■主な内容
′
｀リアーはあ りませんか?
ド・ラ ・トゥール会長を囲む会開かれる
特集ザ ・イ ンタビュー ー 住宅産業研修財団理事長、生涯学習開発財団 松 田妙子氏 ―
小さなできごとから
会へ向けての大きな期待 と小さな野望
日本の心と木造建築 ― 自然 との共生 ―
「U:FA'98第
12回日本大会」への参加

UIFA大

ドキュメ ン ト7 ‑第

12回U!FA日

本大会に向けて ― (1998年01月24日〜1998年02月28日)

海外交流の会

■バ リアーはあ りませんか ?

■ ド・ラ ・トゥール会長を囲む会開かれる
去る 3月 22日 (日)来 日中の ド ・ラ ・トゥール会長をお呼びして、

準備着 々と進んでます。
・
・
3/22、ド ラ トゥール会長の訪 日は、慌ただ しく、 しか し大会
の打合せは詳細に渡 った。夜の歓迎 パーティの前、午前中か ら生活
UIFA'98の

半蔵門のX、くおか会館で会長を囲む会が開かれました。出席者は ド
・ラ ・トゥール会長 と通訳を務めて くれた北本さんのお嬢 さんを
含

構造研究所をお借 りして、松川実行委員長、中原会長、4り￨1冨
1会長
などが応対 した。 ド・ラ 。トゥール会長は、 日本大会の成功を心か
ら祈っており、打合せは様 々な範囲に及んだ。進行状況、東京の地

め24名、 しば し歓談の時を過 ごしました。
ド・ラ ・トゥール会長はUIAと 」 IAの 主催による 「
長野冬季
オ リンピック記念開催 セ ミナーJの 発表者の一人 として来 日された

図、言語の障壁への心配、見学等への注文、ホームステ ィ、招待者
リス ト、横浜 シンポジューム、パ ネ リス トの選考、さらには、 コー

もので、 「
長野は寒か った」とおっしゃってました。
ヨーロ ッパのUIFA会
員達は日本大会にとて も期待 していて、

ヒープ レイクのお菓子の有無 まできめこまかいご指導であった。

40人位の団体で来るつ もりだそ うです。 また、次回開催国が決 まっ

さて、大会への参加状況はまだ途 中の段階ですが、 5月 末の登録

てないのを気 にされて 「どこが良いと思 うか」とさかんに訊いてお
られました。候補 としてはヴェニス、ォース トラリア、 メキシヨ等
が挙げられているそ うです。ホームステイのホス トやホステスが何

の結果を待たず、すでに外国か らの登録が始 まっています。
日本の参加者の登録 も始 まっていますが、早期登録を進めて くだ
さい。 また、発表、展示 も準備 して下さい。
さて、外国か らのメッセー ジの中にアクセスフリーか否か、バ リ
アフリーかな どの状況を知 らせて との要求があ り、実行委員会では

語を しゃべ るのか ということも気 にされていました。
囲む会の前 には事務局 と ド・ラ ・トゥール会長 との最終打合せ も
行われ、会議の具体的な詰め も進みました。
翌朝帰国 ということであわただ しい時間を割いての一時で したが、

関係会場の調査を始めた。
本来 これ らの情報は第 2サ ーキ ュラーに載せる情報であったろう
と思 うがなかなかパ ーフェク トにはいかない。

ド・ラ ・トゥール会長 とな じみの少ない会員 も、その気 さくなお人
柄の一端に触れることがで きたのではないか と思います。

実行委員会の調査によると、対象 のホテルは車椅子対応はあって
も宿泊代が実に高 い。 またシャワールームに も問題はあ りそう。 ま

(東 由 美子)

た見学予定の各施設の うちアクセス不可 もあれば、人力要 といった
コメン トもある。世界 レベルでの評価はいかに。 日本の現実は世界
に通用する力Ъ 点検のチャンスと考えたい。
福祉の まちづ くり条例 もあって、公共施設は比較的整備が進んで
きているようだが、いづれに して も日本の状況は、河内美彦氏の著
バ リアフル日本Jの ようである。 ソフ トとハー ド
書にあるように 「
のバ リアをな くす !大会参加者の心 ある対応が求め られる。
(渡辺喜代美)
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特集ザ ロイ ンタビュー ー 住宅産業研修財団理事長、生涯学習開発財団 松 田妙子氏―
シリーズ第 4回 のザ ・インタビューは、住宅産業研修財団及び生

未来を背負 う青少年ではないかと思います。そのために造 り手 も住
み手 も、何のための住 まいかを考えて頂 きたいとい うのが、私の一
つのテーマです。

涯学習開発財団理事長の松田妙子氏です。霞 ヶ関の住宅産業研修財
団理事長室 にて、中原暢子会長、実行委員会の山本基観代、広報担

もう一つ、温暖化がこれだけ叫ばれて2012年には 6%に 削減 しな
ー
ければな らないと具体的に決めた訳ですね。残念なが らエ ネルギ

当の渡辺喜代美 と田中厚子がお話を伺いました。

消費の40%は 建築業界です。 ではそのために何をするかという時に
データがないのです。 ですか ら私は、温度、湿度、風、雪など全国
の気候の 600万のデータをインプ ットしてベ ースを作 りました。
中原 :気候にあった建築をつ くるためですね。
松田 :今 までのような、例えば金融公庫が全国を 6つ に区分け した
ものがあ りますが、あれはコス ト高にな ります。 日本の伝統的な建
築を見直すべ きだと思いますので、庇の長 さ、角度な どを配慮 して
ー
設計 しなければ駄 目だと思 うのです。 これか らは世界で も気候デ
中原 :UIFA国
す。UIFAは

タがつ くられるのではないで しょうか。
中原 :そのデータベースはいつ頃でるのですか。

際会議 にご支援を頂 きましてありが とうございま
1963年に設立 された女性建築家の集 まりで、80を越

える国の女性たちが、交流の場を もって共通の課題に取 り組んでい
こうということでやっております。今回の会議のテーマは環境です

松田 :あ と数か月です。それか ら、来年か らは、活断層や高低など
の地形についてのデータのソフ トを作ろうと思 っています。地域 ご

ので、今 日は21世紀の環境を どう考えるかを同いたいと思います。
松田 :今 、私は 2つ のテーマで、良い住 まいについて考えています。

とに景観や地質をデータ化 した ものはあ りますけれ ど、気候を加え

4月 中旬に刊行 される 「
家をつ くって子を失 う」とい う本を読んで

た ものはあ りません。津波や土砂崩れ も平均値をみれば大体わか り
ます。健康 と住宅 という面では、一寸贅沢ですがその土地にあった

頂 きたいのですが、 日本中流住宅史について、子供部屋を中心に書

木造 というのが一番いいで しょうね。豆腐に目鼻の建物は苦手です。

きました。郊外住宅、集合住宅、住宅設計競技、住宅博覧会等 も含

中原 :最初に建築に興味を持たれたのは、 日本の住宅の貧 しさをど

まれてお ります。 日本では良い家 とは何か ということや、何のため

うにか しようと思われたか らだ と聞きますが。

に家を持つか ということが明確でないのです。35年前に住宅産業に
関与 してか ら、ハ ー ドばか りみて ソフ トをおろそかにしたのではな

松田 :貧 しさと値段の高 さですね。 自分の家を持 とうと思 った とき

いか と危倶 しまして歴史を勉強 しました。確かに戦後瓦礫の中か ら

の素人ですが、村野先生や吉坂先生に特別建築士をあげようとか ら

スター トした当時は、政府の政策 もまあ良いのですが、例えば持ち

かわれた くらいです。誰のためにやるか というと日本のためと家族

家を推奨 したことが果た してよかったのか どうか分か りませんね。

のためですね。私 は人間が好きですか ら。そ して日本が好きです。

それ と同時に、最近の30年間はそれ以前の遺産を食べているだけで、
殆 ど住むための住 まいについて考えてこなかった と思 います。生産

日本をよくしないといけませんね。昔の町並みと、 日本の伝統住宅
を評価 したのは レイモン ドや コン ドルやヴ ォー リスですね。私の河

性を高め、洋風化を推進 してきましたが、その結果 として今の社会

口湖畔の別荘はライ トのスケ ッチで遠藤新がアシスタン トでつ くっ

状況が起 こったのではないか と考え始め、不登校、家庭内暴力の家

たのですが、自然に溶け込んでいます。昭和 7年 に建てた ものです
が、今で もしっか り建 っています。 ハー ドな面 と自然 との共生、そ

に、自分の年代の人達はどうするのだろうと思いました。私は建築

庭の実態調査を しました。驚いたことに、問題児を抱えている家庭
が全部ア ッパー ミドルクラス (中流の上)で す。69%が 持ち家で、

して家族の為の家 ということを強調 したいですね。それか ら、昔の

両親は高学歴、母親は専業主婦 です。昔は仕事をする女性がいろい

家 には規範がありました。躾があり、遠慮があり、それ らが形か ら

ろ言われた ものですが、今は違 います。高学歴の うえに暇ですか ら、

入 った無言の教育があ ったのです。男女平等の運動が起 こったのは

頭で っかちにな り、子供に煩 く指図 して しまうので しょうね。家は

明治か らですが、その頃はまだ昔か らの名残がありました。家族本

家族の幸せの入れ物 というのが私の命題です。それと家は子供の人

位や台所の改良はいいと思います。陽の当たるところに家族の部屋

新住宅」が
格形成の場でなければいけない。昭和58年と60年に、 「
ー トを特集 し
「
の
まいとは」というアンケ
あなたにとってす
建築家
ていたのですが、誰一人 として子供の人格形成の場であるとはいっ

というの もいいです。 しか し、 日本の住宅のすべてを否定 したのは

の間か ら玄関か らみんな要 らないと。玄関はな くな り、今では単な

ていませんで した。建築家は大 きな近代建築を設計 したいが、住宅

る靴脱 ぎ場ですね。

なんて所詮、 といった風潮がありました し、家なんて仮の住 まい、

中原 :玄 関 も作れない狭 さです。

という言葉 も聞きました。そ うい う気持ちが日本人の心の奥底 に潜
んでいるのかな と。21世紀を迎え ようとする今、一番大切なのは、

松田 :家 を所有 したいという気持ちも問題ですね。戦前は73%借 家

どうかと思います。古 い ものはすべて封建的 と全部切 り捨てて、床

で したか ら。 これか らは賃貸住宅を増や したほうかいいです。昭和
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47,8年頃に 「
所有 より共有へ 」とい うことをずいぶん雑誌な どに書

中原 それが今のご活躍に繋がっているのですね。

いたのですが、人はやは り家を もちたいのですね。

松田 私が子 ども達に言 ったのは、結婚相手を見付けるな ら差別を

中原 :今 また共有へ ということがいわれてお りますね。

しなしヽ
人に しなさいということです。

松田 :私は子供 に何 も残 さな くていいと思 っています。 自分の力で

渡辺 差別を しない人 というのは素晴 らしい哲学ですね。

生きる満足感の方が大事です よ。

松田 :建 築に携わる皆 さんには是非、 自然 と共生 して、C02削 減を

中原 :子孫に美田を残 さず、家をつ くって子を失 うな、ですね。

目指 した建築を造 って頂 きたい。 それ と家造 りを通 して人づ くりを
するとい うこと、そ して将来のエー ジレス社会を目指 したい。今ま

松田 :今の住宅で、ド アと鍵の問題がありますね。私は、自分の子
供を育てる時の改装で ドアはすべて引き戸に しました。車椅子 も入
るし、掃除 も楽だ し。それを住宅公団はプライバ シー という言葉を

で私はマ クロな視点に立ちなが ら小さな事をやるとい うスタンスで

使 ってみんな ドアに して しまった。私は個室反対論者ですが、最近
の住宅は、玄関か らパ ッと鉄砲階段で 2階 の 自室に行けるものが多

は50年後を見据えて日本は どうあるべ きか、 どうあって欲 しいかを
一
皆さんに考えて頂 きたいですね。 もし、50年前に 人で もそ うい う

いですね。私 は思 うのですが、子供が学校か ら帰 った時に母親の顔

事を考えた人がいた ら、今のような無様な 日本にはな らなかった と

を見ずに 2階 にあがって もらっては困 ります。それか らバ リアフ リ
ーの住宅について、95歳以上の方1可自人かを調査 しました ら、居心

思います。今、高齢化 と騒 ぐのな ら、熟年用産業をつ くればいい。

地のよい個室を一階にもらうことが必ず しも老人の健康に繋が らな

を大幅に上回 っています。 日本は分相応の国というものを考えない

いのですね。 また、階段が13段です と、滑 って落ちたときに下 まで
止 まりませんが、18段にすると楽です。そうい うことをクリエー ト

と、間違 って しまいます。皆 さんプロの女性建築家 として、マ クロ
に日本 はどうあるべ きかを考えて仕事を していただきたいですね。

しなければいけません。

線だけひいていればいいのではな く、国を創る、国をデザインする、

中原 :建 築家に対 してどん どん意見をいっていただき、今度の国際

世界をデザインする、そ して街を、家をデザインするとい うことを
お願い したいと思います。そ して一番の根幹は住 まいです。私はあ

やってきました。今、政府の政策は 5年 計画などといいますが、私

少子化 といいますけれ ど世界的にみれば世界が食べ させ られる人 口

会議の場などで話 し合 っていきたいですね。 さて、次なるご関心は

くまで も生活者であり、行動する人間ですか ら、私が勉強を始めた

どのようなことですか。
松田 :私の一番の関心は匠、技の世界です。前か ら気 になっていた

のは今 こそ歴史家の言葉 に耳を傾けるべ きだと思ったか らです。中

ので勉強 して書いてみようと思 っています。それか ら、加賀友禅の

で も昭和 3年 に 「日本の住宅」を書かれた藤井厚二さんには影響を

プロセスを昨 日見てきたのですが、 日本人の文化は高度です よね。
一
色に して もわびさびの色 とかね。それか ら私の趣味の つは料理で
す。20分で 9品 目とい うのを研究 しているのです。私は一食 に 9種

うけました。 それか ら女性では大江すみさんですね。
中原 :私 、その大江さんが創 られた家政学院におります。亡 くな ら

類食べ ることに していますので。

松田 :立 派な方に出会われてお幸せで したね。あの方の著書は皆読

中原 :生 涯学習開発財団についてお聞かせ ください。
松田 :エ ー ジレス社会を主張 しています。常に新 しいことにチャレ

みました。女性のた しなみを踏 まえた上でのプロですね。た しなみ

ンジし、 もう年 だか らなんて思わないよ うにする。それにはい くつ

主婦 として
たてますね。 そういうものだと思います。私は以前、 「

まで生きて、 どう社会の役に立 とうという決断が大事なのです。 も
う一つ、今、私はベ トナムの 160人の子 どもの母なのです。そ こで

の義務をどう考えますか」と質問されてびっくりしたことがありま

は教育ママをや っています。私は 3人 子 どもがお りますが、 どの仕
事よりも子育てが一番 うまかった といわれたことがありましてね。

好 きだか らやるのではありませんか。今は長幼の序なんていう言葉

一
子育ては母親の責任だと思います。 もちろん 人でいることもいい

70歳ですが、人は70になってか ら今までの蓄積の花が開 くのではな

のですよ、つ まらない結婚をす るよりもね。 もう亡 くな りましたけ

いか と思 っています。

あなたは女性だ
れ ど、私の母は津日の10期生で した。その母か ら 「

中原 :本当にそうですね。いろいろ元気が出るお話をあ りが とうご

か らといって無理に結婚す ることはありません。特別におな りなさ

ざいました。

れた時に立ち会いました。

というものは躾か らではな く、例えば尊敬 していれば自然に相手を

す。家庭のなかの仕事を義務 と思 ったことはありませんで したか ら。

もな くな って しまいましたね。私は90歳までプランがあ ります。今

(記

録、写真担当 :田 中)

い。」 と言われて育ちました。戦後アメリカに行 くことを決めた時
松田妙子 :

にも、 「
何か目的をもって行 きなさい。英語だけ上手 くな って も通

住宅産業研修財団理事長、生涯学習開発財団理事長

弁な どというものは賎業ですか ら」と言われました。人が言 った こ
とを伝えるだけでは、何の クリエイテ ィビティもない、 と。そ うい
一
う家に育ちましたか ら、男女の差別なんて 切あ りませんで した。

中原暢子 :
UIFA JAPON会長、東京家政学院大学教授、建築家

渡辺 :「 アメリカで恋 と仕事」というご著書を書かれていますね。
松田 :主人 という立派な人に出会えて幸せで した。
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会へ向けての大きな期待 と小さな野望
高橋 満 季

平井美蔓

「
今 日的で女性の会議 らしいテーマで面白そうだなJ 「 活動を

針の穴か ら天を覗 くとい うのはち ょっと大げさかなと思いなが ら。
昨年夏、 シニア対応商品 と深 く関わる機会があった。軽度の脳内
カレ
オ
サー
出血のため、歩行に若干後遺症が残 る程度の70代男性 (某ホ
)

始めたばか りの私 たちにはとて も参加は無理だ」所属する建築士会

か らの 自宅浴室の改修工事依頼である。ホテルマ ンとあらば、浴室
に関 しては一家言以上の ものを持 っているだろうと直観 しなが ら、

私の中で弾けた。

シエア対応浴室の特集雑誌を改修資料 として受け取 った。 そ してそ

この所、薬害エイズの問題、厚生省の老人福祉に絡む汚職、廃棄物

の掲載商品を各 ショールームで見聞 した。が、施工技術的に適応す

の不法投棄、 ダイオキ シン対策の遅れな ど、従来の仕組みや組織が、

る商品は皆無。つ まり2× 4工 法の 2階 に納 まるものがない。雑誌

今の社会問題を解決するために うまく機能 していないように感 じる
か らだ。私たち働 く女はなん とかその中で、ある一定の地位を占め

の役員より、UIFA日本大会の話を聞いた瞬間、 こんな 2つ の思いが、
さわ しいと思 うのは、 こ
環境共生 というテーマが女性 の会議にお、

情報はすべて戸建対応商品であった。 290Ellll以
内で浴室床下を納 め
一
ベル
の浴室床は得 られない。T社 にマンシ ョ
なければ 般床 と同 レ

たいと願 い、長年努力 してきた結果、彼 らの考え方やや り方を身に
つ けることになった。 しか し、一方で私 自身、企業に所属 していた

ン用ユニ ットバスの開発商品があることを知 り、施工態勢を含める
と、私には この 1つの場合 しか提供できない現実を知 った。 これを
選び取るか どうかはユ ーザー と当製品 とのイ ンターラクテ ィブな感

対立関係 と捉えるつ もりはないが、従来の仕組みや組織が、男性主

覚であるとして、T社 ラボにて施主夫妻 と現物を徹底的に検証する

導型社会であり、健常者主体、強者主体の社会であ った ことは確か

手続 きを採 る。そ して製品は美 しく現場 に納 まった。
ところが、ユーザーマイン ドにはすんな り納 まらなかった。 まず

だ (特に建築の世界は顕著だった)。 ただ、その仕組みが問題解決

洗場湯水栓のシニア対応取付位置は、下半身への思いや りか ら腰掛

い、私たち女性 自らが地に足の付いた考え方や意見を表明 し、かつ、

けを使 う高 さで、壁 に洗面器用台が取付けられている。洗場を広 く

それ らが現実の問題解決に生かされた経験を共有できる機会 として、

使 いたいので台 ・腰掛けとも取 り除きたいとの要望。湯水栓の高 さ

今大会の意義は大 きいと考える。そ して、私は、環境問題先進国の
発表は もちろんのこと、開発途上国の女性たちが このテ ーマに どの

時か ら、何か納得できない別の思いをかかえていた。男性 と女性を

に支障をきた している今、10数年前の男性主導の女性活用論 とは違

はと調 る私に 「
私はまだ腰掛けを使用せねばな らぬほど歳をとって
もいない し、不自由 じゃない。で も明 日には必要になるか もしれな
い」と笑顔のセ リフ。次はシニア対応設計の シャワーヘ ッド。肌に

ように取 り組み、 どんな発表を行 うのか、 とて も関心がある。

優 しく配慮されているためきわめて優 しい水圧になっている。夫妻

こだわ り、 日本固有の風土に根ざ した建築を守 りつつ、住み手 と共

共 々豊饒な毛髪を指 し示 し地肌 まで湯がまわ らないと嘆 く。 ごもっ
ともです と従来のマ ッサージシャワーヘ ッドに取替。そ して床仕上

に考える住づ くりをめざそ うとす る、会員約2000名の会だ。今年の

材の保水状態。排水 しきれない水が床面に残 る。 FRP樹

ところで、私の所属す る全 日本建築士会は、 『
木』 という素材に

秋、40周年を迎える。女性会員は、40名足 らず。そ して、女性 フォ
ーラムは、昨年の 9月 に産声をあげたばか りなのである。

脂型材石

目調の床パ ネルには細かい凹凸があ り滑 りに くさを足裏に感 じさせ

の参加 について少 し重い気持ちで、 「
検討 してみま
す」と答え、 メンバ ーの会合にはかったところ、想像以上に関心が
UIFAへ

るが、そのためにか、たっぷ りと盛 りあがるように保水す る。 この
問題はユーザー としては製品を引き取 ることは出来ないというとこ

高 く、その勢 いに押 されるまま、実行委員会に加わることになった。

ろまで発展 して しまった。 そのためT社 の技術陣に説明 と対処を求

このように、私は当初、自分や士会が主体的に関わることに消極

めたのであるが、床材の物性 と保水の関係については十分な説明は

的であ った。最近の会合でUIFAの

な く、暖房換気扇を取付ける対処 となった。

日本大会への参加について再度はかった ところ、士会のこだわって

気がつ けばバ リアフリーデザイ ンとい う言葉は既にユニバーサル

実行委員会の様子を報告 し、

デザイ ンに置き換え られ、生涯数 々のステ ップを通る人間のために

いる 『
木』 という素材は日本の誇るべ き文化であると同時に、環境
共生 というテーマに欠 くことので きない要素 と考え られるので、是

幅広い対応が求められている。人 とそれを取 り巻 く環境、社会、文

非、発表か展示で参加 したいとの声が強 く、早急に独 自の課題を設

化、精神の調和を考え直す時がきてい る。21世紀を目前に して環境

定 し、取 り組む ことになった。 これは、私の全 く想像 していなかっ

問題の比重が刻 々増 しつつ あることを実感す る日々。環境破壊 とい

た展開であ った。今は流れに逆 らわず、やれるところまでやってみ

う代償を払っての経済発展、ハイ レベルの消費 といった行為は熱帯

ようと思 っている。更に最近、私の心の中にある野望が芽生えてい

雨林の破壊 とオゾン層の変異による地球の温暖化を深刻な ものに し

たのを発見 し、驚 いている。 「この課題の研究活動を通 して、 まだ

ている。対立する関係にある経済発展 と環境保護を調和ある関係に

女性 フォーラムに関心を もっていない女性会員や、何ができるんだ

戻す方法論 としての、環境負荷を減 らすデザインの概念 〈サステ ィ
ナブルデザイン〉の実例 ―バイオスフィア 2・ プロジェク トー等を

と見ている多 くの男性会員に興味を持 って もらい、私たちの士会の

興味深 く見守 る昨 今である。

中にも、新 しい環境共生の風を起 こせたらJと 。
代表)
(全日本建築士会 女 性 フ ォーラ′、

(ア トリエ M)

‑4‑

■日本の心と木造建築 ― 自然との共生―

■ 「U!FA'98第

12回日本大会」への参加
宮本 伸 子

吉田 真 澄

FI《
ヒ
ル
は
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撃
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第 12回日本大会の開催 もいよいよ目前 となってきましたが、実行
委員会 につい先頃か ら参加 し始めた私には、何で も新鮮 という感 じ
で、かねてより苦労を して来 られた方には申 し訳ないのですが、今
の ところ楽 しみなが ら参加 させて頂いてます。国際会議は大仕事だ

[ilil][][li]を

i[::[[[￨こ

と、頭の中ではわかっていて も、いざ現実 となると本当に色 々あっ

1量 [11::i‖

夏休みラジオ体操」
頂いた本堂が現れる。石畳の境内の傍 らに、 「

て、結局、だれかが どれかを分担 して頑張ってやる必要 もあって、

と子供会の立て看板が立 っている。

そうい う意味では、まだまだ人手は沢山いるのだ !と い うことかな

木造数寄屋造 りの客殿 ・庫裏へ と向か う。水が打たれた路地の竹
一
垣の角を曲が り、数段 の石段を上がると、玄関の格子戸が 寸開け

と思います。

られている。

サポー ト役はもとより、発表や展示への参加、海外か ら来 られる方
への コ ミュニケーター、そ して一般参加な どな ど。何れの立場で も

ところで、会議への参加 にも色 々あって、実行委員を初めとする

一
案内された部屋 には、 昔前の冷房のない日本の夏が待 っていた。
池のある中庭 に面 した窓には、簾が下が り、廊下の葦簾の夏障子か

問題 となるのは言葉で、語学音痴を自認する私などに何が出来るの

ら心地 よい風が、吹き抜けている。そ して、時間がゆっくりと感 じ

か ?と も思いますが、そこは度胸 と愛敬 ?で 乗 り切るのが肝要 と割

られる中で、御住職が心の こもったお茶を点てて くださった。

り切 っています。

今では失われつつ ある日本の伝統をできるだけ残 した、檀家や御近

ー
私が現在所属するのは、お もてな し部会。 まさにヒュ マ ンイン
ターフェイスで、いかにみんなが楽 しく快適に過 ごせるようにする

所の方 々のための、数寄屋造 りの客殿 と、 これまで と変わ らない生

かというのが、最大の課題だ と思います。言葉 も大事 (ちなみに例

私への依頼は、 このお寺の歴史 ・環境を継承 し、木のぬ くもりや、

の英語研修に参加 していますが、 4月 位か らは もっと生徒が増えて、

活ができる庫裏を増築 したいというものであった。
頑固なまでに、昔なが らの質素な生活を続けている御住職 は、多

色 々なモデル会話ができた ら良いと思います)で すが、筆談、百面

少の不便 さは感 じることはあって も、そのことと交換できない大切

相での談、ボデ ィラ ンゲ ッジ、 とにか く伝え られれば、50点は もら

な日本の心を守 っていきたいと思 ってい らっしゃるのだ、 と強 く感

えるのでは。そ して何よりも大事なのが、 もてな しの心なのではな

じた。

いで しょうか。例えば、料亭の女将さんの心意気、茶事を催す亭主

確かに、 日本人 らしい、季節の移 り変わ りを生活の中で愛でる心、

の心栄え、そ こまではいかないか もしれないけれど、我 々会員みん

やさしい繊細な気配 りで客をもてなす心、家族や近所の人たちを敬
い、暖か く見守 る心、 日本の文化 ・伝統を受け継 ぐ心、物を大事に

なの真情が伝わるように、企画は綿密 に、実行は柔軟 に というのを
モ ットーにいければと考えています。

する心を、現代社会 ・生活において、音のよ うに伝えてい くことは

もうひとつ、展示 と発表については、東京建築士会女性委員会の
ひとりとしての参加を予定 しています。 この発表は、基調発表 とい
うことになりました し、大会のテーマを念頭におき、10年以上にわ

むずか しい。
それか ら3年 、何 とか御住職のご要望に応えようと、秋田の杉や
一
吉野の檜な どの木材を探 し歩 く 方で、棟梁 ・職人の意見を聞きな

たる女性委員会の活動の歴史を振 り返 りなが ら、大都市東京におけ

が ら、設計に没頭する充実 した毎 日を過 ごす ことができた。

る人 と建築や都市の関係について、近年の活動を中心にまとめ、内
容を検討 しているところです。あわせて、初めて東京に来 られた海
ー
外の方 に、東京 という都市か らの歓迎 のメッセ ジと若千 のイ ンフ
ォメー ションになればとも考えています。

この仕事を終え、私が得た ものは大 きい。 これか らは、住宅の設
計において、 日本の気候にあった木造建築にみ られる、洗練 された
日本の意匠や技術、材料を伝えてい くことを通 して、 日本の心を、

国際」 と名の付 く財団にいなが
最後に蛇足ですが、自分 自身が 「

もっともっと大切 に していきたいと考えている。

ら、国際社会 とはメディアを通 じてのお付き合い しかないのが 日常。

本来、 日本人は、自然の恵みの中で、自然 との結びつ きを大切に

そんな人で も、 どん どん参加できると良いと思 ってます。

しなが ら季節を感 じ、文化を築き、自然 と共生 してきた。その 日本

(m国 際技能振興財団)

の心 を育てる環境作 りに木造建築があると言える。
21世紀に向かって、 日本の心を、そ して、 日本の風土にあった木
造建築の良さを見直す運動を進 めていけた らと思 っている。
(m吉 田デザイ ンコーナー)
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■ ドキュメン ト7 ‑第

本大会に向けて 一

12回UIFA日

(1998年01月24日〜1998年02月28日)

及び検討。プログラム部会(2/15)予
稿集、 スタデ ィツ ァ墨田、全体
的問題等打合せ。報告書 ・記録作成検討。(2/18)案内看板等、UIFA

1月 16日 ト ステム助成決定。
1月 24日 (2時 〜 5時 )第 12回実行委員会、オ
かライン
テリ
ア
館。21名。
ー
ー
レ
ュ
刊 との問題解決法、助成金、
ラ,サイ
総務部会(1/9)広 告、2nd.サキ

概要 ・歴史、等について検討 ・提案。お もてな し部会(1/26)歓
迎パ
ーティについて、都庁議会棟 1階 カフェテ リア 『
伊勢丹 プチモン

次のPcoの 決め方、等検討。 日本大会収支報告。広報部会 ・デザイ
ーキュ
ン部会(97/12/21)2nd.サ
ラ作業再開。(12/22)発送■夕整理作

ド』にて、打合せ。(2/9))横
浜公開 シンポジウム ・レセプションに
ついて打合せ。昼食 コー ヒーブレイク、各種 パーティ、 レセプショ

ーキュ
ー
ラ 日本語原稿鳳
キュ
ラ
業再開。(12/26)2nd.サ
(12/27)2nd.サ
ー
ラ 日本語原稿、登録票等確t (1/8)
翻訳開始。(12/31)2nd.サキュ

ン、エ クスカー ション、ポス トコングレスツァ、記念品、 コングレ
スバ ッグ等について役割担当報告 と細部提案。

表紙、紙質決定。(1/14)A5版
用封筒形式確定、発注。(1/16)翻
訳確
定。印刷部数 3千 部決定。広告掲載依頼文書確定。 プログラム部会
キュ
ラ最終校正チ ェック、今後のスケジュール、
第 10回(1/11)2nd.I―

■役員会の報告
第10回役員会 (98年01月24日 1針■13時50分)役 員 6名 出席。
第H回 役員会 (98年02月28日 12時〜13時50分)役 員H名 出席。

オープニ ングパーテ ィ内容等確認。報告書の作成、記録の作成、予
パ
ン (世田谷 ・墨田)等 検討。お もてな し部会(1/17)各
ディ
稿集、スタ
ーテ ィ、会議中のコー ヒープ レイ クと昼食、横浜 シンポジウム、東

■海外交流の会
―ジルケ ・フォー トクさん ・六反田千恵さんが語る

B、 ポス トコングレスツ ァ、記
京湾 クルーズ、エ クスカーションA・

「ドイツの まち 。日本のまち」 ―
"
9月 のUIFA日本大会のテーマ 環境共生時代の人 ・建築 ・都市
に沿 って、 3回 のテーマ強化 シリーズとしての勉強会を計画 してい

念品、 コングレスパ ッグ等の内容の確認役割等検討。(1/19)NEC本
17/等美濃部商店にて打ち合わせ。
′
ス
念品、コン
グレ
社見学。(1/26)記
1月27日 ユ ニオ ン財団助成申込。
1月28日 2nd.サーキュ
ラ印刷上が り。UIFA'9第12回日本大会 につい
て、事務局 にて記者発表会。48社へ案内送付。出席 9社 。1/29掲載、
建設工業 ・建設産業 ・建設通信。2/5掲 載、建設通信。2/18掲載、
日本経済新聞。

ます。その第 1回 く都市 と環境〉編 として、杉並区役所都市整備部
で、博士論文執筆のため研修中のジルケ ・フォー トクさんに、お話
をお願 い しました。た くさんの配付資料を用意 されて、OHPを

利

用 しての ドイツの都市計画システムの説明。 日本の住居地域に該当

ー
1月29日〜 2月 3日 2nd.サ
キュ
ラ発送。

地域の住宅の配置の仕方の決 まりの説明は、 日本 との違いが際立っ

2月 5日 都 市計画学会 (戸沼幸市会長)後 援許可。
2月 9日 横 浜記者発表。朝 日新聞田園支局 。
神奈川新聞出席。

ており興味深い もので した。 スライ ドによるボンの街並みや広場の
紹介、 日本の街 との違い等。又初の試み として、 コメンテーター と
の トー クを後半に計画 し、春 日部市の都市計画マスタープラン策定

2月 27日 2nd.サー
キュ
ラの申込書の返送が始 まる。
〜
2月 28日 (2時 5時 )第 13回実行委員会、オ
がライン
テリ
ア館。33名。

委員会の委員で もある六反田千恵さんにお願い しました。

"
まち

総務部会 収 支報告、全体スケジュール、分担変更 と確認、pco越

について もドイツと日本の考え方の違いが、浮 き彫 りにされた トー

前氏の提案書 と見積、広告掲載申込みの進捗状況等の報告。横浜担

クで した。参加者22名。

当部会横浜市民公開シンポジウムの提案。広報部会(1/28)東
京。
(2/
9)横浜での記者発表へ 出席。学会 ・協会 ・専門団体等機関紙への記

2回 く人 と環境〉編、 7月 には

事掲載依頼報告。

第 3回 〈建築 と環境〉編の勉強

なお、 5月 9日 (土)に は第

ー
ヽ
′
デザイン部会 大会ボ
スタ
ス
グレ
ッ
グ、
、
風 呂敷、コン
展示会場用看板等提案、

会を計画 しています。

■広報 だよ り
さ くらの花 ひ らき、 うれ しい季節 に な りま した。 い よい よU I F A ' 9 8 の

準 備 も佳境 に入 り、

実行委 員会 の 皆 さん も熱 が入 って きま した。
一 方、理 事会 は、 6 月
の総 会準 備 に入 って い ます。 開催 は、 6 月 1 3 日 ( 土) で す。 日程 に入 れ
て下 さい。
今号 の ザ ・イ ンタ ビュ ー は松 田妙子 氏 。 ほ ん とうに7 0 才です か と聞いて しま った 。心 の若 さ と
エ ネルギ ー に あも、れ、 エ イ ジ レス社会 へ の 先 頭 に立 つ シャネル ス ー ツの似合 う素敵 な方 で した。
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担

当 : 飯 島、 川嶋、 渡辺 、 田中、大 高

