■主な内容
第 5回 総会 を終えて
第12回日本大会 広 報活動 の報告
UiFA 」
UIFA第

APON第

5回 総会、講演会の報告

12回日本大会実行委員会部会報告

一
「
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■第12回日本大会 広 報活動の報告

■第 5回 総会 を終えて

広報 ・記録 ・編集部会
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中原暢子
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6月 23日、第12回日本大会の参加希望者を募 るため

今年 も6月 の第 2土 曜日がまいりました。UIFA」APONももう 6年
一
目の第 5回 総会を迎え られた事を役員 同心か ら皆様に感謝申 し上

ュラが仕上が り、 6月 25日に広報部会では国内および全世界へ発送

げます と共に喜びと致 しております。

いた しました。事務局にはすでに、 ラ トヴィア、アルゼ ンチ ン、 コ

として、発足 した とも申せ ますので、来年1998年9月 の第12回世界

ー トジボアール、北海道、岩手など、世界の各地か ら参加希望票が
ー
届き始めています。会員が各 々呼びかけを行えるよう、lst.サ キ

大会に向けてそれぞれの分野で頑張 っていると言 う状況です。 とに

ュラは多めに用意 してありますので、必要な部数を事務局 まで ご連

か く世界に向かって 「日本で開催 します」と宣言 して しまったので

絡 ください。 また、参加希望票は、参加費を算 出する重要な手掛か
りの一つですので、会員の皆様 も忘れず に参加希望票を 7月 30日ま

一
もともと UIFA JAPONは 日本で国際会議を開 くことを目的の つ

すか らもはや投げ出す ことは許 されません。資金調達のこととか、
さまざまな機関の ご支援をお願 いする件な ど問題は山積み しており
ます し、また一つ一つがスムーズに進んでいるとも言 い切れないの

でにお送 りください。
lst.サーキュラの これまでの発送先 と発送部数

成功 させなければな らないと思 っております。それには会員皆様お

国内 886部 UlFA JAPON、地方公共団体、大学 (建築学科)、 0
日本建築学会、い 日本建築家協会 ・支部、m日 本建

独 りお独 りのお力添えを戴 くしか仕事を進 めてい く方法はございま

築士会連合会、的東京建築士会、女性技術者の会、

せん。そ して多少の問題が起 ころうとも、大会に向けて皆様に ご協

後援企業、東京女性財団、その他

ですが、それで も何 としてで も世界大会は力の及ぶ限 りを尽 くして

力頂き皆様の力を結集 してなん とか成功 させなければと思 っており

日本建築学会関連団体、海外雑誌、その他

ます。
総会ではお忙 しいにも関わ らず、多数の皆様の ご参加を頂 きあり
がとうございました。有力会員の高橋公子 さまのお通夜 と重なると
一
言 う悲 しいこともございましたが、 どうぞ皆様今後 ともなお 層の
お力添えを戴けますようよろしくお願い申 し上げます。
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)、UIA加盟国、
海外 305部 ソ ランジュ会長、UIFA会員(会長リ

原暢子氏

来年 の 9月 に東京で世界大会
'97年
6月 26日発行の建設通信新間に 4段 抜 きのタイ トルで、UIFA
一
ー
とUIFA」APON‑75ヶ国の女性建築家協会 、テ マは 環境共生時
"と
12回日本大会の記事が掲
題 したUIFA第
代の人 ・建築 ・都市
載 されました。 この記事掲載が日本大会への注 目度を増す ことにつ
ながればと願 うところです。
2nd.サ ーキュラ
ーキ
lst.サ ーキ ュラ発行に続 き、 7月 に入 り早 くも2nd.サ
ュラの年内発行に向け準備に入 りました。1つ で も多 くの国に、1
人で も多 くの人に日本大会開催を知 らせ、参加希望者に的確 な情報
を伝えるべ く、仏 ・英 。日3ヶ 国語を駆使 して、1998年9月 の 日本

日本大会実行委員長 松川淳子氏

大会開催 まで広報部会の活動は止 まることな く続 きます。

■ UIFA」APON第 5回 総会、講演会の報告
峯 成 子
総 会

71 年
日 時 : 1 9 69 月
4 日
1 3 : 3 1 0 4 〜: 3 0
会 場 :砂 防会館 シ ェー ンバ ッハサボウ 3階

「
立山」

出席者 :29名 委 任状40名
小川副会長の司会により、中原会長挨拶、議長に中原会長が選 出
され、以下の議事が進行 され、議案は賛成多数で承認 された。
・役員紹介及び任務分担
。第 1号議案 1996年 度活動報告 (山田理事)
収支報告 (東理事)、 会計監査報告 (安藤理事)
。第 2号 議案 1997年 度活動計画案 (山田理事)
予算案 (東理事)
引き続 き、U I FA12回 日本大会実行委員長 (松川淳子氏)よ り、
大会準備の進捗状況報告 と多 くの方 々への協力要請があ った。
ー
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ス院長 堂 園 涼 子氏
講演会 講 師 イン
参加者 34人 (非会員含)
堂園先生は神戸での体験、震災 5日 目に リュックに医薬品を詰め

医 と建築の共生
渡辺喜代美
ー
・
・
「
婦人科医院 イ ンタ ナショナル メディカル クロ ッシング ・
オフィス」院長の堂園氏は、サポー ト神戸を起 こして活躍 した行動
派である。 「
女性であ って、婦人科医であれて本当によかった」と
思いなが ら医師のネットワー クを広げ、患者の立場 に立 った地球規
模の総合医療が目標であるという。 さわやかな、意志を込めた講話
は分野をこえた議論が必要なことを呼び掛けたと思 う。医師か ら見
た建築家への問題提起をすなおに受けとめ 「
女性であって建築家で
あれて本当に良かった」といえる活動を進めたい ものである。
当日は堂園氏の友人でハ ワイの クィー ンズ病院のプ レジゼ ン トの
Ms Vivian Ho氏 とア メ リカのマネー ジメン トの教授 の Ms」 ean
Renshaw氏 が来 日中で、医 と建築の交流に興味を示 して会場にきて
くれた。そ して、建築家 と医師の交流にエールを送 って くれた。堂
園氏のネ ットワー クの一端が見えて楽 しいものであった。Ho氏は、

込み、現地について避難所に診療所を開設。被災者達 の緊急必需品

病院建築 と医療は深 く関わっていると考え実践 もしており、堂園氏
の医への姿勢 に共感 し、世界ネットワー クの一端を担 い合 っている

を送 り続けるために支援団体を設立らそのあと更に避難所の人達の

ようであった。

要望で 1年 間 も診療を継続。被災状況や人 々の活動のスライ ドと共

堂園氏の建築家たちへの提言を受け止めなが ら、この 日は高橋公

に、 「
最悪の状況の中で、善意の人 々、心優 しい人 々との多 くの出

子先生の通夜の 日と重なって喪服の目立つ懇親会会場は健康管理 と

会 いに感動 したJと 語 られ、その こと自体に深い感銘を受ける。

日本の医療制度に話がおよんで意義深 くも深刻な雰囲気であった。

International Medical―
Crossing Office」
先生のオフィスは 「
ー
と名付けられている。様 々な科の ドクタ との クロス、外国の人 々

総会、講演会の感想

との クロス、西洋医学 と東洋医学の クロス、ド クター とクライアン
トが心 を通わせる交差点。 というコンセプ ト。
スライ ドで紹介 された先生のオフィスは、いずれ も明るく、先生

II麻
矢り
紀子
今年に入 ってUIFAに

入会 しました。皆様それぞ

れの分野で活躍なさっており、年齢を感 じさせない若

の心配 りとこだわ りが、絵 ・家具 ・ドアノブにいたるまでそこか し
こに見 られる光 と暖かさに満ちた空間。キーワー ドは 「
誰の為 に何

さと行動力に、大変刺激 されております。

の為に」 「
何時 も考えていると良い医療が出来る。建築 もそ うで し
ょう?」 との言葉に一寸 ズキ ッとする。外国の 2病 院での体験 も、

か りました。ただ私のような学生がまだほとん ど入会

日本にはまだ見 られないケアや、安堵できる明るい空間の紹介等学

思います。

前回の総会では、UIFAに

おける活動の全般が分

していないようなので、 もう少 しU I F A の

活動が広がれば良いと

ぶ ものが多かった。人 として何が大事なのか深 く考えさせ られた素

私は現在、横浜国立大学環境工学研究室で修士課程の 2年 です。

晴 らしいお話の何分の一 もお伝え出来ないまま、先生の標語 と結び

幼 い頃か らバイオ リンを習 っていて、常に音 に囲まれた生活の中で

の言葉を紹介させて頂 く。 「
涼子の 3A一 Accept,Admit,Admire」

育 って きました。 よって音に関 しては以前か ら深 く興味があり、現

「
忙 しくて も健康について自己管理が必要。休む ことは義務であり

在は音 と緑の関係、喧騒感緩和効果等の研究を行 っています。 日本
大会でのテーマが環境共生 ということで、研究 と関わ りのあるテー

責任で もある。 自己判断せずに自己管理を !」 (堂 園 先生 の 著書
「
更年期か しら」は該当年齢外の方 にもお薦めです)
懇談会 司 会 板 東みさ子
ハ ンガ リー、神戸等の個人報告 も交えなが ら歓談。17:00終 了。

マで大変楽 しみに しております。
今回は講演会の感想 ということですが、お話の中で印象的だった
のが、誰の為 に、何の為に行動するのか ということです。研究を行
うにあたって、つい狭 い観点か ら物事を見て しまい、研究の目的を
忘れがちになることが多いので、 これか ら行き詰 まった時な ど一歩
踏み止 まって先生のお言葉を思い出そ うと思 っています。 また医療

この会 に同席 し、 ご挨拶下さ

の面だけではな く、医療室の内装などにも気が付 くのは女性な らで

ったハ ワイの ビビアンさん、

はの事 だと感 じました。

サ ンデ ィエゴの ジェー ンさん
等 と堂園先生 (左端)

今後自分 自身が女性 として建築の道を進むに当た り、女性な らで
はの能力を生かせるよう頑張ろうと思います。

■ U:FA第

12回日本大会実行委員会報告

総務 ・財務部会

園田員理子
・
総務 財務部会では、会議開催に向けての万全の準備 と本番での
円滑な進行をめざして、 メンパーー同、役割を分担 しなが ら、かつ

お

もてな し部会

正宗 量 子
ー
火星 に探査車 ソジャ ナが着陸する時代。宇宙規模で ものを考え
る視座をわた し達に示 して くれたような気がする。そんな折 りに私
達は、21世紀の扉の前に立ち、民族や宗教、イデオロギーの違 いは

相互に連携 しなが ら、精力的に作業を進めています。
主な担当分野は、会議に向けての予算 ・スケジュールの作成、ま

あって も 「
建築 と女性」の絆で結ばれた世界のUIFA会

員を日本

た何よりも重要な支援体制の確立 と中で も特に難 しい資金の手当、

に招 くのだ。 「日本にきて本当に良かった !」 と喜ばれるお もてな

それ と各部会別で進め られている作業が無駄な く積みあがるよう、

し。 「日本のこころ」をどう伝え どうもてなすのがベス トなのか、
第 2回 ワー クシ ョップ 「
お もてな しグループ」で提案され、検討 し

相互の調整や連携を行 うことです。 しか しなが ら、 どれ一つ とって
も、初めて体験することが多 く、毎回、集 まるたびに侃 々誇 々議論
を しなが ら作業を進めてい ます。
支援体制の確立については、赤松名誉顧問か ら会場確保を初めと

た懸案を基盤に実行委員会を重ねている。役割 と範囲、会議場見学
とそのアクセス、宿泊の選定、エ クスカーション、ポス トコングレ
ス案の検討、パーテ ィやイベ ン ト、 コングレスバ ッグ、おみやげ、

して多大なご支援をいただ き、 日本建築学会、 日本建築士会連合会、

食事やお弁当内容等細部にわた り資料やカタログ等を収集。見、味、

日本建築家協会、東京都、東京建築士会か ら既にご支援等の快諾を
いただき、近 々、建設省、横浜市か らもご支援いただけるよう、手

魅せるため私たちの五感をフル活用 しておもてな しに備え担当を決
める段取 りだ。エ クスカー ション (日帰 り小旅行)は 二 日とり、一

続 きを進めています。

日目は横浜三渓園、午後鎌倉を案内。二 日目は、富士箱根国立公園

また、ちょうどこれか ら資金集めの具体的な活動 を開始する予定

を計画 している。ポス トコングレスは、京都、奈良、神戸を中心に

です。一部、既に ご挨拶に伺 った り、助成金の申請等 も開始 しまし

新旧の町並み、住 まい、庭園な ど、 日本人がいかに知恵深 く自然 と

た。 まさに暑い夏にな りそうですが、会員の方をは じめ、 ご関係の
方 に一層のご協力を仰 ぐことがで きればまことに幸いです。

共生 しつづけてきたか、宿命のような災害にも負けず築きまた復興
するエ ネルギーのあ りの ままの姿 も見ていただ きたい。 9月 か ら1

さて、広報部会が作成 されたUIFA JAPONらしい涼やかなlst.サー

年間英会話を会員のキャロル ・マ ンクさんにお願 い した。イベ ン ト

キュラの効果 もあって、毎 日続 々、海外か らの参加申込み も届 いて
います。参加 メンバーが増えれば、それだけ会議 も活発にな リー層

は是非 とも会員の秘芸に したい。会員全員がお もてな しの心で参加
していただきたい し、ぜひご協力 くださるよ う皆様にお願い したい。

有意義な ものになると思われます。参加者の拡大や会員の増強に向
けてのご協力 もよろしくお願い します。
プ ログラム ・会場 口展示部会

山田規矩子

略 してプログラム部会 と称 していますが、正式な名称はプログラ
ム ・会場 。展示部会です。つ まリプログラムの作成、会場の確保 と

すまいをめ ぐる女性
■ 「
―女性建築家の戦後史 を辿 りながら一」の発行 今 村
芳恵
韓 日交流セ ミナーに端を発 し、研究に取 り組んできました 「
すま
一
一
いをめ ぐる女性 女性建築家の戦後史を辿 りなが ら 」の報告書が
完成 し、間 もな く発行の予定です。 この研究は、平成 8年 度 財 団

会場で行われる様 々な行事の会場面でのサポー ト及び展覧会の実施

法人東京女性財団の研究助成金を受け、昨年12月か らは、中原会長、

という、まった く異なる 3つ の業務を行 う事を目的 とする部会です。

イリ￨1副
会長の指揮の もと、中善寺紀子、田中厚子、今村芳恵が編集

現在のメンバ ーは 6名 ですが、業務の内容か ら見て、 6名 では大変

担当として加わ り作業を進めてきた ものです。報告書 の 目次構成は

難 しく、あと3〜 4名 、参加 して くださる方が欲 しいところです。

以下の通 りです。

プログラムに関する現在の進捗状況は、大会の日程 (9月 2日 か
ら9月 6日 の 5日 間が公式行事、 9月 7日 か らは自由参加のツアー)
及び公式行事期間の大会行程の大枠が決まったところです。
2nd.サーキュラで、世界に向かって発表論文のお願いをする事に
な りますが、発表の際その内容によって大 きくグループ分けが出来
るように、今回の大 きなテーマを もう少 し細分化 したテーマ設定の
作業を行 っているところです。
会場 については、lst.サーキュラで皆様にお知 らせ したように、
メイン会場は、国立オ リンピック記念青少年セ ンターをお願 い して
あります。横浜会場は、ラン ドマー クタワー内のラン ドマー クホー
ルが仮押さえ、 という状況です。展覧会の会場は、お願 い している
有力候補はありますが、まだ正式決定に至 っていません。
展覧会の展示の内容は、世界中のUIFA会

員か ら送 られて くる

作品が主な ものにな りますが、他に日本的な建築材料の展示等 も合
わせて検討中です。

◆本文 ◇ は じめに
◇急増する建築系 コースの女子卒業生
◇住宅建築 と女性建築家の仕事
(1)第1期 戦 後民主主義の機運 と 「
主婦」の登場
ー
ー
ロ
(2)第2期 家 庭のプ デ ュ サ としての主婦
13)第3期 高 齢期の女性への対応
◇おわ りに
in」
◆Postwar History of Female Architectsapan
―
HoT Changes in Housing Reflect the Evolving Roles
of Wonlen in the Family and Society―
UIFAハンガ リー大会で発表 したときの英文原稿)
(1996年
◆年表 「林 ・山田 ・中原設計同人」の活動 と、UIFA会員の方 々
から提供頂いた作品などを軸に、女性の視点か ら戦後の建築 と社会
の動 きを捕 らえた貴重な資料です。事務局 まで是非お申込み下さい。

■ ドキュメント3 ‑第 12回UiFA日 本大会に向けて (1997年3 月20日〜1997年7月 5日 )一
3月20日 (10時〜12時)第 1回実行委員会 ECOプラザ。21名。
6月 26日 オ リンピック記念青少年総合セ ンター大枝係長 と会談
ピッ
4月 7日 国 立オリン
ク
記念青少年総合セ ンター見学 (2回 目)

(中原 。他 6名 )。
建設通信新間に第12回日本大会の紹介記事の掲軌
6月 28日 (2時 〜 5時 )第 4回 実行委員会 オがライン
テリ
ア
館。18名。

UIFA第12回日本大会への東京女性財団助成、不合格の通知。
ム
4月 26日 (2時 〜 4時 半)第 2回 実行委員会 オ
カ
ライ
ン
テリ
ア館。18名。
総務部会第 2回 (4/2)寄付、後援の依頼状況 と今後の予定。第 3回

総務部会第 6回 (6/3)当面の活動費の集め方、大会プログラム、後
ーキュ
ラ
援・
資金集め日程。広報部会第 7回 (5/31)lst.サ
翻訳内容、発送

(4/17)プログラム大枠、開催趣意書。プログラム部会第 3回 (4/22)
プログラム (日程 ・内容)4案 作成、発表テーマ。お もてな し部会

ー
ー
ル5000。
キュ
ラ印刷物仕上が り (封筒2000。
シ
lst.サ
先、日程6/20 1st.サ
ー
キュ
ラ1500。
参加希望票1500)。
第8回(6/22)日
本大会広告記事掲載検討。

(4/9)2柴又帝釈天 ・新木場。(4/11)三渓園 ・赤 レンガ倉庫群他視察。
第 2回 (4/15)東京 ・横浜のお もてな し。広報部会第 1回 (3/20)部会

ム
7月 5日 (2時 〜 5時 )第 5回 実行委員会 オ
カ
テリ
ライン
ア
館。18名。
川嶋 幸 江

体制、担当、lst.サーキュラ案、広報先 リス ト、第 2回 (4/6)lst.
サーキュラ案、広報先 リス ト、部会員の増強。第 3回 (4/19)lst.サ

■役員会の報告

ーキュラ原案、印刷 。発送 日程。
ーOZONE事 業部橋田氏 と会談。
セン
ン
5月 5日 柳 リピ
グ
デザイン
タ
ート
ボン
イサ
5月 8日 1997年 度エイ
殉レ
ポ
応募結果、助成見送 りの通知。

'て、海外交流の会の総括。
て
成研究に,ヽ
、第12回UIFA日本大会準備に

第 1回委員会(97年4月18日)役員9名出席。議題 :東京女性財団助
現ヽ
て、
第 2回 役員会(97年5月13日)役員11名出席。議題 :総会準備に
東京女性財団助成研究について、第12回UIFA日本大会準備について。

横浜市 との下打合せ (小渡 ・吉田理事)
5月 10日 日 本大会開催準備 ワー クシ ョップm2開 催。新宿 INAX
ショールーム会議室。 テーマ ・おもてな し ・宿泊。27名参加。

第 3回 役員会(97年6月18日)役員9名出席。議題 :総 会 の 総 括 、
東京女性財団助成研究について、第12回UIFA日本大会準備 について。

5月 13日 東 京都庁に後援願 いを提出。

■お知 らせ

5月 22日 Na23 UIFA」 APON newsletter特 別号 。大会趣意書を

第 2回 海外交流の会

共催、後援、協賛をお願 いする関連諸団体に送付(事務局)

8月23日 (土)午 後、今年度第 2回 海外交流の会。

ム
5月 31日 (2時 〜 4時 半)第 3回 実行委員会 オ
カ
ライン
テリ
了
館。22名。
お もてな し部会(5/22)新宿な どの宿泊用 カタログ収氣 (5/27)世田
ーキュ
ラ、広報
谷区の環境共生住宅見学。広報部会第 4回 (4/26)lst.サ

今回は結婚以前は建築の仕事をされていたとい う、ス リランカ大
使夫人をお招きしてス リランカの建築を紹介 していただ く予定。場

ーキュ
ラ
予算、 プレス発表検討。第 5回 (5/10。
会長 ・事務長参加)lst.サ
ー
・
・
のデザイン決定、用紙 色、記載文章 翻訳。2nd.サキュ
ラの日程検
ーキュ
ラ詳細検討。
討。第 6回 (5/30)lst.サ
プレ
6月 4日 大 会趣意書、建築東京抜刷を
ス関連機関(50社)へ送付。
'ヽ
6月 6日 東 京都後援名義の使用に
て、 5月 22日付承認の通知。
6月 17日 横 浜市へ協力依頼 女 性協会有馬会長、
高秀市長他 4氏 。
。
(中原 他 2名 )
6月 22日 lst.サー
キュ
ラ国内886。
海外305発 送作業 (広報部会)

所はオカムラの会議室、詳細についてはお知 らせを発送する。
第 3回 ワークショップの開催
日本大会公式行事の見学 コースの 1つ 一東京の街を大会のテーマ
に沿 って見る一、見学の拠点や コースの選択に皆様の意見を反映さ
せるためにワー クシ ョップを開催 します。多数 の方の参加を !
ー
ース
セン
9/6(土)lo時 東京利ン
ピッ
ク
タ
集合 10時 30分〜14時 墨田ヨ
、
世
ー
ショ
プと総括。
ッ
田谷コス
見学 14時 〜17時 上記会場にて7‑ク
大会に備え英会話を学ぼう !
大会の公式言語は、 日本語、英語、仏語の 3ヶ 国語。会員のキャ
ロル ・マンク氏に依頼 し、建築用語を交えた会議や対話 に必要な英

6月 24日 横 浜市中区役所にて、女性計画推進室岡本課長、建築
ム開催の会談 (小川 ・松川 ・他 4名 )
ウ
ポジ
課長脇田氏 と横浜公開シン

会話を 9月 か ら 1年間楽 しく学ぶ ことに決定。詳細は後 日。

■広報 だよ り
UIFA第

1 2 回日本大会 まで 1 年 l ヶ 月、実 行委 員長 は じめ各部 会

の メンバ ーに とって この夏 はさらにホ ッ 卜な季節 とな りそ うです。
"こ
のス ロー ガ ンの も と、担 当者 のみ な
日本大会を成功 させ よう
らず、会員 こぞ って 日本大会準備に参加 しま しょう。
担当 : 飯島、川l l B 、
渡辺、 柏原、 田 中、 大高、緑 川

