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■ 記念講演 「 岐路に立つ建築」
―持続可能な社会に向かう建築の道筋 ―

長 中 原暢子

今年 も6月 の第 2土 曜 日 (13日)に UIFA」想ONの第 6回 総会が砂
立山」で開かれました。会員の皆様のご
防會館別館 3階 の会議室 「

建築家で、滋賀県立大学環境科学部環境計画学科の教授を してい

協力を頂 いて、 ご出席の方 と委任状を頂 いた方を合わせて、正会員

らっしゃる林昭男先生をお迎え して講演をうかがいました。今回の

の 2分 の 1以 上にな りましたので、会則 どお り無事 に議案の審議に

講演は、UIFA日
本大会 まであと2ヶ 月 と少 しという大切な時期
ー
に、大会テ マである 「
環境共生時代の人 ・建築 ・都市」について、

入ることが出来 ました。
少 し総会議案書について御説明いた します と、第 1号議案では、
UIFA JAPONの1997年度の活動報告、一般会計収支報告、特別会計収

広 く私たちの知識を深め、共通の認識を持ち、 また共に意識を高め

支報告、会計監杏報告を、第 2議 案では、1998年度の活動計画案、
一般会計収支予算案、特別会計収支予算案の ご審議を、第 3号 議案

①岐路 に立つ建築

ていこうという意図で、総会の後に実行されました。

(Architecture at the crossroads for a Sustinable future)

では、役員の選出をいた しました。各議案は各 々、 ご出席の方全員

1996年6月 、建築家の世界大会がシカゴで開かれ、その時のテー

のご賛成をいただき、原案通 り議決されましたことを ご報告 いた し

マが 「
岐路に立つ建築J、 持続可能な未来をデザインすることだっ
た。 この時の中心人物はスーザ ン ・マ クスマ ンとい う女性建築家で、

ます。
12回日本大会が開催 されま

大変熱心に会議は進 め られた。

すので、松川実行委員長 より、大会開催準備の進捗状況についての

また今年は特別で、 9月 にUIFA第

②サステ ィナブルデザインとは

説明がありました。 6月 4日 現在で29ヶ国162名 の参加登録、 アプ

環境倫理に根ざしたデザイ ン思想で、環境への負荷をつ とめて少
な くすることで、そのため循環系サイクル、自然エ ネルギーの活用、

ス トラク トの投稿21ヶ国62件、収支予算¥3,700万程度 これな らなん
とか国際会議が開けそ うだ という大変明るい報告がありました。世
界か らの反響 と期待が大 きいことに も驚 く一方、皆様のご参加が最

過度の成長の抑止な どに配慮するものである。

大の頼 りでありますので、 どうかお誘い合わせの上参加登録下 さい

③サスティナブルデザインの事例 :見えてきたい くつかの道筋
ースポー
(1)屋
久島モデル、(21tt田
谷区 ・深沢環境共生住宅、(3)ア

ます ようお願いいた します。

ト (東京ガス、港北ニ ュータウンビル)

この後の記念講演につ きましては、次の報告におゆず りす るとし、

④ スライ ドによるサスティナブルデザインの実例の説明

お話をうかがいながらも、 9月 の 日本大会のことばか りが気になり

(吉田洋子)

ました。最後はなごやかな懇親会で、総会を終わりました。
日時

1998年 6月 13日 (土)13:30〜 17:30
立山」
場 所 砂 防會館 (シ ェー ンバ ッハサボー)3階 会議室 「
出席者 総 会31名 委 任状53名
記念講演会42名 (会員37名、非会員 5名 )
懇親会34名 (会員31名、非会員 3名 )
総会会場
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林昭男

■ U:FA第

12回日本大会参加登録中間報告

9月 に開催 されるUIFA日本大会への参加登録は、予想以上に多数の申し込みがあり、実行委員一同嬉 しい悲鳴をあげています。 この、た くさ
んの国 々か らやって来る友人たちとの友情を深め、真剣に議論 し、 より良い成果を生み出 したいものです。

襲

1998年 6月 25日現在の参加国
地図番号 1.英 国 (アプス トラクトのみ) 13.ス
2.デ ンマー ク (2)
14.ク
3.ベ ルギー (6)
15.プ
4.フ ランス (7)
16.ル
5.ス イス (3)
17.ト
6.オ ース トリア (1)
18.イ
7. ドイツ (10)
19.イ
8.ハ ンガ リー (2)
20.チ
9.ポ ーラン ド (3)
21.コ
10。
ラ トビア (2)
H.フ ィンランド (1)
12.スウェーデ ン (1)

22.ナ
23.ロ
24.カ

ロベニア (2)
25.イ
ロアチア (2)
26.中
ルガ リア (4)
27.韓
ーマニア (5)
28,日
ルコ (アプス トラクトのみ)
29,マ
スラエル (1)
30.オ
ラク (1)
31.カ
ュニ ジア (1)
32.米
ー トジボアール (1)
33.ア
イジェリア (アプス トラクトのみ) 34.プ
シア (2)
ザフスタン (1)

( )中 は参加人数

ン ド (1)
国 (4)
国 (3)
本 (117)
レーシア (1)
ース トラ リア (2)
ナダ (1)
国 (8)
ルゼ ンチン (アプス トラク トのみ)
ラジル (2)

・都市の中の小スペースや、道路などの環境共生的提案

6月 25日現在のアプス トラクト投稿件数は、72件 (うち日本か ら
35件)で 、国数は22カ国です。韓国、米国か ら4件 、 アルゼンチ ン、
ルーマニア、ド イツ、中国か らそれぞれ 3件 、オース トラリア、ポ
ーラン ドか らそれぞれ 2件 応募 されています アプス トラク トの
。
内

。まちづ くりの事例
。女性の建築家のこの分野における役割についての もの 等 等
いかに もその国な らではの内容や、発表の仕方を工夫 した ものが

訳は、A.人 と環境13件、B.建築 と環境32件、C.都市 と環境23件、

含まれていて、様 々な視点か ら環境 と共生を捉えることができそ う

D.その他 4件 です。

です。

分野別に見ると 「
人 と環境」関連が少ないとはいえ、バ ランスよ

また、展示登録件数は、 6月 25日現在パネル44件、模型 5件 です。

く集 まっています。それぞれの発表のテーマを、大 まかに分類 して

国男1にみると、 日本35件 (内模型 4)、 ド イツ、中国が 3件 。 スロ
ベニア、プラジルが 2件 、韓国 2件 (内模型 1)、 ベルギー、ハ ン

みました。
・ライフステー ジと環境に関連するもの

ガ リー、イ スラエル、 ラ トビア、 クロアチア、米国か らそれぞれ 1

・バ リヤフリー環境、福祉のまちづ くりに関連するもの

件です。

。建築の地域性に関連するもの
。自然環境 との共生に配慮 した設計事例

私たちの会議か ら、明 日の地球は見えて来るで しょうか ?… …皆 さ

この世界中か らの反響を励みに、あと2ヶ 月を乗 りきりましょう。

・建築や都市の保存、再生、再利用に関連するもの
。安心、安全のまちづ くり関連

んご参加 ください !
(田中厚子)
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■プログラム部会 からの報告
発表 :5月 末がアプス トラクトの応募締切 だった。 6月 9日 の集

■ おもてな し部会 からの報告
"と
は、よくぞ名づけた ものだ と思 うが、第12
おもてな し部会

計で応募 アプス トラク ト数は67編。集計後 もまだボツボツと応募が

回日本大会 も秒読み段階にな り、是非皆様にもてな しの心 とその意

あり、最終的には80編くらいにな りそ うである。予想の倍近 い。
一方、大会のスケジュールの中での論文発表の時間は合計 9時 間

味について、考えていただきたいと思 います。 この大会を陰で支え、

半、570分 である。時間の枠の中で、可能なかぎり多数の方 に発表

成功に導 く鍵を握 っているのは、おもてな し部会員ばか りでな く、
UIFA」APON会員一人一人の心か らの接 し方、つ まり心構えが、いか

していただ くにはどうすれば良 いか。今、 プログラム部会の担当 メ

に世界の友人に与える日本の印象を左右するするか ということを理

ンバーが検討中の、大 きな頭の痛 い問題 である。

解 しなければなりません。世間では、人に対 して、自分の望む結果

論文発表は、いわば大会のメインの出 し物である。大会本番、ト
ラブルな くスムーズに論文発表が進行 してい くように、他部会の方

が得 られるように しむけることばか りを考え、 もてなすの意味を少

達 とも一緒に努力を したい。その為の前作業をぬか りな く、今行 っ

て も残念な ことです。 もてなす、つ まり 「
持て成す」には、様 々な

てお くの も、私たちの役 目である。

意味があります。意図的に、ある態度をとった り見せ掛けの態度を

しはきちがえ、接待する事に疑惑の念を もたれる風潮があるのはと

世田谷 ・墨田スタディツァ :世 田谷は、深沢環境共生住宅 と次太

とるとか、対応 してとりさば くとか…。 しか し、大切に扱い大事に

夫堀公園を見学 し、いらか道を歩 く計画である。墨田は、長谷川逸
子さん設計の生涯学習セ ンターを見学 し、京島地区を歩 く計画であ

し、歓待することこそがその極意に尽きます。深 い教養や性格か ら
醸 し出される心か らの歓迎態度で、私たちは皆に接 したいと思 って
います。お招き した世界各国の一人一人に日本の会員は、是非 もて
な しの意味をよく理解 してか ら、会議に、 スタデ ィツアーに、ポス

る。いずれの見学先 も約 160名の見学者が同時に訊ねる事は無理な
ので、見学者を 8つ のグループに分け、 まるでパ ズルを解 くように、
移動のスケジュールを作 っている。各グループには、グループ リー
ダー とサブ リーダーの 2名 の リーダー役の人をつ ける予定で、皆様

トコングレスにと接 して欲 しいと願わずにはいられません。

に リーダー役をかって出て下 さる方を期待 している。

に横浜部会が発足 し役割が細分化 された事は、大会内容の充実のた
めにとて もタイム リーな良い方法で した。そ して、お互いに情報交

前置きが長 くな りましたが、先般 より、お もてな し部会か ら、別

展示 :応募予約点数は、6月 25日現在でパネル44件、模型 5点 。
予想を大 きく越えている。現在展示担当 メンバ ーが、展示会場、新
宿パー クタワーギャラ リー ・2で の展示の レイアウ トを検討中であ

換 しなが ら大会中は助け合 う体制を組んでいます。
大会前 日や期間中の対応、ホームステイ希望者を何時、何処で、

る。展示会パ ーティは世田谷スタディツァの後に行われる。パ ーテ

どのように受け入れ引き渡すかの問題や、受入れ側の相性や、喫煙
者か否か、ペ ットの有無な ども考慮するためのアンケー トも作成 し、

ィには、スタディツァに協力 して下 さった、世田谷区の女性の建築

こまやかに対応するための準備 もしつつあります。歓迎パ ーティで

系職員の方 々にも参加 していただ く予定である。
オー プニングパーティー :世界の色々な国か らや ってきた女性建

は各参加国の歌や曲のバイオ リン生演奏を BGMと

築家達が知 り合いになる為の、ハ ンガ リー大会以来 2年 振 りの再会
を喜びあう人 々の為の、パーティーである。明るい、 フランクな雰

し、乾杯の日本産 ワイ ンの試飲食 も済ませ ました。 フェアウェルパ
ーティの会長による茶会協力者を募 った り、エ クスカー ションAコ

囲気のパーティーになることを願 って、計画中である。UIFA」APON

ースでは、国立能楽堂や第二国立劇場、女性の建築家作品 として林

会員による日本舞踊を、ア トラクシ ョンとして予定 している。
プログラム ・資料集の編集 :プ ログラムについては掲載する内容

雅子氏のStep見学交渉をすでに終え、食事 にはスキヤキかてんぷ ら
かなど予算 に合わせたメニ ュー決定段階です。 Bコ ースで も同様、

は決まった ものの、現在は論文発表の編成が最大の課題である。応

鎌倉八幡宮へのアプローチは海側か ら鳥居を潜って至 り、昼食は日

募総数が予定を大幅に上回ったため、場合によっては会場を 2ヶ 所

本の美味な小 さな会席弁当にな どと子細を計画中。 ポス トコングレ

以上に分けなければな らないことも考え られる。その場合プログラ

ス も同様、見学会や旅行社 との交渉を重ねた り、神戸の 日高、武野

ムの上での表現、会場、通訳の問題な ど検討項 目は多 い。

両会員 と連絡をとり、小林氏の レクチュアー関係、安藤忠雄事務所

資料集には世田谷、墨田、横浜のスタデ ィツ ァ、東京湾 クルーズ、
及びA・ Bコ ースのエ クスカー ションの見学資料が載せ られる。編

の交渉、淡路島や、酒心館の夜会計画を綿密に準備中です。

成はほぼ終わ り、 6月 末 までの予定で文章の作成に各担当者が当た

グレスバ ックは、デザイ ン部会の協力で作成中です し、格安な美濃

っている。その後翻訳→清書→印刷 の予定である。

部商店の協力体制下で、版下が出来次第発注すべ くスタンバイして

して流す準備を

大会の記念品風呂敷の中に入れる包み方の説明書 きの和紙や コン

いる状況です。お もてな し部会全員は、 日本の心をどのように伝え、

(山田規矩子、東由美子)

ありのままの現実 と、人、街づ くりと環境を通 した建築を、自然な
振る舞 いのなかで理解 し又楽 しんでいただ くために努力 しています。
そ して、何事 も事を成 し遂げるには、相互協力 と感謝の気持ちをも
ちなが ら事を運び、その感謝の心が、すべて もてな しの心に通 じる
のではないか と思 っています。私たちは、早や大会当 日に向けエ ン
ジンの回転数が上昇、既にスパー トがかか っています。 (正宗量子)
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ー ー 日本建築学会会長
尾 島俊雄氏一
特 集 ザ ・イ ン タ ビ ュ
い うイメージを もっておりましたので、あのように心を開いてお話

UIFA第12回日本大会を支援 して くださる方 々にお話を伺 うこのシ
リーズ、第 5回 目は日本建築学会会長の尾島俊雄氏です。学会の会
議前 のお忙 しい時間を割いて、東京会館喫茶室でインタビューさせ

になった ところが印象的で した。

ていただきました。インタビュアーは実行委員長の松川淳子 と広報

尾島 :建築学会は本来職能団体ではな く、文化を担 う役 目が中心で
あると思い ます。 しか し、気がついた ら特殊なグループの集 まりみ

理事の渡辺喜代美です。広報の田中が記録係 として同席 しました。

たいになって しまっている。僕等が学生の頃は建築雑誌が本屋の店
頭の一番 目に付 く所 に並んでいましたが、今はパ ソコン雑誌の下に
隠れて しまっている。
松川 :一般の市民 にとっては、住宅不足の時代を生きぬき、今は量
が満たされて、空間の質 に関心がな くなったように見えますね。
尾島 :僕は本当に関心がな くな った とは思いません。 ごまかされて
しまったのではないで しょうか。衣食足 りて住足 りず というか、住
環境は全 くひどい ものですよ。

界大会への建築学会のサポー トをありが と

うございます。 6月 中旬の時点で参加者 180人を超えました。遠い

松川 :住宅政策その ものが量を満たす ことを優先 させてきましたか
ら、一世帯一住宅が達成 されたときに豊かな空間が必要だといえな

国か らの参加者 も多 く、発表論文は60を超えてい ます。 とりあえず

かった。それは建築学会を代表の一つ とする専門家集団の怠慢 とい

好調で、 これ もご支援のお陰 と感謝 してお ります。 また学会の中に

う気 もしますが。

環境 と女性委員会」を設置 していただきました。 は じめに建築
も「

尾島 :そ うですね。 ターゲ ットが どこにあるかを言わなかったので

学会の環境共生に対す る取 り組みの現状をお聞かせ ください。

すか ら。

尾島 :日本建築学会は 112年前 に造家学会 として発足 しました。家

渡辺 :量か ら質への転換の時期に十分な議論を して こなかったよう

とは何かを考える前に、そこに住む人間を主体に研究する文化的理

に思います。

念があった。それが建築学会 と名称変更 して学術 ・技術 。芸術を統

尾島 :学会は大学 と共に行政の下請けを して しまったのです。本来

合する建築学会 となって、昨年 100周年を迎えて、創立時の造家学

はボランティアで、あるべ き理念を追求するはずの学会が、行政の

会の理念に立ち戻 りたいと考えました。人が主体で、自然 と共にあ

委託で税金を使 って研究するというような状態になって しまった。
行政はシビル ・ミニマムですか ら、現実に最低限の事でボ トムア ッ

松川 :まずはUIFA世

るはずの建築が、 この50年、完全 に近代建築産業の主体者にな って

プでプッシュしかできません。学会は文化、つ まり多様な価値観や

しまいました。学会は本当に人間のためにやってきたのかと、 もう
一度その存在の意義 と共に、行動規範 と倫理綱領を作 っています。
それか ら、 グローバル ・スタンダー ドの問題があります。 プロフェ

生 きる喜びといった ものを与えるプルの役割を しなければな らない。
そこに問題があったと思います。学会 と行政が一緒 になって復興 し

ッショナル ・ライア ビリテ ィが問われている時に、果た して 日本の

た時代は終わ った と思います。 もう、それぞれの役割を もって良い

建築家は国際的な レベルにあるのか、建築教育 は今のままでよいの

のではないで しょうか。今度の基準法改正で も、行政の ものとは違

か。今 日の 日本の都市では安 さして住み続けられる感 じが しません。

うアカデ ミック ・スタンダー ドをつ くろうと言 っています。 ミニマ
ム ・スタンダー ドがすべてだといって しまうと、建築界が一律 に規

ある豊かさを もったのは事実ですが、本当に市民は都市環境 に満足

格化 して しまう。

しているので しょう力Ъ 45代目の会長 として、根本的に考え直さな
ければいけないと思 っています。その第一歩 として、阪神大震災の

30%削 減の

行政、研究 ・教育機関、 フリーの建築家な ど様 々
な働 き方のメンバ ーがいて、大会では仕事の中で感 じた問題点や疑
問点を発表 しています。 トータルなプロジェクトの中か ら出た問題

提言、第二に国際的な資格制度の認定に取 り組んでいます。少な く

点を突き詰めてい くと、今後の提案な どが出てきます。細かな学問

とも教育訓練については学会が責任をもって、UIAの 基準である
5年 以上の大学教育を し、グローバル ・スタンダー ドに見合 った責

的成果にそのまま繋がることは難 しいとして も、視点を現場 におい
一番良いところだと思 っています。
ているというところがUIFAの

任感をもった建築家を育てるべ く検討 しています。学会は地球市民

尾島 :まさにそれが原点ですね。今改めて原点を言わなければなら

のための学会 として、支部支所毎 に自由会員を募 り、会員 と市民 と

ないほど、市民 と学会が離れて しまっている。

の話 し合 いを もとに問題提起 してい く方法をとり始めました。その

松川 :細分化 して積み上げた結果が現実にどう反映するかが見えに

際女性建築家会議)な の

くくなっているのが、今の問題ですね。だか らこそプ リミティブな

松川 :UIFAは

教訓か ら安全 と安心について建築基準法の改正に対する要望、第二
に地球環境 COP3に

対 して百年耐用の建築 とC02の

きっかけにな ったのが、UIFA'98(国

ことをや らなければと思 うのです。

です。特命属1会長 として平山先生が担当されています。
21世紀のエネルギー と環境」というシンポジ
渡辺 :先 日都庁での 「

尾島 :巨大化 した都市や完成 した産業界に生 まれてきた空洞化現象。
戦災復興、産業育成、職場確保、我 々は食べていかなければな らな

ウムのパ ネ リス トをされていた尾島会長が、 「
建築学会は変身 しま
ー
ピ
ルなさって
す」とア
、会場 が沸いていました。保守的な学会 と

いか ら、企業が必要で、企業のために行政が必要で、その効率化の
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ために一律な基準を創 り、産業界に寄与 した。そこに生活者 の視点

して、私は大分前にやめて しまったのですが、今 日の尾島先生のお

はなかったのです。女性は潜在的能力があるにもかかわ らず、企業

話を伺 って、また入ろうとい う気持ちになりました。離れて学会を

中心の男社会の中で、内面的なささえの役割 しかできず、今 日のよ

見ると、役所のように年功序列のようで、若 い人や女性に道が開か

うな男社会ができて しまった。

れていないとい う印象があるのですが。

渡辺 :必要な最低の基準 さえ もが男性社会の産業構成によってつ く
られて しまったのですね。道筋を間違えた可能性 もありますね。

尾島 :今 、潜在的能力 は女性に しかありません。男性は疲弊 しきっ
ていますか らね。学会 も女性のパ ワーを頼みにするしかない。 (笑)

尾島 :20年前 にシフ トすべ きで したね。

ー
渡辺 :女性は数では半分 として も社会的にはマイノリティ という

松川 :遅すぎたきらいはありますが、だか らと言 って放棄 して良い

複雑な立場ですが、生活者の視点を通 して、建築や都市に対する豊

のか どうか。女性の方 にも責任がありまして、社会的に責任のある

かなチャンネルを持 っているところが強みになるか も知れません。
尾島 :パ リ、ニ ュー ヨー ク、あるいはイタリアな どは町並みに密度

立場を引き受けることを避ける傾向があると思います。
尾島 :グ ローバル ・スタンダー ドか らは遠いですね。その意味で も

があ りますね。あの景観は男社会の産業だけでは造れない。多様な

直 しを しようとしています。学会が率先 してボランティア活動に対

民族、多様な性が必要です。文化は男だけではできませんか らね。
また、一人が造 った都市 は単調ですよね。それに対 し、 ヨーロ ッパ

するある種のステイタスを定着 させるように しません と。

や中国の都市は奥行 きがあります。歴史 と生活がつながっていて、

松川 :20年取 り戻せるか というのは大変な課題ですが、取 り組 まざ

家具や器一 つにして も重みがあって立ち止 まって動けな くなること

るを得ないと私 も思います。今、廃棄物 もス、くめて保存や再利用の

があります。今の 日本は走 ってばか りですか ら。立ち止 まって見る

ことを勉強 しているのですが、今 まではその対象 としてお寺 とか文

と、なんだ この浅い、奥行 きのない町は と思いますよね。その点日

化財 しか考えて こなかったのが良 く分か ります。住宅や駅や工場な

他
本の女性 はず っと男社会が造るものを立ち止 まって見ていて、 「

ど昭和初期の建物で生活に関わるものが、まだ東京にも残 っていま

に大事な ものがあるのに」と思っていたのではないで しょうか。そ

すけれ ど、あと20年 もしない うちに全部な くなって しまうで しょう。

れをい うと奥ゆか しくないといわれるか ら言えなかったのではない

日本は自分達の町を大事 に しない国だ と気が します。

かな。で も外か らみた ら、なんだあの国は、あの町は といわれて し

尾島 :さ っき造家学会の理念は人だ という話をしましたが、保存の

まうで しょう。

前にそ こに住む人達の訓練ができているか どう力、 使 い続ける人の

渡辺 :京都の町並みの中に建った新 しい建築を見にいった時のこと

生態連鎖ができているか、住み続ける家族がいるのか、 こうした社
会的ベ ースがあるか という問題があります。今は家族 も家 も使 い捨

ですが、路地で私が道を訪ねたおばあさんが、その建物を指 して、

てです。家族 と共に家 も存続 させなければな らない。家 より先に人

なにか目か ら鱗が落ちるような気が したのですけれ ど、物を造 る時

UIFA大

会を開催す るのは良いことです。学会 も教育訓練か ら見

「
なんであんな物をつ くられはったのやろね。」 と呟いたのです。

には町の奥行 きを理解 していないとそういう批判に繋が りますね。

間の問題が多いと思いますね。誰で も生活が守れるのであれば、本
ー
来は先祖が使 っていた何やかやが欲 しいですよね。 自分のル ツは
欲 しいではありませんか。 ところが今の税制では、情け容赦な く根

尾島 :そのおばあさん達は立ち止 まって生活 して良 く見ているか ら
アメニテ ィーを熟知 している。そこに変な ものができた ら我慢な ら

こそぎ持 って行かれて全てが消されて しまう。戦 うべ きは税制か も

ないので しょうね。おばあさん達が本来の意味でのタウン ・アーキ

しれません。

テ ク トなんです。

松川 :人 を大事にする ということを、逆手にとって悪用するきらい

松川 :UIFAに

がありますね。例えば地震に弱いといわれれば、団地の建替えに応
じて しまいます。行政が住民の当然の願 いを リー ドして しまうきら

尾島 :今、学会 も反省の時代です。過去を棄てるわけではありませ

いがあ ります。

いきった改革が必要です。先輩達の築 いた土台の上に立 って、渋柿

尾島 :そ れは産業界が行政を動か しているか らです。本来は学会が
産業界を リー ドすべ きなのです。 プ リミティブな ものが先 にあると

を甘柿にするには思い切 った接 ぎ木をする。その接 ぎ木をUIFA

い う、原点に戻 らなければいけませんね。 UIFAの

メッセー ジをいただきたいのですが。

ん し、先輩達 のなさったことは十分誇 りに思 っていますが、今、思

に期待 しています。
ー
松川 :素 晴 らしいメッセ ジをいただきました。今日はお忙 しいと

ように現場か

ころお時間をとっていただきまして、 どうも有 り難 うございました。

ら積み上げた意見が必要です。それに住民が共鳴 し、住民 が発言権

(記録担当 :田 中厚子)

を もって、行政に働 らきかけるとい うのが理想です。学会 は修辞学
的研究者の集 まりではな く、 プ リミティブな現場の声を本流 とする
方向にすべ きと思 います。 だか ら僕はUIFAの

世界大会支援の申

し出は嬉 しかったのです。学会創立時の意志ですか らね。UIFA

尾島俊雄 :日本建築学会会長 早 稲田大学教授

の活動の場を学会内部 に創 って ください。松川 さんに学会理事をお

松川淳子 :UIFA第12回日本大会実行委員長 生 活構造研究所所長

願 い したの も創立時の意志に沿 った ものですか ら。

渡辺喜代美 :東京都住宅局開発調整部都民住宅課

渡辺 :論文発表を しないと学会に入っている意味がないような気が
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■新会員の紹介 そ の 1
日本大会を前にUIFA JAPONに
多 くの新会員を迎え ました。新会員
のプロフィルを 2回 に分けて ご紹介 します。 (原稿到着順)

山家京子 (やまがきょうこ)
神奈川大学工学部建築科に専任講師 として着任 し1
年が経ちました。建築の仕事を していると周 りは男の

―セルを楽 しむ こともできます。昨秋、岡山の宿で語 りあ ったKさ

方ばか りとい う状況には慣れているはずですが、それ

んがUIFAで

で も最初 に男性 しかいない教授会に出席 したときには

せて !」 これが私 のUIFA入

少 しびっくり。専門分野は建築 ・都市計画学で、現在はコンピュー

枚の試験の採点が終われば、 もう少 し時間が取れそう。UIFAと

タや移動体通信により社会、都市、建築が どのように変わってい く

旅のバ ランスを計画中です。 どうぞよろしく !

のだろ うか というようなことを考えています。私 自身、パ ソコン通

大忙 しとのこと。 「
私 ヒマだか ら、何かお手伝いさ
会の きっかけです。 7月 中旬に 350

そ してお手柔 らかに !

(林

屋設計室)

信 と携帯電話で少 しだけ仕事の進め方が変わ ってきたかな と感 じて
います。

岡村珠穂 (おかむらたまほ)
1968年生 まれ。東京出身。

利用 した計画

平成 5年 日本大学理工学研究課吉田燦教授の もと、
「
頚髄損傷者 の住宅温熱環境に関する研究」をテーマ

評価で、昨年度末 まで東京工業大学の原科教授の研究

に 2年 間研究を行 う。現在は昭和建設備―級建築士事

の入会のきっか
室に所属 していました。UIFA JAPONへ

務所勤務。注文住宅を主に、設計か ら現場 まで現在勉強中。大学時

けは、 「
建設通信Jの 記事をみて、建築等の分野の女

代か らボランティアを通 して多 くの障害者 と出逢い、現在 も様 々な

性研究者のみでつ くる学会であることを知 り、自分 も参加 したいと

活動に参加。重度障害者の住宅改造を手がけたことが、UIFAヘ

思 ったことです。

の入会のきっか けとな りました。

山本佳代子
専門は地理情報 システム (GIS)を

会を通 じて自分 自身を もっと成長 させていきたいと考えています。

本年度 4月 に琵琶湖研究所に研究員 として就職 したばか りで、ま

(昭和建設鞠一級建築士事務所)

だまだ研究者 としては未熟です。 そのため、周 りの先輩研究者の方
々の長所を見習 い、自分 自身の研究を発展 させてゆきたいと思いま
す。今後 も、GISを

利用 した計画評価を中心に研究を進めたいと

思います。

(琵琶湖研究所 研 究員)

横澤久美子

建築指導、福祉行政の知識を活か し、よりよい都立高等学校を造 り
上 げていきたいと考えてい ます。
今年、 日本で開催 される第 12回大会に参加するためにUIFAに
入会 しました。多 くの人 々と交流できることを期待 しています。

した。今年の日本大会で、卒業論文を発表す る予定です。内容的に
はまだまだ不十分な ものですが、 いろいろな刺激を受ける良い機会

(東京都財務局営繕部建築三課)

です し、良い勉強になればと思 ってお ります。
(東京理科大学大学院工学研究建築学専攻志水研究室)

沈垣
私は沈垣 (チンエ ン)と 申 しますが、中国か らの留
学生です。今年は在 日の 3年 目とな ります。現在、京
都府立大学大学院の住環境専攻で修± 1年生 として勉
強 してます。 5月 に、京都府立大学の上野勝代先生の
紹介で、UIFA日本大会が 9月 に日本で開 くことが存知 ました。それ

帰国後 も設計 とは縁の無い生活を送 っていましたが、.

聰
自宅近 くで住宅の設計を していた友人の事務所を しばらく手伝 って

に参加 したいという希望で、UIFA」APONへ入会申請を提出 しました。

いました。 UIFAは

りの中国の設計者 として、UIFA」APONを通 して、仕事な どに関 して、

私は中国で 3年 間の建築設計を した経験があるので、今後、ひと

今回の 日本大会を機に入会させて頂 きました。

この日本大会に参加 された方 々に気持ち良 く過 ごしていただ くお手

日本の建築者 と交流できることを望んでいます。

伝いが出来ればと願 ってお ります。

どうぞよろしくお願い します。
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(京

都府立大学大学院)

声川 弓 (あしかわ 。ゆみ)

宇野久実子

[]][〔
][]]][;]::][[[i[]3: 0
専門 :学生時代 (東工大建築)は 地域計画、現在は環
境共生オフィスのエネルギーデータ分析他
入会のきっかけ :

輩 のUIFAで

今年の日本大会のテーマに関心があったため
現在、横浜の港北ニ ュータウンにある 「
アースポー

のご活躍を耳に していましたが、入会

の直接の きっかけは、 2月 のオ リンピックに行 ったことです。根が
単純なので、自国で開催されるビッグイベ ン トにはできるだけ参加

ト」という環境
ー
エ
共生オフィスの運用時の ネルギ 消費について研究 しています。

した方が楽 しいと実感 し、UIFA'98日本大会に登録することに した

まだ社会人 2年 目で知識不足の面 も多 々ありますが、 これか らもっ

のです。仕事 と家庭に忙殺 されていると世の中の動きに疎 くな って

と勉強 して建築や都市 ・環境計画の興味の範囲を広げていきたいと

い くばか りです。徐 々に子離れ して、UIFAの

思います。 9月 の大会の際はよろしくお願い します。

活動を通 じて視野
を広げ、仕事にフィー ドバ ックしたいと考えています。

(東京ガス0首 都田部)

福井綾子

唐崎久子

小田急線の読売ラン ド前駅近 くに住んでいる、福井

UIFA日

本大会のお手伝いを機に会員にな りまし

建築設計研究所の福井綾子 といいます。 自営を始めて

た。 よろしくお願 い致 します。家事、子育てといった

5年 にな ります。主に木造住宅の設計、耐震診断、マ

日常生活の営みがそのまま仕事に役立つ との思いか ら

ンションの相談などに関わっています。 UIFAの

とは、創立以来参加 している女性建築技術者の会のメンバーにうか

住居学科で勉強 し、その後、下の子が幼稚園に入園 し
た頃か ら正宗量子一級建築士事務所で再び勉強 させていただ くよう

がい、第12回大会のことで横浜方面の準備を している、小渡 さんや

にな りました。

こ

吉田さんに誘われて入会 しました。

時代の変化 とともに変わる生活の中に も、普遍的な部分 もあり、

9月 5日 の市民公開 シンポジウム (横浜)で の交流パーテ ィーの

いつの時代で も、何が変わ らずに大切かを見据えた住 まいづ くりに

準備の担当をさせて もらっています。 どうぞ、宜 しくお願い します。

参加 していきたいと思 ってお ります。 (正宗量子一級建築士事務所)

(福井建築設計研究所代表)
中野晶子
向井愛

1976年東京芸術大学建築学科卒業

北大農学部農芸化学科 (有機化学)を 卒業後、人生

子供 3人 と彫刻家の夫をてなずけて、長 く細 く続け

設計を大幅に変更 して建築の世界へ飛び込み ました。

てきた仕事です。住宅が主な守備範囲。 3世 代、 2所

今年 3月 に卒業 した名工大 (学士編入)で は、北大の

帯、 3F、 4F等 、家族の多い住宅が多いのは、自分
の環境 とイマジネー ションの範囲 とが運動 しているせいなのか

大先輩である堀越哲美教授の研究室で都市環境を勉強

港が予定 されており、今後 ます ます環境面での関心が高 まって くる

も知
れません。 「
斜面」に立つ家や 「
潟構造」を得意 とし、OMソ ーラ
ー も勉強 しています UIFAに
。
参加 させて頂 いたのは、 「
女性の

と考え られます。従来の破壊型ではな く、共生型の開発を見守 りた

自由な創造力」や 「
母性社会 と父性J等 、少 々ジェンダーに もこだ

いです。 また、個人的には ヌー研究 (NagOya Urban Environment)

わっているか らです。

していました。愛知県では2005年に万博 の開催 と中部国際空港の開

(中野晶子建築設計室)

を主宰 し活動を始める予定です。今後 ともよろしくお願 い します。
(御アー トパ ラダイス)
六反田千恵
宮坂雅子
以前のことです。IOAの

総会に、オ リンピック讃歌を歌 う合唱
腋穆鞣豪

団で参加 したことがあ ります。NHKホ ールで した。私たちはステ
ー ジに立ち、幕が上がると座席 には
、世界中の人 ・人 。人。顔 の色

室を終了 してか ら設計事務所に 3年 動め、共栄短大に

も、髪の毛 も、服の色合い もさまざまな委員方 々な どがお座 りにな

きてか ら4年 がたちました。最近は春 日部市の都市計画 マスタープ

ってお られました。世界の人 々が一堂に会する事の感動は強い もの

ラン策定委員会に入れていただいたことなどか ら 「まちづ くり」に

があ りました。

ついて関心 を持ち始めました。UIFAには同 じ共栄短大の川嶋先生の

:[:こ

UIFAのどの大会にも未参加で、国際的でない私ですが、 日本での

:i:[:li:]liililil:ii鰺

ご紹介で入会 させていただ きました。なかなか会合に出ることがで

大会を機に再び加わ らせていただきます。できる範囲で、前向きに

きませんが、今後 ともよろしくお願いいた します。

参加 させていただ く所存ですのでよろしくお願いいた します。

(共栄学園短期大学住居学科講師)

( テク トン)
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■ ドキュメ ン ト8 ‑第

12回UIFA日

本大会 に向けて 一

■海外交流の会の報告 と予告
UIFA第
12回大会のテーマに関する勉強会の第 2回 目として、

(1998年03月01日〜1998年04月25日)
3月 22日 来 日中の ド・ラ ・トゥール会長を目む会。24名参加。

去る 5月 9日 (土)、 けんぼプラザ会議室において第15回海外交流

ム
テリ
カ
ラ
イン
ア館。24名。
3月 28日 (2時 〜 5時 半)第 14回実行委員会、オ
総務部会(3/27)大会役割分担、大会全体計画書。広報他合同部会(3

の会が開かれた。講師は ドイツの事情に もくわ しい建築家の高橋元
さんで、 コーポラテ ィブハ ウスだか らこそできる環境共生住宅につ

/14)各種資料 ・印刷物作成のため、編集長他担当者人選。

いてお話 くださった。

4月 25日 横 浜市長へ市民公開 シンポジウム御出講お願 い送付。

まず、居住者が計画に参加することがポイントで、それによって

ム
テリ
カ
ライン
ア
4月 25日 (2時 〜 5時 半)第 15回実行委員会、オ
館。29名。

健康に良い建材 も選択でき、建 った後環境共生のために工夫 した装

総務部会(4/25)登録状況、収入見通 し、広告成約状況、収支等の報
ー
1リ
リ
チェリ
ク
ランⅣ―
クの′
アフ
。(3/31)三渓
告。横浜部会(3/29)MM21横 浜館 。

置の監理 もうまくい くとのことで、居住者参加の意義が大 きいとの
お話だった。 コメンテーターの定行まり子、牛山美緒、寺尾信子の

ー
フリ
チェッ
ク
ア
園バリ
。(4/1)市長挨拶 日程調整。(4/9)第2回 部会(4/12)三渓
い
園使用願 提出。(4/13)シ ンポジウム交流パ ーテ ィ打合せ。広報部

各氏か らも貴重な体験報告があり有意義な交流にな ったと思 う。

会(4/17)会議中の記録 。人員配置、 プレス リリースの時期 ・目的、
編集作業への係わ り方、大会記録 ・報告書 の まとめ方等検討。デザ

り多か った。

参加者 は34名 (内H名 が非会員)非 会員 と男性の参加がいつ もよ

イン部会(4/25)ネームカー ド、風呂敷、横浜チラシ、 コングレスバ

チャー ミングな
次回、第16回海外交流の会は 7月 H日 (土)、 「
建築」と題 して環境デザイナーの渡和由さんにお話を伺 う予定であ

ック等の案検討.プ ログラム部会(3/30)墨田区役所打合せ。(4/7)

る。渡 さんは現在カ リフォルニアに在住で、アメリカでのエコロジ

大会会場視察。(4/11)第13回部会。(4/22)NYCへ 。予稿集等編集

カルデザインを紹介 して くださる予定。午後 2時 か ら、場所 は大会
の会場 となる国立オ リンピック記念青少年総合セ ンターの国際交流

委員会(4/12)第1回会議6お もてな し部会(4/8)NYC昼 食 の件。
(4/20)新国立劇場、(4/21)コレッツィオーネ見学打合せ。

館 2階 。大会に向けて最後の勉強会 となるので是非多 くの方に参加

カム
ライン
テリ
ア館。22名。
5月 23日 (14時〜15時)第 16回実行委員会、オ
・
総務部会(5/21)収支報告、収支予算 支出積算明細表、準備スケジ

してもらいたいと思う。

(東由美子)

ュール案、大会要員計画案。横浜部会(5/7)第 3回 部会、 スタデ ィ
ツア ・シンポジウムと広報 ・交流パ ーテ ィ等検討。広報部会(5/9)
部会、人員配置計画 ・予算計画、参加者 ・アルバイ ト等の募集等検
ー
討。登録者 の増加を促す対策案作成。 デザイン部会 ポ スタ 、ネ
ームカー ド、 コングレスバ ッグ、風呂敷、横浜チラシ案等の作戊

高橋元先生 とコメンテータ

会場か らの質問

プログラム部会(5/13)世田谷 コース下見 (5/17)第14回部会。予稿
集等編集委員会(5/17)第2回 会議お おもてな し部会(5/8)中 央工学

■ UIFA'98記

14)コ ングレスバ ッグ見本作成 (5/15)
校STEP見学打合せ。(5/13・

者発表会

6月 13日(土)UIFA JAPON 1998年度第 6回 総会開催に先立ち、同

デザイン部会 と打合せ。

会場で日本大会準備進捗状況及 び、横浜における市民公園 シンポジ

■ 役員会の報告

ウム概要について記者発表会が行われた。
日刊建設工業新聞社、 日刊建設通信新聞社、 日刊建設産業新聞社、
建築 ジャーナルの 4社 が出席。関連記事が 6月 14・16日にかけ 3紙

1997年度第12回役員会 (98年03月28日)役 員 12名出席。
1998年度第 1回役員会 (98年04月25日)役 員 H名 出席。

に掲載、建築 ジャーナルは 9月 号 「
直言Jに 掲載予定。

第 2回 役員会 (98年05月23日)役 員11名出席。

■広報 だよ り
7月 い よいよ暑い夏の到来。 9月 の 日本大会 に寄 せ られた世界各地か らの予
想 を超え る参加 申込み。今 や準備たけなわの実行 委員会 の活動ぶ り。
使命 と期待を寄せ られる尾島 日本
渋柿 を甘柿にす る接 ぎ木の役 目がUIFAの
寄 せ る熱 い メッセ ー ジ。
建築学会会長。そ して数多 くの新会員か らUIFAに
本合併号か ら、 この熱気をお伝えで きれ ば幸 いです。
担当 :飯 島、川嶋、渡辺、大高、 田中、今村
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