ
・トゥールさんのお元気な内にとい う気持ちもあ ります。

を得たか らと言え ると思 うのです。最近は世界 も狭 くなって、個人

若い方 々は、UIFAは 「
何だかよ く判 らない」 とお っしゃるか もし

的にはい くらで もいろいろの人達 と交流 もで きるわけですが、それ

れませんが、将来国際的な活躍をなさる基盤作 りのために も、女性

で も、世界のあち らこちらか ら声がかか り、そこに出掛けて、共通

の地位向上を図るために もまず草の根 レベルの友達作 りか らと私は

の仕事意識を持 った友人が出来たり、それをきっか けとしてさまざ

思 います。真の国際交流 は、個人的な ものにとどまらず文化や風土

まな勉強が始ま った り、個人では見難 い建築や都市開発の状況を見

を理解 し合 い、その上で調和的関係の構築をすることだ と思います。

学 したり、珍 しい食物にめ ぐりあ った りするのは、全 く素朴に考え
て も楽 しいことの一 つになってお ります。

以上の ことか ら、UIFA JAPONは 会員を増や して、より有意義な

30年余の間には、女性 という意識 も変わ って きています。 日本の

国際交流を進 めていかれればよいと、考えてお ります。
ぜひお友達をお誘い下 さい。

■ 「
環境共生時代 の人 ・建築 ・都市 ‑21世 紀 における調和的関係の構築をめざ して 一」によせて No l
「
環境共生時代 について
環境共生時代の人 ・建築 ・都市」について考える
アクセス住環境研究所 田 中 厚 子
本大会のテーマ 「
環境共生時代の

日本女子大学 小 谷部育子
5年 前には、 ワープロの前に座 らなければ文章が書

第 12回UIFA日

けない 自分などは、想像 も出来なか った。鉛筆をなめ

人、建築、環境」は、実に間日の広 いテーマである。

なめ消 しゴムのかすをまき散 らし、 くずか ごを原稿用

環境共生 という言葉か ら連想す るものは、人によって
多様であろうが、直接的にはエ コロジー考慮の建築や

紙で満たさなければ、人に読ませ られる文章など書け

FAXは

都市 とい った ものが思い浮かぶ。
カナダのモ ン トリオールに、バ イオスフィアという直径80メー ト

を友とする主人を待 ってい る。来年度か らは、設計教育にいよいよ

ルに及ぶ ドームがある。現在 エ コウォッチ ・セ ンター (水資源科学
さわ しい内容)と して学生や一般の見学者が訪れ る ミ
館 と呼ぶにお、

CADを

ュー ジアムとな ってい るが、 もともとは1967年万博の時のアメ リカ

るわけがない、などと哺いていた。 しか しそのとき、
既にな くてはな らない存在になっていたのを思い出す。そ
して今、研究室の コンピュー ターは、イ ンターネ ッ ト、電子メール

取 り入れ るとか。いやはやである。世の中の後追いを しな

が らも、いやお うな しに不気味な情報社会 とや らに首をとられつつ
あるのだろうか。足だけは決 して掬われまい。

館であ った。
モン トリオ ール万博 といえば、カナダやアメ リカの黄金の60年代、

レビで、アメ リカの仮想現実のソフ トを開発 してい
る研究者 と、そのユ ーザーの ドキュメンタリー番組を見た。研究者

工業技術信仰が ピー クの時代である。未来都市の夢は手の届 くとこ
ろにあるように思われた。バ ックミンスター ・フラーの設計による

の一人は、 「
社会はますます悪 くなる。仮想現実の世界では、欲 し

このアメ リカ館は、彼が1961年代 に発表 したマ ンハ ッタン ・ジオデ

い ものがなんで も手に入 るか ら、人 々はそこに生 きがいを見いだす」

シック ・ドーム ・プロジェク トの小規模 な具体化 とい うことで評価

と言 う。他の研究者は、 「
仮想現実で体験 ?し たことが、現実の問
題解決に役立つJと 言 う。そ して、ユーザー も現実逃避派 と、問題

され、以降の万博の立体 トラス ・プームの火つけ役 ともな った。

先 日NHKテ

解決のための シ ミュレー ション派が登場する。

しか し現在バ イオスフィアが水資源の科学館 として再利用されて
いることは、時代の流れ として象徴的である。マルチ ・スクリー ン

環境共生時代 とは何を意味するのだろうか。私はエコ 。フェミニ

や コンピュー タが並ぶ近代的施設だが、そこで係員が見学者に説明

ズムの価値観が支配する時代 と考えたい。性、障害、年齢など、人

するのは、 「トイ レの水を流す回数を減 らして節水 しま しょう」と

間の身体性の、あるがままの現実の容認 と、静的でな く、ダイナ ミ
ックな係わ りのプロセスを通 して、相互 に影響 し合 い、生か し合 う

いった類の話である。当初アル ミの立体 トラスにはめ込んであった
透明アクリルがすべて未修復のため、ド ーム と建物の間の空間が吹

関係性を築 く時代である。身体性 は、その存在を在 らしめる自然 と

きさらしの状態なのがかえ って 自然で良 い感 じだ。

も切 り離す ことはで きない。情報技術が発達すればするほど、身体
性を伴 う、人 と人、人 と自然のダイ レク トな コ ミュニ ケー シ ョンが
求 められる。
高度工業化時代、特 に日本の戦後の高度成長をささえた価値観 は、

日本に比べれば、カナダはより環境 と共生 したバ ランスのいい状
況にあると思 う。まず広大で過酷な自然 との共生。夏は水辺の コテ
ー ジやキ ャンプでお もい きり太陽を浴び、冬 もなお スキー、 スケー
ト、そり、散歩 と積極的に戸外で遊ぶ。自然ばか りではな く、人種

機能性や経済的利潤を追求 し、社会的ス トックの形成よりも、当面

的共生、高齢者や障害者 との共生、そ して建物の保存や博物館の充

の物質的豊かさを奨励 して消費を拡大 し、勝者 と敗者 とい う社会の

実など歴史 との共生に関 して も先進国である。
その点、経済一辺倒で きた日本の歪みは大きい。人間 らしい余裕

構図を構築 して きた。結果 として、自然 も人間 も疲弊 し、疲弊 した

環 に陥っている。そ して、女性や子供、高齢者、障害者は社会的弱

のある生活をないが しろに してきたつけは、物では補 いよ うがない。
今、共生を考える時、エ コロジー もエネルギー も大切だが、各個人

者 として、未だに二級市民扱いである。街 も社会 も、仕事 も遊び も、

が生活の中で何を最優先す るかが問われて いるような気がする。

社会を維持するために、膨大な経済力が必要 とされる、 という悪循

移動は勿論、住宅入手 さえ も、およそアクセシブルとはいえない。

また、大気汚染、環境破壊、資源不足、廃棄物処理など深刻な問

高度情報技術を、現実逃避ではな く、誰にとって もアクセシビリ
ティーのある都市や社会を構築す るために、環境共生時代の価値観

題が山積みされ、素直にものが造れない時代、さらに、個 々の個性

と社会のパ ラダイムの構築のために、役立たせたい ものである。環

し重要視されるべ きではないだろうか。特に内外空間のつなが りの

境共生時代の人 ・建築 。都市づ くりのキーワー ドは、 身体性の復
"で
ある。
権、そ して、参加 による共生のための関係性づ くり

多様性 という日本の住宅の特性が、消えて い くのは寂 しいと思 う。

が尊重されねばな らない時代 において、保存 と再生の問題が もう少

あれ
あれ もこれ も」の欲張 りな時代か ら 「
環境共生時代 とは、 「
かこれか」の二者択一の時代への移行だ と思 う。石鹸か合成洗剤か
というところか ら、私たちは常に選択を追 られているのだ といえる。

■会員の 自己紹介 No 4
9210010 草野智恵子
まだ会員にさせていただいていることが、インチキ

9210013 小渡佳代子

な私です。'58年 学部卒業後、広瀬鎌二建築技術研究

栃木県第二庁舎、大館市立総合病院、秋田県職員会
館にスタッフの一員 として無我夢中で関わ り、公営住

所に入所 し、鉄骨造 の建築の設計、プ レフ ァプ建築の

宅、警察署、体育館、身障者 コロニー等の設計に明け

開発等 に携わりま した。'63年 には、中原会長のお供

暮れた。毎 日終電車で、寝に帰 るだけの生活だ ったが、

で、第 1回 UIFA会

議に出席させていただ きま した。

その後、早大安東研究室に所属 し、理工学部キャンパ スの設計、東

結構充実 していた。 しか し、気がつ くと現場 のことに
疎 く、デスクワー クしかで きない。何 とか自分を打破 したいとお も
っていた時期、出産。鳥取県第二庁舎、八雲立つ風上記の丘 資料館

海大学非常勤講師 などを致 し、'86年 都市計画か らイヤ リングまで
というキ ャッチフ レーズで、第一設計 ・ア トリエ 9と い う事務所を

等が、設計事務所を退所 した頃の仕事だ ったよ うに記憶 している。

開設致 しま した。 3年 程で健康上の理 由により、医者か ら現場に出

ず いぶん昔の ことになって しま った。

る事を止め られ、都市計画、建築の世界か らは足を洗 いま した。現
在は残 った、小物 のデザイン、 ビーズ織 り、編みによる装身具 (バ

ったが、最近や っと、随分勉強にな ったと思えるようにな った。子

ッグ、ネ ックレス、イヤ リング等)を 造 ってお ります。今年は 9月
に第 3回 今背展を銀座のギ ャラ リーオガタで開きま した。年に一度、

二児の子育ての現場は、全 く教科書 どお りにいかず、四苦八苦だ
育て しなが ら仕事を してい くには、 ジェンダーの視点を避けて とう

展覧会を開 くことを自分に義務付け、怠け心にブ レーキをかけてお

るわけにはいかない。高齢者の住宅や二世帯住宅を設計 しているが
結局、共働 き夫婦のサポー トになるような住宅の仕事が多 く、施主

ります。

も女性が多 い。土、 日が打合せでつぶれ るが、仕事を持つ女性が家

建築の設計をや ってお りま した頃は考え、決定 したことを、他の

を造ろうとする時、子育て、家族、生活、生 きが い、老後をどのよ

人の手で造 って もらうため、思い違いや諦 め等のス トレス も有 りま
したが、現在は考えた事、造 る事ほとんどが自分で出来る気楽さが

うに考えて いるかにお、
れ、 自分が育 って きたような気がする。
専門学校で教えた この10年間は、実は今までで一番勉強 した10年

有 ります。金曜 と土曜、 13:00〜17:00自宅下、店舗で 自作のガラ

だったか もしれない。 ここで一区切 りと考え、来年終わ りにする。

クタを並べ、見せび らか してお ります。お序でのお り、お立ち寄 り

勿論UIFAの 大会は参加を していきたい。世界の女性建築家のア
イデ ンティーが伺え、 ジェンダーの視点を もって設計 してい く上で、

下さいませ。 (宣伝 まで して しま った !)

とて も参考にな っている。
92100H 小 池 和 子
私はJヒ
国の山形で生 まれ、蔵王や月山を眺め、愛宕
￨￨で
山や千歳山に登 り、馬見が崎り
泳 いで育ちました。

9810050 久保 直 子

女子大を卒業後、設計連合、山田水城建築設計事務所、

会員 になって数年経ちますが、
・
九州 福岡なので活動にほとんど参加出来て いません。

柾建築設計事務所 に通い、現在 UIFA JAPON事務局の

で もNEWS LEttERが届 くと、何 とな く嬉 しくな って、

ある生活構造研究所 にお ります。

頑張んなきゃって思 っています。

仕事は住宅や学校、施設の設計に携わ って きま したが、 ここ数年、

こんにちはUIFAの

仕事は意匠設計を しています。 しか し、大学ではあ

公的な集合住宅に高齢者用住戸を供給する計画を担当 してお ります。
生活を包む住空間のバ リアフ リー化 と生活を支える仕組みが大 きな

まり図面を描かなか ったので、毎 日が落ち込んだり、なるほど !だ

課題ですが、生活の広が りや コ ミュニケー ションの大切 さを考える

年 目になり、そんな中で も周 りの状況が見えて くる様になりました。

と住戸だけではな く、人が出会 う通路や道路、広場や公園、地域や

そ して、 これか ら私は建築 とどう仲良 くしていこうかと日々考えて

まちを大 きな生活空間 として とらえてい くことが とて も大事である

います。 こんな私にもささやかな夢があり、住宅のよ うな目のいき

ことが、 この仕事を通 して見えて きます。大学のゼ ミで 「
道路 は通

届 く規模の設計をや ってい きたいと思 っています。だか ら、実務で

過す る為だけでな く、留まり、そ して交流がうまれ る生活空間の一
部である」 ことをテーマとしていたことを考えると、不思議なつな

学ぶべ き部分は吸収 して いこうとした り、建築雑誌を見たりしてい

が りを感 じます。最近参加 した、サ ンフランシスコや ス トックホル

福岡は ここ数年の間に新 しい建物が出来ています。 これは建築に

ムの視察では、行政 の柔軟 な対応や、家族的な空間や生活が高齢者

関わ っている者 として楽 しみであ り、またその長短を見極 める力を

の 日々の生活に大切であることも体験 してきました。

持たないといけないなあと感 じています。

バ リアフ リー環境づ くり」にどっぶ りつか っている
このように 「
私ですが、趣味で地域 のママさん ソフ トボール クラプに十数年間所
属 し、気分転換を しています。先 日はエル ダー大会で勝ち残 りま し
た。今後は徐 々に審判にシフ トします。会員の皆様、よろ しく!!

った り、実設計は難 しいと実感 し続けて います。社会人にな って 3

ます。他に勉強方法がありま したら、是非教えて下さい!!

■寄稿 阪 神大震災その後
現地からのフラ ッシュレポー ト

9310067 河原美津子
第一線で活躍なさっている方が大ぜいいる中で、女
であればこそ、私のような ものがいて もいいのではと
居直 って、明 日の我が身を夢見て参加 している。

日高たか子

マスコ ミは神戸の復興ぶ りを しば しば取 りあげている。 しか し、
被災地 (西宮市)に 住む私にはそれほど実感はない。
震災か ら 1年 10カ月。 カメラ片手 に生活圏を歩 いてみた。

大学卒業後、設計事務所等で しば らく建築設計の仕

平成 8年 H月

事 に携わ った後、夫の海外赴任にともない渡米。渡米
先では、あいつ ぐ子供の 出産、育児に追われ、建築 とのかかわ りは
時 々著名な作品を見てまわること位。で も、ルイス ・カー ンの ソー
ク研究所を見学 した時には全 く涙が出る程感動 した。カ リフォルニ
アのブルースカイと、海に向か って立つ建物のなん と美 しいコン ト
ラス ト、それは哲学的な シー ンだった。約 7年 間の在米期間の後半、
や っと子供達がナーサ リーにい くようにな って、1年 半程、大学で
インテ リアについて学ぶ。その歴史の深 さと、マテ リアルの豊富さ、
学生達のプロを目指す意識の高さには学ぶべ きものがあ った。帰国
後す ぐ、自宅の建築をきっかけに設計の仕事を再スター トし、現在

西宮沖、埋立地に建つ仮設住宅。買物はパ スで15分。 3度 目の冬が
来た。 (西宮市西宮浜で町で)

一人で細 々とや っている。設計事務所に入 ってか ら今 日までに手が
けた仕事は40余り、住宅、マ ンション、工場等 々、仕事を通 じて実
に色 々な事を学ばせていただいて きた。最近は、予算的にも、空間
的にも厳 しいものがほとんどだが、与え られた環境を見据え、実生
活か ら得た経験を活か しなが ら、人にやさ しく美 しい建築を造 るの
が夢。 自己のいた らなさを感 じつつ、遅ればせなが ら皆 さんについ
ていければ と願 ってい る。

9510086 柏原 雪 子
川嶋幸江先生より、すかいパ ース事務所を引き継 い

復旧工事中の西宮市庁舎 と仮設
庁舎。約一年間、分散 した仮設
庁舎で業務が行われる。
(西宮市六湛寺町で)

復興住宅建設用地。約3500戸。
98年3月 入居予定。ホテルや リ
ゾー トマ ンションが建つ筈だ っ
た。 (西 宮市西宮浜町で)

震災前は買物客で賑わ った商店
街。再建のメ ドがたたない。仮
設店舗がポツリポツ リ。時計が
5時 46分で止まったまま。

一歩、裏通 りに入ると、まだ、
こんな光景が見 られる。
(西宮市森下町で)

で早15年。有能なスタッフに恵まれ、女性だけのア ト
リエで、華やかに楽 しく (とい うわけにはいかないが)
パ ースペ クティプの技術を武器に、デザイ ン活動を続
けて います。
この度、UIFAハ
UIFAの

ンガ リー大会に初参加 させていただきま した。

メンバ ーの方 々は、世界中でいろんな活動を してお られ、

大変に刺激を受けま した。異文化の中に身を置 く興奮 ととまどいに
は、心地良 ささえありま した。そ して、世界の女性建築家が、各 々
の立場で、何を感 じ、何を考え、どんな価値観を持 ってお られ るの
かが、ちょっびり見えま した。 これか らのUIFAの

活動は私 にと

っては、大 きな存在で、意味のあるものになるで しょう。
今、興味深 いことはナショナル トラス ト運動です。 これは趣味の
ガーデニ ングが高 じて、英国の庭園廻 りを した時、すば らしい庭園
はほとん どナ シ ョナル トラス トが管理 ・運営 していたのが きっか け
です。牧場や農場 も単 に生産の場 としてだけでなく、動物にお、
れた
り、農産物を育てたりの過程が、疲れた人 々の心を癒 して くれる リ
フレッシュの場で もあるのです。又、土木建築開発によ って行場を
失 った動物 ・鳥 ・虫達の為の環境調整 もや ってい きたい と思 います。
これで、老後の計画はできた様なものですが、今は目先の仕事に
追われて います。で も、老後なんて、す ぐそ こまで来て るのかな ?

古 い街並みを日々変えてゆ く3階 建ペ ンシル住宅、戸建プ レハ プ住
宅そ して、高層 マ ンシ ョン。
めまいを覚える。
(西
宮市平松町で)
※ この コー ナ ー に御意 見、御希望をお寄せ下 さい。

バ リアフ リーの生活環境整備をめざ して

環境共生時代 の私たちの仕事を考える
寺尾三上建築事務所 寺 尾 信 子

都立医療技術短期大学 野 村みどり
●障害者を取 り巻 く社会環境には、 4つ の障壁 (バリ

50年前の北
先 日、50年ぶ りに北京を訪れた母が、 「

ア)す なわち、物理的な障壁 (機械、建築、都市環境

京のH月 はあんなに暖か くなか った」と話 していたの
を思い出す。 ヒー トアイラン ド化 など、都市環境が変

における)、 制度的な障壁 (各種資格制限、大学等の
入試制度、就職 。任用試験等 における)、 文化 ・情報
面の障壁 (点字や手話サー ビス等の欠如による)、 意

化 して いることを窺わせる興味深い感想である。私た

識上の障壁 (無理解、差別、偏見等)が あり、 これ らのハ ー ド・ソ
フ トの障壁を除去することがバ リアフ リー (障壁除去)で ある。

か思い出す ことがで きないが、データや文献 などによれば環境が変

パ リアフ リーを考えるときには、バ リアの明確化が不可欠 となる
が、バ リアの捉え方は社会の成熟度 と大 きく関わる。たとえば、欧

ちは、 自分の体験か らは25〜30年程度の環境の変化 し

化 していることは確かなようである。
環境共生住宅の定義は 「
地球 。地域環境を保全する観点か ら、地
域の特性や住形態 に応 じて、資源 。エネルギー利用や廃棄物処理の

米先進諸国では、肢体不 自由児の統合教育の受け皿である学校施設
の物理的バ リアフ リー問題は既 に解決済みで、特別 な教育的ニーズ

面で適切な配慮がなされるとともに、周辺の 自然環境 と親和 し、か

を もつ児童生徒のために普通学級 における教育内容 ・方法、教材の
パ リアフ リー化が課題である。 しか し、 日本では、学校は特定多数

夫 された住宅、およびその地域環境。」とされているが、 日常の設
計の仕事の場面を顧みると、まだまだ これ らの域には達 していない

が使用すると捉え られ、1994年に成立 したハー トビル法 (高齢者、

のが現状である。

身体障害者等が円滑 に利用で きる特定建築物の促進 に関する法律)

つ住み手が主体的 に係わ りなが ら、健康で快適に生活で きるよう工

の対象である不特定多数が使用す る建物には含まれないなど、学校

例えば、私たちにとって、住宅設計の 中で 「
木」を使 うことは欠
一
かせないことであるが、消費す る 方で、 しか も実際の原材料は

施設については物理的バ リアフ リー化以前の段階にある。

3/4を

●同様に、障害を持 つ人間と環境 との相互作用によって生み出され

消費に見合 った生産が計画的に行われて いるのかど うか」とい うと

る総体 としてのハ ンデ ィキ ャップの明確化 も重要である。たとえば、

ころまで考えが及んでいないのが実態である。
「フロー リング」の話を一例 として挙げたい。私はこの数年、新

イギ リスでは 『
福祉入所施設におけ
高齢未亡人の孤独や不安』、 『
る自律的でない生活』、 『
病院におけるス トレスフルな透析治療』
などまでをハ ンデ ィキ ャップと捉え、そのハ ンデ ィキャップを軽減
するためのハ ウスアダプテー シ ョンが推進 されている。 スウェーデ
ンでは、入院す るこどものス トレスフルな入院生活 というハ ンデ ィ
キャップを軽減す るために、プ レイセラピー提供が病院に義務付け

海外か らの輸入に頼 ってお り、 「
国内で循環型資源 として

築あるいは リフォームの設計で、 チー ク ・ナラ 。国産の クリなどの
無垢の フロー リングを20数軒使 ったが、先 日訪ねて きた国産の クリ
無垢 フロー リングメーカーの人が次のよ うなことを言 っていた。
「
最近 自分が扱 っているフロー リングの原木の産地に行 き、原産地
の林の 中で、樹齢百年にもなる栗の大木が切 り倒される現場を初め

られ、治療効果に貢献 している。 日本においては、ハ ンデ ィキャッ

て見て シ ョックを受けた。 こんな立派な木を商品に して しま って良

プの明確化 と、その軽減の公的保証は今後の大 きな課題であ り、 こ
のためには、多分野 の協力 ・連携が不可欠である。
0物 理的障壁除去設計であるパ リアフリーデザインについては、障

い ものか、 とさえ思 った。大切に使 って くれ、 と願 うばかりである」
と。

害者だけでな く、高齢者、 こども、妊婦、乳母車 に配慮 し、皆が使

健康住宅が何か と話題になる中で、積層 フロー リングの接着剤が
問題 の一つに挙げ られているので、 クライアン トに無垢材を奨 めて

いやすい、アクセス しやすいとい う観点は重要である。たとえば、

良か った とさえ思 っていた私であるが、私 自身 も、樹齢百年の木が

視覚障害者のための情報保障対策に注 目してみると、基本的には、
白杖を使 った歩行訓練 リハ ビリテー シ ョンに基づ き、自杖によ って

メラメラと倒れる姿を想像 して、少なか らず ショックを受けた。

経路探索 しやす い、安全な環境設計に加えて、多様な個別的ニ ーズ
に応 じた福祉用具やガイ ドヘルパ ーの活用が重要 となる。 しか し、

が、私たち建築関係者は、 もっと永い時間的、 もっと広い環境的な
視野で仕事を続けてゆかなければ、環境破壊の当事者にな って しま

情報保障対策に関す る総合的研究の歴史は浅 く、実態 としては未熟

うか もしれない。

な内容が目立つ。たとえば、点字 プロックは、足の不 自由な人 々の
パ リアとなり、変色、褪色、磨耗など材料 として も不適切なこと、
また、音響信号や誘導鈴は周辺住民 に騒音公害を もたらす等の問題
は指摘 されて久 しく、それ らの基本的矛盾を解決 しないまま、その
内容を法制化 ・条例化する動 きには疑間がある。多分野の連携によ
るパ リアフ リー生活環境整備のあ り方の明確化が求 め られて いる。

ひとの健康 と住まいの係わ りを考えることはもちろん大切である

より良い方向に向か って今後皆 さん と一緒 に勉強を重ねてゆきた
い ものです。

■ UIFA」APON事 務局を訪ねて
UIFA JAPON事務局は、地下鉄半蔵門駅か ら徒歩 3分 、生活構造研
究所内にあ ります。広 々とした事務所は整然 と落ち着いていなが ら

ねたいとの連絡 に、 「
そういうのは大歓迎」という松川 さん。
「
せ っか く来ていただいてお相手で きないと申 し訳ないので、まず、

もソフ トな雰囲気 に満ちていて、さすが女性の多 い職場です。理事
会が毎月行われ る大テープルで松川淳子理事のお話を伺 いま した。

連絡 してか らに して ください。念のため。」
―忙 しくて もUIFAの
活動を して行 く原動力は何で しょうか ?

一事務局の主な仕事は何で しょう?

¨
・
ルさんの魅力が大 きいですね。1988年
M:そ れは、UIFA会長 ド
ラ・ト
ゥ

M:一 言でい うと 「
窓口」で しょうか。具体的には、ま
雑用」と 「
ず会員の受け付けと名簿の作成 とい う会員管理です。それか ら
毎月の理事会の開催。また講演会など事業があるときは、その
お知 らせを出 して出欠を受け付け、資料を作 る。ニ ューズ レタ
ーの発送。時にはUIFAに

関する問い合わせに応えたり、資

に初 めてuIFAに参加 してお会い してた時、人権意識が高 くて、
モアにあぶ、
しか もユー
れた、 とて も素敵な人だ と思いま した。また
その時、専門集団で旅する楽 しさも初めて味わいま した。 日本
国内だけで も、会員の方 々との交流の楽 しさってありますよね。
人間大好 きの松川 さんだか ら、雑用

料を送 った りもします。
一それだけの業務に何人で対応なさるのですか。

来 られたので しょう。事務局が身近に

M:私 と事務所の小池、半沢の 3人 を中心に会社 ぐるみのボランテ

感 じられま した。会員の皆 さん、どん

に明け暮れる事務局を 4年 間 も続けて

どん事務局を訪ねま しょう。

ィアです。
一会員がお手伝 いできる部分はないで しょうか ?

■第 11回U:FAハ

M:雑 用が ほとんどだか ら人にお願 いす る事が難 しいのですが、 2
年後の 日本大会の準備が本格的に始まった ら、活動 しやすいシ
ステムを考えて会員の皆 さんにお願 い したい と思 っています。
その節はどうぞよろ しく。来年 の事をい うと鬼に笑われそうで
すが、1月 15日には新年会を兼ねて 「日本大会実行準備 ワー ク

ンガ リー大会報告会

日時 :11月 30日 (土)13:30〜

16:30 TEL.03‑53226500

場所 :リ ビングデザインセ ンター OZONE 8Fセ ミナールーム
■ 日本大会実行準備 ワー クショップ
日時 :1997年 1月 15日 (水) 時 間 。場所未定
■役員会の報告

シ ョップ」を開 く予定です。詳 しくはお知 らせを送 りますので

第 7回 役員会 (96年 9月 17日)役 員12名出席

スケジュールを確保 しておいて くださいね。練習のために英語

第 8回 役員会 (96年10月 8日 )役 員 12名出席

でや ってみよ うか、などラジカルな意見 も出て います。
一ところで現在は何が進行中で しょうか ?
M:H月

ハ ンガ リー大会の報告 と次回 日本開催のお知 ら
22日に、 「

せ」の記者発表を行 います。そのための資料や招待者 リス トを

第 9回 役員会 (96年H月 13日)役 員 13名出席
共通議題 :UIFAハ ンガ リー大会、UIFA日本大会、東京女性財団の
助成研究及び海外交流の会等 について。その他。
■会計担当からのお願 い

用意 して いま した。それか ら、11月30日がハ ンガ リーの報告会

今年 も半年以上過 ぎま したが、まだ会費を支払 って くださらない

ですね。そ うそう、その 出欠の返答がまだ来て いないのです。

方が多数 い らっ しゃいます。言 うまで もありませんが、会はみなさ

私か ら会員の方にお願 い したいことは、送 った郵便物にたい し
て返事が欲 しいという一点です。

んの会費でな りた っています。まだの方は、早急にお振込み くださ

こうしてお話を伺 っている間に も、他の理事 の方か ら連絡がはい
ったり、UIFAの

仕事が松川 さんの時間に随分食い込んでいるの

がよ くわか りま した。で も九州の会員の方が上京の折に事務局を訪

い。尚、会社名で振込 まれます とどなたかわか りませんので、個人
名のみでお願 い します。カー ドで振込む時など特にご注意 ください。
年会費 ¥15,000
振込先 住 友銀行信濃町支店 普

847503

■広報 だよ り
'96年
お とどけ します。
もあ と lヶ 月 本 年最後 の News tetterを
第 12回日本大会開催 に向け本格的 な準備 も11月22日の プ レス発表を皮切 りに いよいよス
ター ト。本号か らたの もしい若 いスタ ッフが加わ り、誌面 を視野 を広 く内外 に向け、多 く
の 方 々の参加を得て活 きの良 い Newsを お伝 え しよ うと思 っています。
担 当 :飯 島、川嶋、渡辺、柏原、 田中

