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長 ド ・ラ ・ トゥー ルさんの手紙

■ U:FA会

パ リのUIFA本

部の会長 ド・ラ 。トゥール さんか ら、1997年1

月付けの新年の挨拶状が、中原会長をは じめとする主な理事の方 々
U.I.F.A.

に送 られて きま した。その内容をご紹介 します。
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昨年のハ ンガ リー大会では、多 くの会員が再会 して意見を交換

■と :01.47m8882F

:0147● 38

Par■o, 」●●●●=y 1997.

マは PeOple,Architecture,and Cities,in an age Of harDO■
y
‑21世
・
・
with the Environment(環境共生時代の人 建築 都市
紀に

The ■●torDatt● ●●■ 口●■o■ of V● ●●■ Arcbitect● ●.工.FoA..
■●●●nditt8 you tie■ = :
32ST VISEES POR A EAP‐

The year 1996 va●

AコD■ 回団田田田=区 ヨ=VY=AR 1997.

●●=ked by the or8an■

vhich to● k ,1● ce in 311dape●
Duri● 3 thiS Co■

idea8 and i口

●et o■ ce ● ●=e, co dl●
O think over じ

prescion8 and に

Ve hope to have the ple■

J●,an.The the●

an age of har●

facil■ tate the particip●

e ,11l be '' People, Arcヽ

3 りhO Vlll tlake

1lo● our neobers of countries stLu●

ted r.ear er
larger

the A3■ an and Pactfic counじ

ries, [or

h●■ 9●●etliDes it i3 difficult to cOne to ollr olher neetin=8.
Durin8 し hi8 neXt ConBre●

3, the i口

ent "11l be wide■

to be concerned ollly by the bu■
al●o by thetr p●

portallt proble■
y discus3●

8 0f the b●

lanced

d, a8 ● e dO not have

■t―■, areas (cities, Lo口

siにlott in the EllvironDenじ

要 な問題を幅広 く討議 し、また、構造物のある都市や町 に係わる間
題だけでな く、環境や 自然 との調和について も考えたいと思 います。

るところで英知 と文明の場を見 い出す ことがで きるで しょう。 、
UIFA役
員を代表 して, ド ・ラ 。トゥール」
この手紙 にはさらにア ンケー トが同封 されていま した。その内容
は、1988年日本大会への参加意思の有無、参加人数、プ レゼ ンテー
シ ョンの有無、 ポス トコングレスツアー参加の有無、2000年開催予

ns, v■ 118geS),but

and ヒ heir har●

ony ,ith the

8urrOunding nature.
J●po■ ls a country oF great tradition, where in addition to our
"ork and discusstons, ve will have the possibilty to disc●
wisdo口 and an old civ■

の参加があることを期待 してお ります。調和の とれた発展 という重

日本は偉大な伝統の国です。私達は仕事や討論の場に限 らず、 いた
●●●in3 '1■ Ce, so as to

to the Congre88 10Cation3. Ve hOpe therefore to have this tine ●

and har口 ollious develop●

回、 日本で開催されることで、ア ジアや環太平洋の国 々か らの沢山

itecturo and Cities, 1●

ent".

=■e3 ●O diVersify our ●

partici,ation of dele8ate3 frO口

On.

ble ● 8■in l■ Septe● ber 1998,

U.1.F.A. Collgre●

onッ ●lth the 31tviron■

●Ity Of

c●30, じ O exchange chelr

he Future oF ottr profe88■

●■re to n3Se■

As usual, U.1.F.A. ●

● succe38, ■

は、よ

り多 くの会員が大会に参加で きるよう開催地を選んで きま した。今

t (H● ■8●ry).

during the neeting of our next Xllthら
place l●

おける調和的関係の構築を目指 して 一)"で す。UIFAで

8atiOn of our Xlth. Con3re38,

8re● ●, ●hich proved lo be a gre●

Ollr lDe口ber● りere able to ●

し、私たちの職業の未来について考えることができて大成功をおさ
めま した。1998年9月 には日本で第 12回大会が開催されます。テー

ver ,laces oC

定の大会希望開催地などです。

ジ
地 ]:ζ 二
補
ラ ん
̀了
第資
ワ
)γ:Iル
)
(候 F阜
多
子

これは、あ くまでUIFA本

部 として参加人数を把握 して予算や参
加費用の概算を知 るためのアンケー トであって、参加申込書ではあ

1■2a tiOn.

りませんが、 このようにUIFA本

部の方で も日本大会に向けての

準備が始 まっていることがわか ります。世界各国の会員の期待に応
On behalf of the Council of u.1.●
S d'Herbe2 de la Tour.

.A.

え られ るよう、大会準備に会員の多 くの ご協力をお願 いするところ
です。なお、 このア ンケー トの回答 については、UIFA JAPONで
まと
めて行 う予定です。
田中 厚 子

■私の考える環境共生時代の工業地域

■環境共生時代のまちづ くり ・住まいづ くりと居住者参加

鹿島 建 築設計部 山 田規矩子

住宅 ・都市整備公団 牛 山 美 緒

壊れて しま った器の水は、 もう元には戻 らない。

住都公団では これまでにさまざまな環境負荷の低減への試みがな

1960年代 に始ま った 日本の高度経済成長時代に、私

されて きているが、そのなかの代表的なものをご紹介 したい。

達はどれ程、激 しくかつ広範囲に日本の 自然環境を破

まず、多摩ニ ュー タウンの長峰社の一番街〜五番街だが、 これは

壊 して しまったことだろう。山を削 り、谷を埋 め、自

ニ ュータウン内で も最 も緑 の多 い稲城市域において、建設省の 「
環

い砂の波打ち際を埋め立てて、次 々と大 きな工業団地

境共生住宅市街地 モデル事業制度」を活用 して建設 された集合住宅

が造 られてい った。 日本が経済的に発展 してい く為には、どんどん

である。約1lhaのプロックで、平成 7年 に街びらきを した。稲城市
はこの地域を 「
緑 の環」 と位置付けてお り、当敷地がそのグ リー ン

工業団地を造成 し、造 られた工業団地は次 々と工場で埋めつ くし、
工業生産を上げて いかなければな らない 一一 政治家を先頭に、 日

ベル ト内にあることか ら、周辺 との緑地をつなげる住宅地計画の提

本人の誰 もがそ う考えて いた。失われた自然を悼む事は、消極的な

案に結びついた。 もとの地形や生態系を尊重 し、緑地面積の確保を

後ろ向きの姿勢をとる事 とみなされた。

設計方針 とした。そのため住棟を高層化することにより、敷地の中

今、約30年続 いた成長 ・拡大の時代が終わ り、脇 目もお、らずに走

央部にかなり大規模な芝生 の広場をつ くりだす ことができた。造成

り続けて いた人 々が、速度を落 とし歩 き始めて いる。力強 く、た く

もなるべ く斜面 として擁壁を少な くし、壁面緑化、雑木林の再生、
透水性舗装による雨水の地下浸透、建替団地で発生 した コンクリー

ま しい男達の先頭集団が速度をゆるめると、後ろか らゆっくりと歩
いてい る人 々が見えて くる。まわ りの景色 も見えて くる。環境にも
配慮をす る事が、前向きの姿勢 とみなされる風潮 も出て きた。工業
地域に も、環境共生時代が始 まろうとしている。
"と
環境 と共生す る工業地域
言えば、緑の多 い工場、煙 も騒音
い
い工
も無 明る
場、 といったイメー ジが 目に浮かぶ。緑地面積の比
率が高 く、公害を発生 しない工場である事は当然である。それより
も、工業地域における今後の環境の問題 は、地球規模で考えなけれ
ばな らないだろう。 エネルギー消費を抑え、 C02の 発生を抑える
事 は大 きな課題である。発展途上国で、人口が変化 し、農村が都市
化 し生活水準が上が って くると、地球全体 のエネルギー消費量は増
加する一方であろう。一般の人 々が、すでにある生活水準に達 して
いる国 々では、自らのエネルギー消費を極力抑え、発展途上国に手
を貸す位であって欲 しい。
リサイクル型工業生産 システムの構築、 この言葉は、 ここ数年耳
にするようになった。使 い古 した ものを再生するよりも、新 しく作
った方が安い、使い古 した ものは捨て るか燃やせばよい、 という従
来の考え方を改めて いかなければな らない。 リサイクルの閉 じた輪
はまだまだ小さ く、一業種、一企業内にとどま っている。 リサイク
ルの輸を生産 システム全体にひろげる事 は、あ らゆる工業生産の仕

ト塊の路盤への再利用、梁 とスラプが一体 となった偏平梁 (フラ ッ
トスラブ構造)に よる通風 。採光の工場、パ ッシプソーラー ・アク
テ ィプソーラー、そ して居住者がハ ープなどを育てることがで きる
コ ミュニティーガーデ ンなどを試みた。 これ らをパ ンフレッ トなど
で居住者 に伝え、環境への興味を持 って もらう働 きかけ もした。
一方、居住者参加型でつ くる集合住宅 「きらきらプ ロジェク ト」
は、多摩ニ ュー タウンの戸建て住宅街区内に散在する 9つ の小規模
ー
ハウツ
プ
ン
の公団版)
ティ
ボラ
グ
敷地に予定 されている。 グループ分譲住宅 (コ
ー
ー
エ
マ
で、区画 ごとにテ
があ り、屋上緑化や自然 ネルギ 利用 の
「
環境共生住宅」以外に も、 「
協同子育て住宅」二世帯住戸や高齢
DI
者相互扶助のある 「
多世代居住住宅」、 自分で内装ので きる 「
ペ ッ ト共生住宅」などが企画されて いる。 5月 頃、入
Y住 宅」、 「
居希望者 グループを募集す る予定。環境共生のまち ・住まいづ くり
を考えるとき、やはり住まい手を抜 きには考え られない。
一昨年に、ちば緑化 フェアでの公団パ ビリオ ンとして、環境共生
をテーマとした 「
かるが も館」を出展 した。建物を自然素材でつ く
り屋上 も緑化 し、環境共生に関する展示を行 った。また ワー クシ ョ
ップとして、 「(和紙の)壁 紙を貼 ってみよ う」 「
土塗 り壁をぬ っ
ネ
てみよう」 という企画があ り、職人さんに教えて もらいなが らの

組みを視野に入れて考察 しなければな らないだ ろう。 この リサイク
ルの輪は一般市民の生活の仕方を も巻 き込んだ大 きな ものにな るだ

チ ャレンジは、参加者に好評であ った。私 も参加 したが、道具や

ろう。廃品を回収 して工場へ送 り届ける新たな物の流れが発生 し、

手によ って全然異なり、それぞれの性格を表 していて興味深か った。
地球環境を考えるにあた っては、一人ひとりが問題意識を もつ こ

社会全体の物の流れに大 きな変化を もた らすだろう。

「
技」に触れるよい経験 となった。塗 り壁の仕上が りの表情が塗 り

目に触れる自然を大事にす る事 と、工業地域で行われている生産

とが大切だと思 う。国際的に交流で きる機関であるUIFA。そのよう

の システムを変えて い く事は、環境共生 という一つの歌を異なる声

な場で仲間と地球 レベルで考え、そ して 日常生活の場で身近なこと
か らまず一人で、また地域の仲間 とともに行動 して い くことが必要

で歌 っているような ものなのだ。

だろう。例えば緑化、 ごみ、 リサイクルの問題などは地域に根づい
た活動が基本になろう。そのために も住まい手が 自分の地域に関心
を もつ こと、近隣にともに行動で きる知 り合 いをつ くることが欠か
せない。関心を もつための きっかけづ くり、 コ ミュニ ティづ くりの
「
土塗 り壁 をぬ ってみ よ うJ

ソフ ト支援 も合わせて取 り組んで い くことが必要だと思 う。
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9410082 川崎 衿 子
大学を卒業 し、設計を始 めてか ら30年余 となります。

大学卒業後、主 に都市計画の分野で仕事を してきま

その後研究活動 も加えなが ら大学院に戻 るなどの寄 り

した。初めてかかわ ったのが東京郊外 の公共用地跡地

道を して、現在の職 について10年余 となります。 ここ

利用 についての調査で した。その ころ (1970年代の後

10年位 は、ほぼ毎年何回か海外に出て町や住居をは じ

半)は 、潤 いやアメニテ ィを計画の考え方 に取 り入れ

め、人 々の暮 らしを観察 し、私たちとは根底か ら異な

なければな らないという提案はありま したが、私の周

る様 々な文化 に触れてきました。そ して、建築住居計画、建設に携

どれだけ効率良 く詰め込めるかJに
辺での実際の仕事の場面では 「

わる者同士、特に女性同士の交流、情報交換、連携はすべての人の

重点がおかれ、環境に配慮 した計画は概 して 「
夢のよ うなプラ ン」

幸せな住環境形成の大切な条件になりうるもの と思 い、 このUIF

と受けとめ られていま した。
その後夫の都合で渡米 し、建築の図面を描 く仕事 に巡 り合え、1

Aに 参加 いた しま した。
95年8月 か ら96年 2月 の約 7ヶ 月は、大学のサバ ティカルイヤー
の機会を得て ドイツのボン大学に留学 しま した。ド イツの町の心地

年間とい う短 い期間で したがなかなか面白い体験を しま した。滞在
していた ピッツパー グは東部の中堅都市で、古 い町並みが残 り、築

の良 い大 きさ、町並みの美 しさ、快適な住居は長年の歴史の中で培

70年程の木造 5階 建ての建物が商店 として活用 されていま した。私

われた豊かな暮 らしを感 じさせます。家庭で も学校で も幼い うちか
ら住まい方の しつけ、教育が行われて いますか ら住居に対する関心

は巻尺 と画板を持 って築60〜70年の住宅に行 き、その図面をお こす
仕事を主 に していま した。初めは言葉の ことが一番の障害 と思 って

はとて も高 く、その意識が住空間の質を引き上げている要因 ともな

いま したが、実際に大変だ ったのはヤー ドとインチという12進法に

っています。

慣れることで した。縮尺 も1/48、1/24とい う12進法なのです。また、

翻 って、わが国の実情はいかにも見劣 りが します。最近で こそ 自

誤 りには○で合 っていれば レまたは ×という印にもなかなか馴染め

然の保護 ・町並み 。景観 といった問題をなん とか しようなど、自分

ませんで した。 日本ではあまり褒 め られることのなかった私の図面

の住む空間の質を問 う意識が高ま って きま したが、そのような動 き

も、手先の器用 な人があまり多 くないアメ リカでは上手だと褒め ら

は全体的に充分に機能 しているとは思えません。私 自身地域や行政

れ、 「
評価」とい うものが とて も相対的であると感 じま した。

の中で これ らの ことに少 しで も役にたてた らと願 いつつそんな仕事

今、学生 としてアフ リカの研究を しているのは17年前の この異文
化体験 とどこかでつなが っているよ うに思われます。

もしてお ります。

9410069 小島 久 実

9210014 佐藤久美子

日本女子大 と西生田キャンパ スのある川崎市の地域
かわさき市民アカデ
教育への協力か ら発生 しま した 「
ミー」の生活系、居住福祉 コースの演習をは じめて 3
年にな ります。本来大切な要素で もあ ったに もかかわ
らず注 目され に くか った高齢者や障害者の居住環境 に
関する配慮が近年ようや く社会に居住権を得 られるように成 って き
た実感を持つ と共に、一般市民 (30代〜70代の男女)の 方 々のエネ

をやるのか、中学入学をきっかけに母に人生の選択をせまられた訳
です。何 しろ後に妹達が控えていま したか ら。私は音楽 と美術が得

ルギーの大 きさを受けとめなが ら日々勉強の毎 日です。
又、同期 3人 で協力 してお ります T・ L・ C(ト ー タル ・ライフ

意科 目で したので、数学、物理等のある理数系はとて もしんど く、

・クリエー ション)と 生活術 セ ミナーを この数年 つづ け、真の意味

な道に進んだ方が伸びる し、幸せだ と思いますが不得意で も特別優

での楽 しく、美 しく、合理的な生活の実際を共 に学び、実行 して い

秀な レベルを望まなければ何 とか行けると妙な自信をつけま した。

く事を目指 して細 々なが ら活動 しています。
振 り返 ってみます と現在につなが る私の原点は卒業直後 に地域環

今は仕事が大好 きです。小さな建設会社で営業か ら設計、積算、
一
契約、現場管理、引き渡 しまで全ての書類作成を含め 貫 して仕事

境研究会 (小川信子先生他)に 参加す る事が出来、地域、人間、家
族、福祉をめ ぐる気鋭のメンバ ーの討論 (現在 となえ られている事

を しています。特に私は現場が好 きで力仕事 もや り、 2tダ ンプ も
運転 します。好 きだ った音楽は今 も続けて います。月一度の先生の

と少 しも変わ らない)を 吸収で きた事です。それはその後の地域調
査等の際のバ ックボー ンとな り、現場をはなれていま した数十年 の

お稽古以外は、毎 日仕事の帰 りにスタジオを借 りて一人で レッスン

間 も何 らかの形で持ちつづ けて いたのだ と近頃再認識 して居 ります。
途中 してお りま した宝石のデザインもデザイナーだけには成 り切れ
ず、納得で きない ものを感 じたの もそのための様 に思われます。

つ らい思 いで学生時代を過 ごしま した。そう言 う意味では人間好 き

しています。歌姫になるこの時間が私の安 らぎであり、建築の仕事
がますます いとお しく思える一瞬です。念願 だ った音楽会 も昨年 6
月 に開 くことが 出来、 180人 の方 々に歌を 聞 いて 戴 け ま した。
UIFA」APONの皆様 にもこの紙上を借 りて御礼申 し上げます。今に し
て思 うと、つ らい思 い も無駄ではなか ったよ うです。

9210016 白井 正 子
ー
1976年にイランのラムサ ルで第 4回 大会がが開催
のお付合 いの始まり
である。約半年程前に竣工 した建物の小倉ステー ショ
されて参加 してか らがUIFAと

9610099 高橋 尚 美
初 めま して。私は、東京都住宅供給公社に勤務する
高橋尚美 と申 します。1996年のハ ンガ リー大会で初 め
てUIFA」APONの活動に参加 させていただきま した。10

ンビルの写真 と設計図をパネルに仕立てた展示作品を

年前に訪れたことのあるプタペス トの変化を見 たい、

携えて参加 した。先に送 ったパネルが現地に着 いたか

そんな好奇心が参加の動機で したが、それよりも世界

未確認で不安の まま出発 したが展示会場で見つけた時 には遠 くにあ

中の建築家の方 々にお会 いで きたことは、貴重な経験 となりま した。

ったイスラム圏が急 に身近な存在に感 じた思いを覚えている。

どうもあ りが とうございま した。

私 と建築 との出会いは若い頃の話 に戻 る。体を壊 して夢 も希望 も

私は、現在大学を卒業後 2年 間、都営住宅の営繕工事の設計 ・エ

見出せない時期を過 ごしていた頃である。まだ幾年かは生を受けた

事管理部門で働いています。入社当時は現場の足場 さえ登 ったこと

身で この世を過 さなければならないのに全ての事を悲観的に捉えて

もなか った私ですが、今や40mの 給水塔のて っぺんか ら東京の町を

しまう。創造性を見 出す方向を目指すにはどうした らよいか、建築

見下ろすほどの度胸だけはついてきま した。大学時代か ら集合住宅、

は当時新分野であり女性が仕事 と心得たとして も不思議ではないだ
ろうと、何かを考える時には根本があ って始まるか ら文字 と目で確

特に 「
集住」人が集まることで生まれるソフ ト・ハ ー ド両方の可能
性に魅力を感 じ、 コーポラティプハ ウス ・コ レクティブハ ウスづ く

かめて考えをまとめることは建物を構築 してい く過程 も同様ではな

りを目指 し、公社に入 りま した。現実には組織の保守化は進み、私

いか、建築の勉強へ進む ことにする。卒業 したての 頃は建築は住宅

の夢を語 り合 う仲間 もお らず、悶 々とする日々です。 しか し都営住
宅の持つ、昔なが らの コ ミュニティーや緑豊かな環境を住民 と育て、

設計か ら始 まるとセ ンスの乏 しさも若 さ故か気に しないで住宅を主
としている設計事務所でスター トす ることに して 2〜 3年 後には構
造設計をや りたい とチャンスを探 した。男性で も構造設計者は少 な

まちづ くりの起爆剤に したり、都市に住む人 々の新 しい住まい方の
動 きを拾 いあげ、サポー トする存在になるなど、未来の公社像を胸

か ったので諦 めよ うか と思 っている頃に女性で もやる気があれば く

に、なん とかがんばっていこうと考えています。

るようにと友人か らの報せで飛ぶように話にのって構造 に入 ったの
が青木豊建築設計事務所の前身で以来30年近 く続けてか ら後、退所。

9610097 上野 勝 代
ー
ハ
の
ンガ
リ 大会を機に入会 しま した。よろ し
昨年

今年、会員にな ったばか りです。その前にUIFAハン

くお願 い します。私 自身は住居学科の出身で、現在は

ガ リー大会に参加 し、世界の女性建築家達の活躍、年

教 えて もいるのですが、建築士の資格 も持たず、実務

齢を感 じさせない若 さと行動力 とで社会を リー ドして
いる姿 に刺激 され、私 も仲間の一員 とな り、 もっと勉

経験を持 っていないので、入会するには、少 し恥ずか

9610105 栗山 楊 子

しい思いで したが、職業 としての女性建築家 に尊敬 と

強 もし、仕事を通 しての取組みにも役立てたいと思 っ

関心を持 ち、あの大好 きなプタペス トにもう一度行 きたいとい う思

てお ります。

い もあ り、加えて いただ きま した。ありが とうございます。 しか し、
肝心のプタペス トでは、体調を崩 して、行事 には参加で きず、失礼

大成建設設計部、TRIAD建 築設計事務所 に席を置いて30余年、個
人住宅、集合住宅、 リゾー トハ ウス、 ヒル トンホテル内店舗等の設

しました。私は勝代 という名が表すように1945年3月 日本の敗戦間

計の仕事に関わ って来 ました。好 きであるが故に忙 しさも苦にな ら

際に 8ヶ 月の未熟児 として生を受け、以後、公害の町で大 きくなり

ず個性的なクライア ン トにお、
りまわされなが らも、人それぞれの美

ま した。1963年に奈良女子大学に入学 したのですが、当時同大学は

意識や価値観に学び、そこに生活する人 々の生活形態に合わせた住

住居保健科で して、私の関心は住居よりも、後者の保健 にあ りま し

空間を作る事を考えて仕事を続けて来 ま した。
現在は、東京ガスグループの中で、 リフ ォームア ドバ イザー とし

た。以後、建築学生会議の住宅問題研究会、故北村君先生の家事労

が今の私 となったように思います。 とくに、故吉野先生 は新 しい生

てマンションや住宅の リフォームの仕事を、また寺田 トランクルー
ム ・リビングSOSの カウンセラー として、住まいと収納に関 して

活様式の在 り方、 くらしと協同、 シンプルライフ、美 しい生活 と、

種 々の取組みを してお ります。

働や女性問題、そ して京都府立大学での故吉野正治先生 との出会い

その考え方にはハ ッとさせ られます。私は貧 しい家庭に育ち、祖母
"は
は中途失明の中で、 問題論
見えやす いのでいいが、批判はで
きて も、 これだけでは良 い もの、人の心を打ち、つ くるものはで き
ません。皆様方か ら学ばせていただきたいと思 ってます。よろ しく
お願 いいた します。

今、私 の仕事場のある川崎市百合丘周辺では、高齢者 と同居、又
は高齢者のみの世帯が非常 に多 くなってお り、世の 中不況の折 りと
重なり、 リフォームの要望が多 くな ってお ります。そこで、生活者
の視点を大事 に し、今の住まいの問題点を見極め、安全性 と暮 らし
易さを考え、住まいのカウンセラーの役を現在引き受けてお ります。

■私の考える環境共生時代 の住まい

■第 12回海外交流の会
建築家 キ ャロル ・マ ンク

夢工房 古 居みつ子
〜
「
の
」は、幅広 いテ ーマですが、
環境共生時代

私は、ち ょうどさくらの咲 く頃に、大阪府立大学に

「
共生の住まい」というキー ワー ドで、 ワークショッ

学ぶ 目的で初めて 日本にや って きた。最初羽田空港に

プに取 り組める (参加す る)こ とがで きたらと思 って

着 いたが、景色を見たいと思い大阪までは飛行機でな

お ります。

く、有名なBunet Trainに乗 ることに した。その 日、

これには、器 としての建築 (供給方式を含む)を つ

新幹線 はとて も混んで いた。今思えば、その 日はちょ

くるとい う側面 と、生活者の住み方 とい う面の双方の切 り口ができ

うど、大安の 日曜 日で、結婚式に行 く人が多か ったは

るか と思います。住宅をつ くることだけに視点を置いて しまうと

ずなのだが、それを知 らない私は、 日本人 って何 というお しゃれな

(これ も興味があ りますが)、 参加が建築関係者にな って しまいま

人 々だ と驚いた。私の大 きい荷物や ジーパ ンに登山靴 といういでた

す。折角の機会なので、どう住まい手が生 き方 と重ね合わせなが ら

ちは、1977年4月 10日の新幹線の雰囲気に、ま った くそ ぐわない も

使 いこな しているか も焦点にあてることがで きた らと考えます。

のだ った。

環境共生の時代は、様 々なスタイルの生 き方が、可能な、可能に

あれか ら20年になる。 2年 間 日本庭園や民家を見て歩 き、東南ア

してい く時代ではないか と思 っています。その実現をす るための、

ジアに も足を伸ば した。その後一時的にアメ リカに帰国 し、大学院

そ してそれを通 じての共生の完成を共有することので きる住まいと

を経て、希望する設計ア トリエに も勤務することがで きた。1987年
に米国建築士の資格を取 り、ある意味で一人前にな りつつあ ったが、

い う趣旨です。 このよ うに言 って しまうと、住まい手 自らが参加 し
て作 り上げている コ ミュニ ティは、全て該当することか もわか りま

留学時代か ら密かに抱いていた思いが時お り小 さな声で平凡な日常

せんが。

生活を送 っていた私に呼びかけた。留学時代に感 じた事のなかで最

昨年デ ンマー クで、 グループハ ウジング (コ 。ハ ウジング)の 事
例を見学 して きま した。その説明を して下さった コーディネー ター

も大事なことは、世界は個人の集まりで、つまり個人の力の集合に
より動 くものであるという感覚であった。そ して私の様に、いつ も

は、建築の専門家ではな くケースヮーカーの方で、 こうい う住み方

心に余裕を持ちすぎる人間は、 自分の職業を通 して自分なりに世界

が、今後は必要であると言われたことが印象的で した。また、供給

の理解のために働 くべ きではないか と考えた。翌1988年、今度は夫

システムが制度化 されていないということでは、 日本 と変わ らない

のマイケル と共に、再度 日本を訪れ ることに した。

のですが (側面的支援は大 きく異なるのですが)、 このよ うな住ま
い方に市民の関心は高ま っていて、デ ンマー ク国内で も話題を呼ん
でいるということで した。 ヨー ロ ッパでの集まりもあるとの ことで、
国内外での関心が高ま っているように感 じま した。アメ リカでは、
コ ・ハ ウジングを専門に扱 っている組織 もあります。 「
共生」とい

夫は日建設計に入社 し、1年 後、私 も同社に契約社員 として入 っ
た。それか ら7年 間、政治的な理由で海外の設計事務所を参画 させ
た公共施設の設計チームに加え、 3つ の大規模なプ ロジェク トを手
がけた。95年に一級建築士の資格を取得、アメ リカの最大の設計事
務所であるHOKの

東京事務所副社長 となり、老人施設の設計を担

うのは、物理的な条件 としての集合的に住む住まい方を、 ソフ トの

当することとなった。そのプロジェク トでは、輸入仕上材料や家具

上で もメ リッ トのある住まい方に していこうという試みではないか

を積極的に使用することによ り、異なる意味での国際的設計を経験

と思います。

した。97年2月 に独立、建築家、デザイナー、アーティス ト等、あ
ー
わせて23人が共同で開いたオープ ンスタジオ (オ
プン
スタジ
オNOPE)の 一

いろいろな試みが世界中で、取 り組まれているのではないで しょ
うか。

角で独立 した建築家 としてスター トしている。

このあたりになります とご専門の方 々がお られることと思います
ので、イ ンターナショナルな組織 との連携を取 っていただいて、そ

作業によるものであるが、プロジェク ト毎 に異なるチーム構成やデ

の集まりを兼ねて行 っていただ くこと も、実務を行 っているもの と

ザインプロセスを取 り入れた。 ここでは、 こういった経験の話をす

してはありがたいです。

ることを通 じUIFAの方 々と共に、プ ロフェッショナル レベルでの国

原稿の締切 りが今 日だ ということがわか って、慌てて書 いている
ところです。
先月の ワー クショップに参加 しま して、私なりのスタンスを羅列
しま した。面白そ うだ と思 っていただける方がありました ら、大会
の中でのワー クショップ開催の準備を一緒にお手伝い してみません
か。

日本で係わ ったプロジェク トは全て、アメ リカ人 と日本人の共同

際交流の可能性を考えたい。まず 3つ の公共施設 一国立横浜国際会
議場 (日建設計 とニ ュー ヨー クのマ ンシーニ ・ダ ッフ ィ ・アソシエ
イツの設計共同企業体)、 仙台空港新旅客 ター ミナル ビル (日建設
計 とHOK設 計 」V)、 東京テ レコムセ ンター ビル (日総建 とHO
K設 計 」V)― を提示 し、公共建築のあり方を探 ると同時に、国際
設計チームによるデザインプロセスを客観的 に分析する。続 いて、
外国人建築家の 日本での活動のあ り方の 1つ としてHOKの

老人施
ー
設を紹介、あるいは将来の国際的活動の将来像 として、オ プ ンス
タジオNOPEの

可能性について も言及する。そ して最後に、UI

F A98年 日本大会に向けて、個人的な期待を述べたい。

■ ドキュメ ン ト2 ‑UIFA日

本大会に向けて (1997年 1月 29日〜1997年 3月 20日)一

1月 15日 東 京建築士会より 「
建築東京」への原稿依頼あり、 4
月号 にUIFA世
界大会の うごきをテーマに掲載予定。広報委員会

2月 7日 総 合研究開発機構石田部長に ヒア リング。
2月 14日 元 文部大臣赤松良子氏より名誉顧問就任の正式承諾の

で担当。

回答をいただ く。

1月 17日 0日 本建築士連合会 。③東京建築士会 ・0日 本建築家

2月 18日 第 12回役員会に中原会長 。小川副会長作成のUIFA

協会へ UIFA日

本大会後援承諾願を提出。
'91年
1月 17日 デ ンマー クより
大会の資料 いただ く。

第 12回世界大会組織委員会編成案が提出され る。

1月 17日 0日

画室、交流相談室、塩澤氏 と懇談 (安藤 ・松川理事)

2月 19日 働 日本財団企画課長鈴木氏 と懇談 。働国際交流基金企

本建築士連合会より後援の正式承諾の回答。

・
2月 19日 東 京都生文局国際交流課訪問鎌 悧‖
迎 G)磐 )
2月 22日 ド ・ラ 。トゥール会長より手紙。内容は新年の挨拶 と

1月 24日 元 文部大臣赤松良子氏 と懇談。大会名誉顧間 として就
￨1副
￨1理事)
任要請 に承諾 いただ く (小り
会長 ・渡辺 (喜)・ 松り
1月 27日 オ リンピック記念青少年総合 セ ンターの施設見学 (中
原会長 ・小川副会長 ・渡辺 (喜)。 4ヽ
渡 。松川理事)

日本大会についてのアンケー ト。
3月 7日 エ イボングループサポー ト助成申請 (安藤理事)

1月 29日 第 ■回役員会で 日本大会準備 ワー クショップ総括 と日

3月 7日 UIFA日

本大会の準備に関す る議題の検討。

本大会のための第 1回 実行委員会開催のお

知 らせ (3月 20日、 ECOプ

1月 30日 0日 本建築学会会長、尾島俊雄氏 と懇談 (小川副会長
・松川理事)、 協力関係 について建築学会事務局長 に ヒア リングの

ラザ)

3月 12日 総 合研究開発機構 (NIM)星 野進保理事長 と懇談 (松
川理事)
3月 17日 日 本労働組合総連合女性局長 と懇談 (渡辺 (喜)理 事)

予定。 (松川理事)
1月 31日 会 場の候補 として多摩交流 セ ンターヘ ヒア リング (松

ll理
3月 18日 建 設省関東地建、頼課長 と懇談 (松り
事)

川理事)。 この会場 は多摩地区に限定されたアマチュア集団のみに

3月 18日 公 園緑地協会理事長 と懇談 (小川副会長、松川理事)

助成のため資格がないことが判明。

3月 4〜 17日 UIFA日

2月 1日 赤 松良子氏へ 「
名誉顧問就任願」を正式に依頼、送付。
2月 3日 エ イボングループサポー ト応募要網入手。
(締切 り3月 7日 )。

川嶋 幸 江
■役員会の報告
第 H回 役員会 (97年 1月 29日)役 員10名出席、議題 ;日本大会準
備 ワー クショップ (1月 15日)の 総括。東京女性財団助成研究につ

2月 5日 会 議会場候補の国立オ リンピック記念青少年総合セ ン
ー
タ の森課長 ・大枝氏 と懇談 (中原会長 ・渡辺 (喜)松 川理事)。

いて、第12回UIFA日

会期、会場、宿泊室等の予約 について。詳細は 5月 見直 しの予定。
2月 5日 0東

本大会実行委員会各部会開催。

本大会準備 について。

第 12回役員会 (97年 2月 18日)役 員10名出席、議題 ;報告、今年

京女性財団事務局長高田氏 。次長角田氏 と懇談

度残 り事業について、第12回UIFA日

(中原会長 ・松川理事)東 京大会の具体的な支援を書面で提出予定。
ー トンさんよ り手紙。
2月 6日 サ ンフランシスコ在住の Io S.ホ
アメ リカの建築団体の リス ト送付され る。

本大会準備について。

第 13回役員会 (97年3月 18日)役 員12名出席、議題 ;報告、 3月
'96
20日の海外交流の会について、東京女性財団助成研究について、
年度総括及び総会準備作業、第12回UIFA日

2月 7日 Oll横浜 コンベ ンシ ョンビュー ローより3月 14日開催の

本大会準備 について、

名簿作成 について。

「
横浜説明会」の案内状が送付 され、小渡理事が参加の予定。

■ 広報 だ よ り
3 月 もあ と数 日 桜 の 開 花 が始 ま り 時 ま さに春
そ して 3 月

2 0 日春 分 の 日 U I F A 第

1 2 回 日本 大 会 実 行 委 員 会が

い よい よ発 足 しま した。 会長 、副 会長 、 そ して実 行 委 員長 松 川理
事 を頭 とす る総 勢 3 0 余 名 、 まだ足並 み は不 揃 いで す が 、 開催 に 向 け
ての準 備 が着 々 と進 ん で い ます。
担 当 : 飯 島、川 嶋 、渡辺 、柏 原 、 日中 、 大 高 、緑 川

