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■ U!FA'98日本大会 を終わ って

UIFA」

APON会 長 中 原暢子

■ 皆様、 お疲れさま !

日本大会実行委員長 松 川淳子

UIFA JAPONの
会員の皆様今回の大会では、本当にお疲れさまで し

長 いように も、短 いようにも思える 2年 半あまりの大会 までの年

た。特に実行委員のみなさまのお骨折 りには、 ただただ感謝 申 し上

月だった。 「
本当に楽 しか った」、 「日本の友人達の温かい心に感

げるばか りです。

激 した」、 「日本 の古 い面、新 しい面を見ることがで きて とて も良

大会終了後、いろいろご支援 いただいた方 々にお礼に伺 ったので

か った」など、いまだによせ られる外国か らの参加者 たちのた くさ

すが、 こち らか らは何 も申 し上げないのに 「日本大会は大成功で本

んの声が 日本側 の苦労をねぎらって くれている。失敗や問題はた く

当におめで とうございました」と先ず先方か ら、 ご挨拶を頂いて驚

さんあるが、私な りに 「
成功」と考 えている面を三つほどあげたい。
第一 には、予想を超えて集 まった発表や展示作品か ら、世界の女

いて しまうことばか りで した。兎に角台風の切れ 目で、会議中のお
天気 もまず まずで した力ヽ 関西の旅行中は強い 日差 しに も恵まれ、
北欧の人 たちか らは、 「日光に当たりたか ったのよ、嬉 しいわ」と

性達 の仕事ぶ りが改めてよ く伝わ り、 日本の女性達 の仕事ぶ りや間
題意識 も伝 える事が出来た ことである。設計への関心、計画 ・プラ

言われた り、 日本人だけの旅 とは大分感 じが違いました。

ンニ ング領域 における社会的な関心、材料の分野での環境共生へ の

大会中の論文発表その他大会宣言な どについては、報告書が完成

考え方、建築 の文化的価値に対する考え、保存や再利用のや り方な

した機会に譲 るとしまして、今回は日本人少数参加 の関西の旅 の印
象について述べ ます。 ここで一番驚いたのは、安藤忠雄 の人気 の高

ど、広い範囲に共通話題があ り、お互いに情報交換を しなが ら深め
ていきたい課題が多 く、刺激 に満ちた大会になったと思 う。

いことで した。特に ドイツの若い人達が主で した力ヽ 殆 どの人が、

第二には、 これ までのUIFAの大会 と比べて、若い世代がた くさん

安藤忠雄」と言 う本を持参で、細か く設計年代か ら何処に
英語の 「

顔を見せたことである。 もちろん、 日本に対する興味だけか ら参加

建 っているかを、調べて来 ていることで した。京都で もこちらは、
準備 した コースに従 って保険 も掛けてあるので、その コースを変更

した人 もいたか もしれないが、21世紀の環境を担 い、そ こで暮 らす
中心的世代が加わ っての会議は、UIFAの常連達がだんだん と年を重

することは出来なか ったのですが、ホテルについてか ら、安藤忠雄
見学 ツアーを組んで、見学に出掛けました。 それで真 っ暗にな って

ね、実務か ら遠ざか りつつ あることを考えると、課題を次世代 に引

も、見学 していたようですが、1つ の建物毎 に、 「
説明出きる人 」

援 。認知 していただき新 しい可能性を示 したということである。

き継 ぐ、またとない機会 とな った。 UIFAも また、多 くの方 々に支

と言 うと、必ず 1人 が立ち上がって丁寧に説明 していたとい うこと

第二は、大会宣言を代表者会議で議論 し、採択できた ことである。

です。その下調べの綿密 さに も日本への関心 の強 さを感 じました。

UIFAの行動計画 とまではいえないが、 これか らの仕事に反映 し、次

また、何人かの脚の不 自由な方、心臓が少 し悪い方な どが居 られ
ましたが、折角京都 まで来たのだか らと清水寺の上下 も、金閣寺 ・

の世代に引き継 ぐ仕事 の方向を示 していると思 う。
一緒 に考え、行動できる仲間が世界中にいる…… こう考える と大

銀閣寺 の裏山 もすべて踏破 されるその意欲には頭が下が りました。

一
会 までの苦労 も、後始末の苦労 も 挙に吹き飛ぶ思いがする。
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■ U:FA国際女性建築家会議第 12回日本大会概要報告

■ U:FA国際女性建築家会議第12回日本大会宣言 (1998年9月6日)
UIFA(国

会議の名称 UIFA国

際女性建築家会議)第 12回日本大会 は、1998年9月

際女性建築家会議第 12回日本大会

1日 より1週 間にわた り世界31ヶ国か ら集 まった 300人にのぼる建

The 12th Congress of the lnternational Unlon of

築、地域、都市 の創造 と研究にかかわる女性達によって開催 された。
環境共生時代 の人 ・建築 ・都市 ‑21世 紀に
本大会 のテーマは、 「

Women Architects
開 催

平 成10年9月 1日 (火)〜 7日 (月)
ー平成 10年9月 8日 (火)〜12日(土)
コン
ツ
ボスト
グレ
ス
ア

日 本 会議

おける新 しい調和的関係を模索 しなが ら一」である。
テーマに沿 って、56の発表があ り、43の作品が展示 された。

平 成10年9月 2日 (水)〜 6日 (日)

作品展示

開 催 場 所 本 会議 国 立オ リンピック記念青少年総合セ ンター
作品展示 パ ー クタワーギ ャラリー 2

主張 された主な意見は次のようにまとめ られる。
①女性は都市 の主要な創造者である。 また、つねに原点か ら発想

横浜 シンポジウム ラ ン ドマー クホール

す る事が出来、長期的な視点に立 つ事が出来 る利点を活か して、
この分野 における専門家 としての役割を自覚 し、 自らの力を高

主

催

めていかなければな らない。

UIFA JAPON国 際女性建築家会議第 12回日本大会 実行
委員会

②子 どもや高齢者、障害を持つ人 々な どへ の環境的対応に配慮 し、

参加者数

3 1 ヶ
国
参加者 2 6 8 名 ( 国内 1 5 4 名、海外 1 1 4 名) 同 伴者2 4 名

それぞれが 自己決定できる社会、それを支援する社会を作る努
力をすべ きである。

567キ

発表論文数 17ヶ 国

③地域 に固有の自然環境、地域に固有 の歴史や文化、産業を大切

A:人 と環境

13件

に し、地域で積み重ね られてきた生活を大事にする保存や修復、

B:建 築 と環境 26件

再生 。再利用を考 えたい。 こ うした努力が省資源 につながるは

C:都 市 と環境 17件
展示作品数 43件 (国内28件、海外15件)

ずである。
④職人の技術を保存、継承、発展 させるべ きである。

ツア参加者数

田谷スタデ ィツア 164名

世

⑤廃葉物を生 まない、 または出来 るだけ廃棄物の少ないデザイン

墨田スタデ ィツア 141名
横浜 スタデ ィツア 148名

を考えよう。
⑥身体 と結びついた感覚を大切に し、五感を大切にガインしよう。

東京 スタデ ィツア 191名
市民参加者 200名
横浜 シンポジウム 会 議参加者 180名、来賓 25名、
フェアウェル ・パ ーティ 207名

⑦地域 における情報の大切 さに着 目し、災害時の助 け合いに役立
てよう。災害時には、物的サポー トのみな らず、心理的サポー

エ クスカー ション 東 京 58名、鎌倉 123名

トも大切である。
元 どお り」にす るのではな く、 「もっとよくす
③復興 の計画は 「

ポス トコングレスツア 参 加者 115人 (海外 95名、国内 20名)

る」とい う姿勢で行 うべ きである。

国別参加登録者数内訳 (参加人数)
ゼン
ル
チン(5)
Argentine ア
ー
Australia オスト
ラリ
ア(2)

私 たちはこれ らの意見をメ、まえ、次 のよ うな提案を したい。
①地球環境が危機にある事を意識 し、その良好な保全と創造のた
めの普及 ・啓発をす ること。

ド
India ン
イ
(1)
エル(2)
ラ
Israel ス
イ

②環境教育 を重視 し、次の世代 に伝えること。

スト
リ
Austriaー
オ
ア( 1 )
ー
ル
Belgiuilベ
ギ (8)

③身体感覚を大事 に し、五感を大切に した仕事をすること。

ー/ ル
Brazilブ
(2)

Korea韓

国( 8 )

④ それぞれの地域の自然、社会、歴史、文化環境の固有性を大切

レ
ガリ
Bulgariaカ
ア( 4 )

Latviaラ

ビ
ア( 2 )
ト

に し、固有 の技術を継承、発展させること、これが省資源 につ

ナグ( 0 )
Canadaカ

ながること。

コ(1)
ェ
Czech Republic チ

本( 1 5 4 )

Japan日

リスタ
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Kazakstan ザ
カ

レ
イシ
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ゴ
ル(2)
ン
Mongolia モ

ランド
(3)
Polandボ
ート
チア(2)
ル(2) R Croatiaクロ
ア
ジ
ボ
Oote d'Ivoireコ
アー

⑤人 と人 との関わ りを大事に し、自己決定 と相互支援の出来る社

China中 国(4)

会を作ること。

マク(4)
ン
Denlllarkデ

⑥地球の安全 と平和 に対 して、女性 として強 く発言 していこう。

Rolllaniaル

ニ718)
マ

女性はその利点 と特徴を生か して、様 々な分野で活躍 している。
この大会で発表 された、た くさんの レポー トや作品がそれを証明 し

ル (1)
Ecuadore エ
タ
アド

ア(0)
Russia シ
ロ

ランド
Finland フ
ィン
(1)

ている。女性の就業 とその継続を支援 し、 この力を活かす ことが21

ラン
ス(10)
France リ

ニア(4)
ペ
Slovenia ロ
ス
ー
ェ
デン
(3)
Sweden ウ
ス

世紀 の地球環境 に貢献す ると私 たちは確信する。

ツ(13)
Gerlllany イ
ド

情報交換の仕組みを確立 し、世界の女性の 「レースワー ク」をつ
くる ことによって、 UIFAの

Switzerlandス

ニジ
ア(1)
Tunisia ュ
チ

ルジ
Georgia グ
ア(0)
ン
ガリ( 2 )
Hungaryハ

活動をさらに強化 し、よりよい環境

の創造に貢献 しよう。
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■皆さんのおかげです

総務 ・財務部会 渡 辺喜代美

■ Labyrinth(迷路)か ら喜多方ヘ

当部会は、縁 の下 の力持ち。 目立 った存在 ではなか った。が 目立

デ

昨年 10月、秋、気がつけば、UIFA'98日

った存在であったか もしれない。総勢六人 プラス実行委員長を加え

ザイン部会 平 井美蔓
本大会実行委員の一

ラ表紙 のデザインに関わ っていた。長時間を大
人 として、2ndサ キュ
ー
会イ メ ジの醸成に力を尽 くして こられた諸氏 の中では新参者 の私。

て七人の侍 (?)が 悩める頭を寄せ合 って運営 した。 資金、後援、
協賛などの支援、はたまた各 セ レモニ ーのゲス トリス トア ップ、各

22年前のイ ラン ・ラムザール大会に、はか らず も参加 しただけのU

せなど、書き並べればそれ までのことであるが実際は大変なことで

IFAへ のイメージであったといえる。
私 の座右 の書 の一 つに S。ルイバーグのイラス ト集 「Labyrinth」

あった。資金計画については、結論か らお伝えすれば、当初予算か

れては好きな頁を眺めなが ら、考え事 の
(迷路)が あり、折 りにメ、

ら最終まで様 々な調整作業の結果、赤字を出さず に終わ った。最終

ラか らは じまる視覚的なデザイン
整理を行 うことがある。2ndサ キュ

報告は最終実行委員会にて行 うことになる。赤字にな らなか った最

ヘの取組方 に悩む時間 も、久 しぶ りにその イラス ト集 とともに持 っ

大の理由は、皆 さんの無償 の活動によると思 う。1年 半 のUIFA
実行委員会 の メンバ ーの労働時間を換算 した ら膨大な ものになって

たのであった。打合用 として、 コ ピー したその一つの イラス トが機
縁で、実行委員長松川氏 の座右 の、 S・ スタインバ ー グで もあるこ

いるだろ う。手作 りのワー クは会議の質を も高めた力ヽ 同時に資金

とを知 り、作家の都市論 ・文明論 として結実 しているイラス トの素

計画上は大 きな助 けであった。

晴 らしさを共有できると実感 したことが、大会参加への私 の リア リ

ご挨拶をお願いする方 々の選択、交渉、時間調整、挨拶内容 の打合

各実行委員の協力 のおかげで協賛、助成などもおおむね当初予算

ティであったといい得 る。

どおり。開催直前 までハ ラハ ラ ドキ ドキ し続 けた資金計画は無事に

女性 だけの集 まりとい うことに対 しては、ち ょっと斜めか ら眺め

役割を果た した。 しか し、資金提供は報告などの後始末が必ず伴 う。

たい とす る私ではあるが、大会において、素直に心を打 たれたい く

会議は終了 したが会議終了後処理はまだ終わ っていない。年内、年

つかの発表があ った。

度内にはまだまだ皆 さんの ご協力をお願 いする ことが沢山あ ります。

ヴィ
ガに現存する木造構築物 の魅力
ガの木造住宅(ラ
リ
ア)一その首都リ
ト

よろしくお願い します。

韓国の伝統的住宅 の受動的設計原則 (韓国)一 温故知新

さて、総務 ・財務の現在は支援下 さった方 々へのご挨拶を 3役 に

自然 との融合 :日米 の住宅 と引き戸 (日本)一 切 り口の爽やかさ

お願い して、 もっぱ ら予算決算を、沖山さんを中心に して行 ってい

島が見せる表情 (クロアチア)一 地球をとらえる視座

る。山本部会長代理は健康管理のため検査入院中。松川実行委員長

地方都市における煉瓦建築物の保存 と再生 (日本)一 知行合 ―
ースワ
ークとその展示作品
プナ ・
ガー
デンの緑化 (カカレ
)一 地球未来へのレ

は残務の山に囲まれて大変。その他の メンバ ーは、 日常業務に専念
しつつ も、会議 の事を記事に した リシンポジュー′、
にでた りしてUI

街づ くりにおける歴史遺産の活用 (日本)一 時間系で街を切 る

FA」APONのことを宣伝 している。
総務 ・財務は会議開催 3ヶ 月前 ぐらいか ら月 2回 の会議を週 1回

ゼン
ル
チン
)一女性 たちの表情が語 る大会基調
都市 の創造者 たる女性(ア

くらいの害J合で開いて きたが、毎回の最終電車や、 これ もあれ も懐

きと伝わ って くるものが あった ことを私 も検証 してみよう、 とする

か しい今ですが、 こん ど国際会議を開 くことが あった らもっと要領

ことが、大会が私 に与えて くれた ものとすれば、 さしずめ最 も手近

よくこなせるだろうな、 とい うのがささやかな感想である。

な飴色の村喜多方へ煉瓦 の蔵達を観る散策に出かけよう。

UIFA'98日

独断 と偏見 と誹 られることを覚悟の上での ピックア ップ。い きい

国際展覧会 オ ー プニ ングパ ー テ ィ
ー パー クタワーギ ャラ リー 2 ‑

本大会 会 議場

一国立ォ リンピック記念青少年総合セ ンターー
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■プ ログラム部会が担当 した事について

■おもてな し雑感

おもてな し部会 正 宗量子
"の

、
プログラ′
部会 山 田規矩子
ー
9月 2日 の朝、代 々木 オ リンピックセ ンタ 国際会議場 の席 が、

近い広範囲の責任担当だった事を、 まず反省 しなければな らない。

外国の女性達で次 々 と埋 まってい く。 とこの国の大会で もある、初

が、 ともか く引き受けた以上、心 か ら協力体制を敷 き日本の良さを

日の始 まる前のさわやかな緊張感が、会場内に涙 っていた。ほぼ定

伝え、大会を成功 させねばな らない。その神髄は、 もてな しの心に

刻の 9時 30分、国際会議 には経験豊富な吉田あこ氏の司会で、開会

あ り、すべてに感謝の気持ちで接する態度に通 じる事だと考えるに

式は始 まった。以後 6日 間にわたる全 日程の うち、プログラム部会

至 ったが、本当によくぞそれぞれの責任を果 た した と思 う。歌舞伎

が担当 した部分 について、概要を記す。

や文楽の黒子役に徹 し、陰に 日向に、お もてな し部会の実行委員、

私 たち お もてな し部会

今大会担当範囲は、考えると無謀 に

論文発表 の応募は70件あった。1人 10分とい う時間枠を設定 し、

神戸担当を加え総勢13名は、開会か らポス トコングレスツア最終 日

、
全員に発表 して もらえるようにプログラ′
を組んでいた。実際は、
ー
ー
へ
による、その後 の
欠席者があ り発表は56件だった。オ バ タイ′

まで協力を惜 しまなか った。幸運にも、全 日程好天候。怪我人や病

プログラムのスケジュールヘの影響 の心配は、欠席者 のおかげで杞

人の保険 も使わず終 い、大過な く終了できた事は とて も嬉 しい。 と
ころで、都庁での歓迎パーテ ィは名誉会長赤松良子氏 の乾杯 の音頭

憂に終わ った。発表には、第 7回 ベ ル リン大会か ら始 まった、議長

で大会が開幕。ざわめきの中で子守歌 のように聞 くヴ ァイオ リン生

国方式を採用 した。 いろいろな国の方 々に壇上に上が っていただき
"で
進行役をお願い した。 いわばこの大会 の メインの 出 し物
ある

演奏 BGMは

、各国の歌や メロデ ィ。感激 した人 々が、上田み どり

氏 の回 りに輪を描 く。予想通 り音を欠き消す ような二年振 りの再会
の歓喜 のるつぼだ。 エ クスカー ションは、国立能楽堂、国立第二劇

論文発表を、皆 さん上手 に仕切 って下 さった。
展示は論文 と違 って、作品持込みは当 日で も可、 としていた。そ

場、中央工学校見学では設計者林雅子氏 自らの解説。東京建築巡 り
は浅草界隈で解散 した。三渓園 ・外苑、自雲亭等見学 し鎌倉鶴岡八

の為、展示作業は開会直前の大変な作業 となった。多 くの方 々の協
力を得て、 2日 目の展示会 オープニ ングパ ーティにこぎつけた。

幡宮へ。VIPの

待遇で奥院の見学、土産迄頂 く。座禅で高名な建

世田谷スタデ ィツアは、世田谷区住宅政策部 の方 々の全面的なバ

長寺で座 り方を伝授。ポス ト・コングレスツアは、古都京都社寺見

ックア ップによって成立 した。区民ボランティア通訳の方 々だ けで

学。京町屋では、優れた 自然環境 の奥深い知恵 の住 まいを披露。奈

な く、区の技術系女性職員の方 々が大活躍を して下さった。

良東大寺では、鹿 の群れに大は じゃぎしたUIFA会

長 の顔。柿落

墨田スタデ ィツアは、 レクチュアをお願 い した長谷川逸子氏、大

とし前 の法隆寺百済観音堂は高田管長 自らの解説 だった。そ して神

熊喜昌氏 の協力の他 に、墨田区まちづ くり事業推進部の方 々に、 こ

戸、海洋博物館内で小林郁雄氏の大地震復興状況講演会を開催後、

ちらも全面的に協力 していただいた。
両ス タデ ィツア共に、 4台 のバ スが異なる経路をパ ズルのように

公 ・市 。私営 の災害復興住宅な ど見学。明石海峡大橋を渡 り、淡路
"で
で安藤忠雄の水御堂、大 プロ ジェク ト 淡路夢舞台
全ての 日程

進行する計画であった。大 きな トラブル もな くほぼ時間通 りにツア
が終了 した時は、パ ズルが解 けた ―とい う感慨があった。

を完了 した。 しか し、何 と言 って もクライマ ックスは、東京湾 クル
ーズと清澄庭園の茶会お別れパーテ ィの一 日だろう。中原会長、小

初 日のオープニ ングパ ーティは、400名 近い出席者があ り、盛況

川副会長以下着物姿で抹茶を立て運ぶ 日本女性 の美は、いつ まで も
心に残 るもてな しの一頁に違いない。 コングレスバ ッグ、記念品の

だった。 いろいろな面でお世話にな った団体、企業、個人に招待状
を送 っていた。 日 ・仏 ・英 の 3ヶ 国語で行われたスピーチは、その

風呂敷作成や資料作成 も労力を要 した。 しか し、 もしこの 日本大会

長 さに少 々 うんさ りの雰囲気があった。ア トラクションの 日本舞踊
"(高
藤娘
橋和子氏)は 好評 だ った。
墨田スタディツアの後 の ビールパ ーテ ィは、会場設営か らおつ ま

が成功 と言えたな ら、二年に及ぶ綿密な計画 と下見、予算 との調整、

みや紙 コ ップの購入 まで、すべて手作 りのパ ーテ ィだった。

ている。

そ して会長他実行委員、全員総 ての底力 と協力の賜で、プロに支え
られなが ら、本当の手作 りに近 い もてな しの心が生 きたのだ と思 っ

清澄庭園の茶会
―亭主 。中原会長 ―

論文発表 議 長 国
―セ ッシ ョン 4 ・ ドイツ ・スウ ェー デ ン ・日本 一
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■横浜の一 日を担当 して

広報部会 飯 島静江

■広報、そして現実

横浜担当部会 小 渡佳代子
'91年
デ ンマ ー ク大会で 日本を
ファイルを開 くと

9月 6日 (日)閉 会式 の 日午前 10時。本大会の成果、 大会宣言

私のUIFAの
ア ピール して 7年 、や っと日本大会を開 くことができました。その

"

を公表するプ レス発表会。記者 たちが待つ中未だ事務局会議 まった

ー
設立 され、'93年 南 ア大会 では 日本大会 のテ マが
間UIFA JAPONが
調和 。人 と建築Jを 提案、概ね合意 されました。
問題 とな り 「

だ中、10時20分出来立ての宣言原稿 での説明会 5分 、質問の間 もな

理事 の間で会場を担当 していた私は国際会議場を関東圏で探 し歩
き、未決定のままハ ンガ リー大会参加、開催地は東京か横浜 とい う
ことで 日本 に決定 しました。大会に出席する度 に常連のUIFAメ

に合わないことへの不安、 これが本大会最後のブ レス発表での現実。
ー、宛名 リス トの
ラ
2年 前、まった くの広報部会手作 りのlst.サキュ
ー
作成 と発送でスタ ト。強力なプロ、デザイ ン部会参加 によるまっ

ンバ ーか ら 「日本大会 に参加す るのを楽 しみに している」 と聞き何

ーの制作、折 りを
ラ
た く生 まれ変わ って美 しく立派 になった2nd.サキュ

かお手伝いできることがあればと思 って きました。

見てのプレス発表、記事掲載依頼 と原稿執筆、大会記録 のシナ リオ
一
作 りとその担当、 いつ も 歩先を行 こうと思いつつ、いつ も追いか

く10時30分閉会式の開幕。待つ もどか しさ、待たせるす まなさ、間

しか し、不景気に突入、資金が大 きな問題 で した。助成金等 の支
横浜 のことは横浜の人が調べなければ他に
援団体を探す に当た り 「
ないで しょう」の言葉で横浜 メンバ ー と実行委員会が発足するまで

けられて過 ごしたの もこの 2年 間の広報部会の現実。
"に
"広
"
は、
宣伝する
報 の 2つ の側面、 宣伝する
公表する

関わ り、実行委員会設立後はお もてな し部会 として横浜市に企画書

女性建築
売 り物があ り買わせるためのセ ールスポイン トがいる。 「
ー
とひたす
ら日本
マ
テ
も売物にあらず」
も日本初公開
家会議 も大会

を提出、助成が正式 に決定 した後、横浜担当部会 とな りました。
ー
部会 は 7人 の実行委員、 13人のワ キ ングスタッフそして横浜市
の建築局 にお世話にな り、会議会社 PCS、

一
大会を事実 として的確に広範な分野に伝え、 人で も多 くの人 の興
"に
こだわ っての 日本大会の広報活
味をかきたてるべ く 公表す る

関わ り横浜

動。短 い時間、限 られは文字 の中でいかに適切に事柄を伝え、その

越膳 さん、近 ツリとも
の 1日 を担当 しました。勿論、市民公開 シンポジウム ・

ー
横浜の概要は実行委員長、書類関係は総務、予算は財務、 ポスタ 、

公表 の意図するところを表現するかを常 に心掛 けなが らなかなか思

チラシ、看板はデザイン部会、記者発表は広報、 スタディツアや資
料集関係はプロ グラム、パーテ ィや三渓園はお もてな し部会 といっ

い通 りにいかず、毎回苦 しみの連続だったの も広報活動 の現実。

た具合 に各部会の皆様に大変お世話にな りました。

開会時間繰 り上げ等 プログラム部会 が うれ しい悲lSを上げた論文発

大会 の幕が上が り、そ こには予想を上回る参加者、発表時間短縮、
表数、満員バ スの各 スタディツア、立席の出るほ どの横浜のシンポ
ジウ′、
、 にぎやかなパ ーティの数 々、参加者の約半数数が参加す る
"の
とい うポス トコングレスツア、 すば らしい大会をあ りが とう

、
のパ ネリス ト等はチェボニ ックさん以外は皆 さ
特 にシンポジウ′
ん面識 のある方で したがお会 いす るまで本当に来 日して くださるか
ー
心配、予定のサブ コーデ ィネー ターは来 日せず、ハ ンガリ とプラ

声、広報活動 での 2年 間の現実か らは思い もよらなか った事 が続 々
"と
ひそかな部会員の
と目の前に展開、 広報部会 もお役に立てた

ジルの 2人 のマ リアさんに依頼、快 く引き受 けていただきました。
来 日後、顔合わせを兼ね初 めて打合せを持 った ときは分刻みのスケ
ジュールに皆神経質で したが、終わ ってみれば内容のあるス ピーチ

喜 び。
あれか ら2ヶ 月、嵐 が過 ぎ去 ったかのように思えたの もつかの間、

を時間内にまとめ小川先生を始めさすが各国を代表す る人 と感心 し
女
ました。その中で も韓国のシー ファーさんは、 日本のUIFAの

広報部会には大会記録作成 とい う小型なが ら次の台風が到来。 日本

性建築家の話を したいが失礼にな らないか と内容を何回 も打合せ し
たことが印象 に残 っています。大変なこともあ りましたが、パ ネ リ

大会 とい う嵐 の影響は、12月末 まで続 くと予想 され、 まだまだ油断

ス トを含め多 くの方 々 との関係が一生の思い出になる充実感を今は

今の夢、 どこの地で開催 されるにせよ、 すば らしい大会をあ り
"と
会参加。
が とう
伝えるだけでいい、身軽なUIFA大

できないのが今の現実。

感 じています。

濾

、・横浜
市民公開 シンポジウノ
―ラン ドマ ー クホール ー

プ レス発表会 ( 9 月 6 日 )
一大会宣言 の公表 ―
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Peopleノ生rchitecture and(Cities
in an Era of]Environmental{Coexistence
環境共生時代 の人 ・建築 ・都市
‑21世 紀 にお け る新 しい調
和 的 関係 を模 索 しな が ら 一

■広報 だよ リ
UIFA'98日

本 大会 を終 え て の 特 集。 本号 が 日本 大会 が会 員 の 皆 さん の 協 力 で大 きな評価 を

得 た こ とを お伝 え で きれ ば幸 いです 。
U I F A J A P O N は日本大会 を飛 躍台 とす る、 次 な る活動 に対 す る注 目そ して期 待 が寄 せ られ て い ま
す。 2 1 世紀 次 世 代 をにな う若 い 世 代 の 会 員 の 大 いな る活 躍 に期 待 し、世 界 の 女性 の レー ス ワ ー ク
の 輪 を広 げ ま しょ う。
担 当 : 飯 島 、 川 嶋、 渡辺 、 田 中、 大 高 、 今村
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