■主な内容
役員会の報告
'98U:FA日
本大会実行委員会打ち上 げパーティの報告
ド・ラ ロトゥールU:FA会
長と再会
U:FA大

会 とブルガ リアの 4人 とのホームステイ

新会員の紹介 そ の 2
新 シリーズ こ の指 とまれ

■ 役員会の報告

■

第 6回 役員会 (98年10月3日 )役 員 9名 出席
。ド・ラ ・トゥール会長他、 日本大会に対する感謝状等が世界各国

'98UiFA日
本大会実行委員会打 ち上 げパーティの報告
お もてな し部会 唐 崎久子
昨年12月19日 (土)年 末に しては暖かな夕暮れだった。

か ら寄せ られている。 また、会長 ・副会長 ・実行委員長等による

美 しくライ トア ップされた天王洲 アイルの運河沿いにある 「ToY

「
お礼参 り」で も概ね好評。反省 もあるが大成功裡終わ ったとい
える。報告書の作成委員会構成 メンバ ーを決める。

HAR30R BREWERY」で、午後 6時 頃か ら、第21回実行委員会を兼ねた
打ち上げパ ーテ ィーが開かれ、会長は じめ34名が参加 した。会場で

。「
大会で約束された ことの実現」 「
理事会の活性化」 「
世界 との

は編集委員会作成 による大会報告書が配布 され、隣室で約30分程度

交流」等今後の問題 については意 見 も出たが、結論は急がず時間

に編集 された大会記録 ビデオが紹介 された。 ビデオに写る参加者の

をか けて議論を重ねてい こうとい うことになる。

生 き生 きとした表情を見ていると、準備 に費や した時間や労力が報

第 7回 役員会 (98年H月 19日)役 員10名出席
。作成物 スケジュール (収支報告先 ・報告書提出先 と期 日 ・作成物
作業別 日程等)の 一覧表 の確認。報告書 ・展示作品集 の作成 メン

われるような思いが した。 ビデオ終了後は松川実行委員長 の進行に
より、各部会か らの報告、中原会長か らご挨拶をいただいた後全員
で乾杯 し、懇談へ と移 った。南欧料理を頂 き、各 自歓談 した り、テ

バーの確認。

ラスに出て運河越 しの景色を眺めた りしなが らUIFA会員北島さん企
画計画 の地 ビールに舌鼓を打ち、楽 しい一時を過 ごした。

。「
UIFA'98日本大会報告書」構成案 (内容 。頁数 ・材料 。担当者 ・
催促者別一 覧表)及 び台割一覧表 の確認。約1211頁の予定。

続いて、実行委員か らの感謝 の意を表 し、中原会長、小川副会長、
松川実行委員長へ、 スウェーデ ン製のキャン ドルスタン ドを記念品

。これ までの会計報告書 が出される。事後処理人件費等H月 末迄 に
決着 のこと及び会計監査担当 (中原 ・小川 。安藤)が 決 まる。
第 8回 役員会 (98年12月14日)役

として贈呈 した。あわせて松川実行委員長へ は、会長、副会長(各
いを込めて書 いた寄せ書 きも手渡 された。
実行委員が′

員10名出席

・報告書 ・作品集 の印刷部数 の検討 の結果、各 450部印刷。配布先
は議論の末、本部 。実行委員会 ・支援団体 ・個人支援者 ・助成申

最後に、お もてな し部会長 により、その場で出席者 の皆 さんか ら
自由に出していただいた形容詞を、あらか じめ用意 しておいた大会

請等営業用 。会員の割 り当てが決める。
・収支報告はH月 30日現在 の一覧表が提出され、97年4月 1日 より

全体をまとめた文章へ あてはめる趣向の遊びが行われ、 「
奥床 し
い」実行委員長 の指揮の もとで、 「
麗 しい」多 くのUIFA会

員に

98年■月30日迄の中間収支状況を正 しく示 しているとの会計監査

よる第12回日本大会 が大成功に終えたことを確認 し合い、和やかな

委員会 の監査報告がなされた。 (本報告は平成H年 3月 末)剰 余

雰囲気の中で打ち上げパ ーティーを終了 した。 またこの 日をもって、

金については、 「
剰余金管理委員会」をつ くり、検討することに

お もてな し部会 の活動 も最後の幕を開 じることができ、ホ ッとした

決まる。

思 いで あった。皆様、本当にお疲れ様 !!
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■ ド・ラ ロトゥールU!FA会

長 と再会

■ UiFA大

会 とブルガ リアの 4人 とのホ ームステイ 竹

田恭子

永年 の夢で したUI臥大会 の 日本開催が実現 し、終わ りました。
デンマー ク大会に参加 し、 まるで私たちが所属 している女性建築

UIFA JAPON副 会長 小 川信子
98年10月27日 ド・う 。トゥールUIF
A会 長 と再会する約束に合わせてサ ン ト
ノー レ通 りのホテルに着 いた。赤 い車 に
シャネルスーツを粋に着 こな した会長は

技術者の会 (女技会)の ようなUIFA大会 が 日本で開催 されるのを心

大会 の時 とはちょっと違 う趣であ り、す

は、横浜 シンポジウムのみのお手伝いで した。 しか し、参加するか

てきであった。 ワインを頂 きなが らの食

らには、 どっぷ りとつか りた く、花設計工房のこと、女技会 のこと

事 の楽 しみ方 も教わ った。その とき、 日

を発表 し、 またホームステイを引き受 けることに しました。私の仕

本大会 のお礼 と伝言をお渡 しし感想をうかが った。 「
準備期間には

事場の花設計工房の事を発表するために、事務所で何回 もミーテ ィ

松川実行委員長 と連絡 し合 いなが ら進めていた。結果は満足であ り、

ングを して、 まとめ発表 したことが、海外 の人に共感を もたれたこ
、
とが とて も嬉 しく思いました。ホーι
ステイの方は、最初は自宅で

待ちしてか ら、何年がたったので しょうか。
UIm JAPONが発足 してか ら病気になった私は、今回のUIFAの大会

非常 に良か った。参加者全員が 日本に感謝 していると思 っている。
会場は環境 も良 く宿舎 と一緒で行動がまとまった。発表時間は短か

1人 か 2人 位 と思 っていたのですが、私の母がアルツハ イマ ー性痴

ったが皆が発表できたことは良か った と思 っている。全体的に も充
分検討 されていたが時間的 にはやや タイ トであったが、横浜のシン

呆症 とな って、 4月 施設に入 り、母 の家が空ていたので、急遠、荷
、
ステ
物を整理 し、 リフォー′、してそこでブルガ リアの 4人 のホー′

、
ポジウ′
は市民参加 もあ って、市民や市長さんに もUIFAの

イを迎えることにな りました。その家に私 も行 って、一緒に生活を

こと

を理解 していただける良い機会 だったと思 う。興味のある街だった

することに しました。

ので散歩する時間があって良か った力ヽ もう少 し見学 でき楽 しめれ

実家は、築35年の在来工法 の木造三階建、木製建具が残 る民家調
の住宅です。 クーラーがないので どうかな と思 っていましたが 、開

ば良かった。 しか し、大成功だった。
ポス トコングレスツ ァについては、参加者か ら良い企画であった

催中は、余 り暑 くな く助か りました。彼女 たちが来 日するまで、何

と手紙がきている。 日本のユニ ー クな文化を吸収できて非常 に良か

語か も分か らず、不安で した力ヽ ブルガ リア大使館 にいき、 資料を

ったと思 う。全体的に心を開いて交流できたと思 う。いつで も今回
のようにいかない力ヽ 今回はハ ー トのある大会だ ったと思 っている。

もらい、会話集をお借 りしてきました。箱崎へ、 プルガ リア語の ド
ブレー ・ドーシリ (いらっしゃい)を コ ピー してお迎えにいきまし

日本の皆 さんに心 より感謝 していると伝えて欲 しい」とおっしゃっ

たところ、ブルガ リア語がわか ったのか、に こにこして手を振 り出

て、そ して、次期大会が成功す るように協力 してほ しい と希望を述

てきました。地下鉄の中か ら質問攻めなナディア(Nadia Stantatova)

べてお られた。 また、 フランス側の協力者には会長か らお礼を出 し
て下 さっていた。 きめの細かい心遣 い と行動力を改めて感 じるとと

さんは私 によ く似た好奇心 のいっぱいある性格の長身の建築家、カ
ーテ ィア(陶tia Anguelova)さ
んは、落ち着 いていて、相手をよく

もに、 このエ ネルギ ーがUIFAを

ここまで育て上げて、世界の女

みているしか りしたシ ックな建築家、 ナデ ィアさん と組んで仕事を

建築家 たちを繋いで きた もの と思われた。
日本の皆様 によろ しく !!と メッセー ジを残 して、 さっそうと赤

している。 アン トニア(Antonia Nikolova)は
、 カーテ ィアの娘で、
建築を学んでいる18才の大学生、彼女は中学生 の頃、数学でブルガ
リアの一番だったとか。 リリナ(Liliana Atanassova)さ
んは、おち

い車で夜の街に同化 していった。

ついた、 ガーデン好きな建築家、 この4人 と私 との共同生活が8/31

パ リ在住の岡本由梨 さんが通訳を引き受けて くれた。

日か ら始 まりました。片言の英語を中心に、絵を交えての会話です。
着いた夜は、疲れて寝ているア ン トニアを残 し、私 の姉夫婦を交え、
歓迎 の しゃぶ しゃぶ レス トランにいきました。
お箸の使い方か らは じまり、カーテ ィア、 リリナは、す ぐ上手 に
使え、幾 らで も、肉を食べ られるのですが、ナデ ィアは、 どうして
も上手 く、箸が使えません。箸を使えるまで食べ ないがん張 りやの

饒
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ナデ ィア、皆が食べ終えた頃や っと使えるようにな って、食べ 出 し
ました。先に食べ終 ったカーテ ィア、 リリナがおい しそ うにタバ コ

ナデ ィアさんは、8日 、新宿界隈で一緒に買い物を して、夜、マ
ンションのわが家にい らして、主人の作 った夕食を食ベー泊され、

か していると食べ終わ ったナデ ィアが、なせ、私 だ けが上手 く
をメ、

9日 の朝、一足先に帰国 されました。他の 3人 は、関西旅行に行き、

箸を使えないのか、わか った、煙草をす っているカーテ ィア、 リリ

12日夕方、私は、3人 を新横浜 まで迎えに行き、そこで、ミ ルカさ
ん と ドナーさん とは、お別れ してマ ンションのわが家で夕食。やは

ナは、二本 の指の使 い方が うまく、吸 っていないナデ ィアだ けが箸

り、主人の作 った食べ切れないほ どの夕食で した (主人は洋食が得

の使い方 が下手なのだとの結論 まで言い出すほ どの負けず嫌 いの彼
女で した。その後、 スーパーマ ーケ ットにいき、明 日か らの朝食の

意なので、外人 の時はいつ も作 って もらう)。 4人 で実家に戻 り、
翌朝13日3人 のお土産 の買い物に姉夫婦に一緒にいって もらい、14

買い物 と見学を し、彼女 たちの長い一 日が終わ りました。
デンマ ー クの大会 の時 も朝 7時 頃出かけ、帰 りは12時近 くのハ ー

日朝に残 りの 3人 が帰 国 しました。

ドスケジュール。今回のUIFA大会 も、ハー ドで、家を 7時 45分にで

いつ もわが家にステイする人達は、私 の趣味 のオセ ロプレイヤー

て、会議が 8時 30分か ら始 まり、だいたい家に帰るのが10時頃です。

たちの男性が多か ったのですが、その人たち も趣味が同 じなので言

朝は、順番のシャワーに始 まるので私は 5時 半 の一番 には起 きだ し、

葉 が無 くて も、用は足 りるのですが、今回は、同 じ建築家の主婦 の

すべてを済ませ、朝食を作 ります。その後、ナデ ィアがいちばんに
起き、洋服にアイロ ンをかけシャワーに入 り支度を始めるとリリア、

人達で したので、やは り、言葉があまり出来な くて も何 とか意思が

カーテ ィア、アン トニアと続 き最後に朝食を食べ、後かたず けを し

が どんな生活を しているか興味を持 っているので、彼女 たちの気持

て出発です。夜は、 この家に興味がある、 リリアさんは、 この家 の

ちがよく分か りましたが、なんせ 自由な時間がな く、それがちょっ

プラン、 日本の単位、 グリット、畳の寸法等を聞いて きた りします。
片言英語 と図で説明 します。ある夜は、パ ーテ ィで藤娘をみたので

と彼女たちに、不満だったようで した。駅 まで歩いて行 ったとき、

着物 に興味を示 し、実際に着物を着た りで、夜中になって しまいま
した。そ して、それを明 日着 たいとい うのを最後の御茶会 のあるパ
ーティに、浴衣を着せてあげる約束を したほ どです。

通 じ、楽 しい毎 日で した。私 も海外に行 くと同 じ様に、その国の人

1時 間以上かけ、 いろいろの家や、庭 の写真取 った りしていました
し、 また、駅のそばの文具屋に入 って、小 さな三角スケールや、文
具をお土産に買 った りしていました。アン トニアは、同 じ位の子供
のいる、会員の山本典子 さんの家に泊 まりに行 った り、私の娘 と娘
の男友達 2人 と全部で 4人 で、デズニ ーラン ドに行 った り、洋服な

、
の前 日には、土井 さん、 (彼女は、 4月 に私が
横浜 シンポジウ′
ライ トのア リゾナの タリアセ ンウエス トヘ土井 さんをたずねた折、

ど買 った りで、楽 しかったのではないか と思います。主人が何か面
白か ったと、彼女 に聞いた ら、デズニ ーラン ドと言 っていました。

日本に帰国する予定があるな ら、せひUIFA大会に参加 しなさいよと
の呼びか けに応 じ参加 された友達)古 居さん も泊まりに来て、ア メ
リカの ミルカさん と ドナーさん と中島明子 さん、花の原田愛子 さん、

今回のUIFA大会 の 2週 間は、海外 と違い、 日本語が公用語で した
か ら、内容がよくわか り、その上 、普段行 っていなか った東京見物

山本 ヒカルさん、主人 とこのブルガ リアの 4人 の世話を手伝 って く
れた姉夫婦、隣のスエーデ ン人を奥様にお持ちで、現在帰国中の男

て も楽 しい 日々で した私 も、や っと疲れが とれて、次のUIm大 会が

性を含む、16人でのパーテイを行いました。 ミルカさんは、 ブルガ

楽 しみな今 日この頃です。

リア出身のア メリカ人で彼女 たちとブルガ リア語で話 し、今回 も日
本か らブルガ リアに寄 って、一 ヵ月滞在 し、 ア メリカに帰国する予

もお会い したい し、彼女 たちの仕事 もみたいと思 っています。

も出来、私にとって も、仕事を 2週 間休んだ甲斐があったほど、 と

来年か、再来年 には、 プルガ リアに是非行き、彼女たちの家族に

定 とうかがいました。ですか ら、特別の思いがブルガ リアの 4人 に
あったので しょう。硝子戸を開け庭 と一体化 し、室内 も引戸を開け、
二部屋 にまたが り、座卓を並べ、座 ったパ ーテ ィは、 日本の家屋の

最後に今回のUI臥大会を手伝 って下 さった皆様ありが とうこさい
ました。大成功で したね。 こ くろうさまで した。
私 も日本にも、海外に もどん とん友達が増えて、行 きたい所ばか

使い方に印象深 く感 じたのではないで しょうか。マ ンションのわが
ステイは、建築家 の彼女 た
家でな く、実家 の 日本の家屋でのホー′、

りですね。

ちにとっては、良か ったのではないか と思 ってい ます。
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■ 新会員の紹介 そ の 2
これからのUIFAを

仕事 の エネ ルギ ー源 とな って

どう活か していきたいか

田陽裕美

第1 2 回日本大会 の準備 の途中か ら参加 させていただ

栗山礼子
たン
の責任者兼
か―ティ
私は 9月 のUIFAの大会では、オー

]]￨:]言
[:暮
[l[l[￨][[:]

司会 とい う役を担当させていただきました。小さい頃
か ら人前で話すのは大好きで、講演会の時な ど千人を
越す方が嬉 しいというお祭 り型の性格なのですが、今

を得なが ら、与え られた任務だけはなん とか無事終わ

回ばか りは勝手が違 って緊張の連続で した。①仏語 。英語 の同時通
訳が入ること、②宗教上の理 由で食物 ・飲物 の配慮が必要な こと、

らせることができたかなと思 っています。

③何人が参加す るのか当 日まで読み切れない こと、④会場 の効果
(音 ・照明)ま で 自分達で コン トロールしな くてはな らない国の施

と基調発表への出席、そ して横浜で開催 された市民公開 シンポジウ

設で、建物は立派で も、 ソフ ト面では寮 の食堂 と思わな くては大失

ムの 1日 だ けで した。仕事を調整 して申込みを した世田谷 のスタデ
ィツアは、残念なが ら人数制限で参加が出来なか ったことは とて も
残念で した。 しか し、開会式で各国か らの参加の人達 と一緒に、ド
・ラ ・トゥールUIFA会
長 の親 しみがこもった力づよい挨拶や、

敗 しそ うなこと、等 々の不安要素がた くさんあ りました。
けれ ども実際に当 日になってみると、1時 間はオーバ ーすると覚
悟 していた論文発表 も棄権 した方があったためか、 ピタリと定刻に
終了。 4百 人を越す人が楽 しんで くださる良いオープニ ング ・パ ー
テ ィとして、盛 り上が り、その勢 いのまま最終 日まで走 り抜いた大
会になった とい う印象を持ちました。UIFAは

大会に参加できたのは、パ ネル展示への出展 と、 2日 目の開会式

会員の結東 とい う

輸 の内圧を高めて運の良さまで呼び込んで しまう集団なのだと、連

東京建築士会の女性委員会 の メンバーの発表を聞き、国際女性建築
会議の一部を垣間見ることができました。
横浜で開催 された市民公開 シンポジウムでは、当 日は昼食や交流
パ ーテ ィーなどの裏方 だけで、 シンポジウ′
、
を しっか りと聞 けると
楽 しみに していたのが、司会をすることになって しまい気 も漫ろで
一 日が終わ って しまいました
。今改めて頂いたシンポジウムのテー

日の晴れを感謝 しつつ確信 も持ちました。
私 自身 も論文発表や展示発表に欲張 って参加 し、各国の強〜い女

プを聞いた り、報告書、資料集に目を通 してあの時の雰囲気を楽 し

性建築家に囲 まれ、私の作品上での男性上位意識 (大きいベ ッドを

んだ り、それぞれの担当の方 々のご苦労に敬服 もしています。

男性用 と位置づけていた)を 指摘 されたことが、 日本人の住文化を

ビジネスとはち ょっと違 う目線で取組むこうした活動は、 どうい

見直すきっかけとな りました。住む とい う行為は風土 ・習慣によ っ

うわけか仕事のエ ネルギーの源 となって、次のス
テヴを生み出 して く

てさまざまだ とい うことを再認識 し、地球 の反対側で生活する人 々

れるような気が します。UIFAに改めて乾杯 !(建 築 プラス環境設計)

のことも視野 に入れた活動を、UIFAの
たい と願 ってい ます。

輪を活か して続けていき
建築からまちづ くり、都市計画ヘ

(栗山礼子建築デザイン事務所)

松本暢子

昨夏に開催 された第12回大会 のスタデ ィツア (墨田
「レー スワー ク」力く
重要

吉田真澄

区京島地区)は 、わが国有数 の木造住宅 が密集 した人
口密度の高い地域です。 こうした密集市街地の住宅 。
住環境の改善、特に高齢者 の居住実態 と住宅更新 (建
て替え)状 況 の分析を 目下 の研究対象 としています。
1983、94年に墨田区東向島で居住実態調査を行 った経験か ら、95年

い捨て社会を もた らし、人 々の価値観を大 きく変化させ、環境問題

には京島地区 まちづ くり事業の現況報告調査 (墨田区)に 参加 し、
今回、墨田のスタデ ィッアの企画 ・運営 の一端を担 うこととな りま

に も影響を与える事 となった。その責任 の一端を建築家が担 ってい

した。当 日は、見学に関する レクチ ャーに始 まり、1時 間弱 とはい

るのであるが、人はそ もそも、都市や建築に対 して、何を求めてい

え参加者 ともども下町の街並みを歩きました。住民や 自治体 の方 々

るのだろうか。

など多 くの協力を得て、無事終了 しました。参加 された方 々か ら、

それはおそ らく、美 しさや豊かさ、地域の伝統や文化を保つこと

まちづ くりの現状を肌で感 じることができたとの声を耳に し、担当

に加えて生活に直結 した根本的欲求である、健康や心のゆとりと快

者 としてはほっとしてお ります。 「ともに歩 き、 ともに感 じる、考

適な空間、安全な空間の確保にあるといえる。

える」ことがで きる時間的ゆとりが欲 しか ったとい うのは、欲張 り

つ まり、 これか ら、私達建築家 に要求 されることは、 エコロジカ

で しょうか。

ルで、サステ ィナブル (接続可能)な 社会 の実現へ、積極的に取 り

もともと女性の少ない都市計画分野では有 りますが、昨今の まち

組む ことである。そのためには、 このUIFAの
活動においての、
女性建築家の世界的 ネットワー ク 「レースワー ク」が重要な役割を

づ くりへの女性 の参画にはめざましい ものがあ ります。今後 UIF

果 たす と思 う。 また、私 自身 の今後の設計活動において も、 日本の

持てるような、あるいはその架 け橋 となれるようなあ り方を期待 し

すば らしい伝統 と文化を尊重 し、建築 と環境の深 い関わ りを意識 し

ています。

Aの 活動において も、建築か らまちづ くり、都市計画への広が りを

なか ら、人 と心 と身体 にやさしい空間を考えてい きたい と思 う。
(吉田デザインコーナー 1級 建築士事務所)
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(大妻女子大学社会情報学部助教授)

専門は都市計画

12回 日本大会 へ の参加 を機 に

この度、 UIFA第

UIFA」APONに入会 させていただ きました。 そ して 7日

が大き くて雑駁、関わる人間 も多い分野ですが、 日本大会を ご縁 に
女性 プランナーの会」を作ろうとしてU
入会 しました。ちょうど 「
IFAの

三上紀子

3つ の大きな感動

北本美江子
で建築家ではありません。空間を とらえるスケール

マリアンヌの始末

間にわたる大会への参加 は、く 3つ の大 きなる感動〉

ことを知 ったのですが、その昔、大学を紅一点で過 ごして

を私に与えて くれました。
まず 1つ めは、各国の女性建築家 が、各ポジシ ョン

女性」であることを考える機会は多い方 だと思います。
以来、 「
一
ー
イメ ジとして 「
女性 」が思 い浮かぶ姿が二つ あります。 つは

において積極的に建築 と関わ り、提言を行い、実践 しているとい う

・
百 フラン札に もな っている ドラクロアの絵で、 「自由 ・博愛 平等J

事実で した。社会 の中において、女性か らの視点 ということがよく

の旗を掲げて群衆の先頭を進む、半裸 のマ リア ンヌ像です。
映像 の20世紀」 というテ レビ番組で見たのですが、
もう一つは 「

言われますが、特に女性 という立場に こだわることな く本当に 自然
体に一人の専門家 として活躍されている姿を リアルタイムで拝見で

終戦後、強制収容所 の死体を片付けていた ドイツの女性達 の姿です。
ー
私 は仕事の上でこれまで コ ポラティブ住宅、再開発、 マ ンシヨ

きたことは、私 に とって大 きな勇気 とな りました。 2つ めは、本大
環境共生時代の人 。建築 ・都市」について、大会期間
会 のテーマ 「

ン分譲、近代都市計画史 (特に フランス)な どに関わってきました

中 じっくりと考える機会を与 え られたことです。連 日にわたる世界

が、家庭生活の比重が結構大 き く、 ゴ ミの始末や子 どもの教育 の実

中か らの発表 の拝聴 の中で、普段業務に追われる多忙な 日々の中で

感か ら、そんな女性像 の印象が強いのだ と思います。仕事 の方 も人
ー
寄せバ ング的なことや、男性の補助的に内部 コ ミュニケ ションの

は体験できない多 くの問 いかけができたことは とて も価値あること
で した。そ して 3つ めは何 といって も世界31ヶ国 300名に及ぶ女性
ー
建築家 の方 々 との出会いです。そのエネルギ ッシュで優 しくヒュ

役割を負 うことが多か ったように思いますが、元気のな くな ってい

マニズム溢れるお人柄は、今後女性 として私の 日標 と憧れになるこ

はマ リアン
る日本 の男性社会 のこれか らを考えると、UIFA JAPONに
一
ヌと後始末が 体 となった、両方を貫 く現実感が求め られているよ
うに思 います。

「質問」

とで しょう。
12
夏期休暇の代替に取得 した休暇を利用 して参加 したUIFA第
一
回大会 の 週間。今、思 い起 こす と、連 日の行事に圧倒 されつつ感

(都市住生活ア トリエ)

動 の連続で、まるで長い旅を してきたような気持ちでいっぱいです。
一 員 として、常にグローバ ルな視点で問題意識
今後は、 UIFAの

山本典子

131某
「
よ
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ミ
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を持ち、 3年 後の大会へ の参加を目標 に 日々励 んでいきたい と思い
(レ ジオ ンデザインー級建築士事務所)
ます。

そうした時に必ず聞かれたのは、 日本の大学建築科の
私 の知 る限 り、全体 の20
女性 の 占める割合で した。 『

大勢の仲間 とともに

永島恵子

9o〜300oが女性です。』 と答えると 『
少ない』 とい う返事が主で し

多 くの方 々か らのお誘 いを受けて、今の 自分 の状況

た。 「
それでは、あなたの国ではどうですか ?」 と聞き返 します。

では外国での参加 は難 しいけれ どヾ 日本で開催 される
のな らとUIFA大

旧共産日の国は男女半分ずつが主で した。入学定員の半数は女性

会 に参加する ことを決めた。

にするきまりがあるとの こと。
一方、オース トラリアの人に聞 くと 「
大学 では半分 は女性。人気

一方私は、昨年度 発足 した、だれ もが安全で安心 し
安全 。安心 ま
て暮 らせるようなまちづ くりを目指す 「

のある学科 だか ら。 けれ ど……。」卒業 して も専門職 につ く女性は

、
」に実行委員 としてかかわ ってお り、実 に
ちづ くり女性 フォーラ′

都会で、子 どもの面倒を見て くれる人がいる
少ない といいます。 「
ー
保育園 も地方では少
ラ ッキ な人だけが建築を続 けられるの。」 「

発展的で楽 しい活動であ りなが ら、都市において本質的に重要で、
先ず 自らが取 り組む必要性が高い事柄であると感 じていた。そこで
安全 。安心 まちづ くり」をテーマに行 う
UIm大 会の論文 の発表を 「

ない し、何 より政府が女性が働 くことの後押 しを して くれない。」

安全 ・
ことと決め、東京都 と北区の女性技術職員を中心 とした、 「

女性が建築を続 けることの難 しさはどうや ら他の国で も同 じよう
あなたは昼間のツアーで居なか った
です。 さよな らパ ーテ ィーで 「

会」を総勢 18名で結成 し発表を行 った。
ー 、と、 「
安全 。安心 まちづ くリプラン
論文の発表を担当す るチ ′
、
ニ ングノー ト」を翻訳するチーノ
の 2つ に分かれて、半年以上前か

安心 まちづ くりUIFAの

普段働いていて出
けれ ど、何をしていましたか ?」 とい う質問に 「
来ない家の掃除 と 1週 間分の料理 の材料を買 っていました。」 と答
ー
えると 「
私 も家にいた ら同 じ事を しているわ。」とスウ ェ デンの
人が笑いました。私のUIFA大

ら本格的に活動を開始 した。 メンバ

ーそれぞれが異なった部署で仕

事を してお り、また子育て真 っ最中であった り、仕事カリF常に忙 し

会 と日常生活を行き来 した 1週 間

いポス トである等、18名の足並みをそろえて準備を進めるには厳 し
い状況であ ったが、 メールの交換 とニ ューズ レターの発行で、大 き

は、思 い出を残 して この様に終わ りました。
(柳宅地開発研究所企画開発室)

な成果を上げることができた。
心か ら大会関係者 の皆様方 に感謝 申 し上げます。本当にあ りが と
うございました。
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(東京都北区建築課長)

知識 と知恵 と行動を

新 シリー ズ

座間智子

地球の歴史か ら考えれば、本当に短 い期間に、環境は破壊 されて
います。そ してそれは、 これか らの長い時間 と、地球規模の大きな

「ク ロアチア」か らのメ ッセ ー ジ ー 翻訳 に挑戦 してみ ませんか ―

空間に、影響を与え続けてゆ くで しょう。 その様な時代の、人 と環

昨年 の 10月、 日本大会 に も出席 していた して い た クロ ア チ アの

境 。建築 と環境 。都市 と環境の新 しい調和関係を模索 して行 こうと

Sena Seklicさんか ら全 355ペー ジの本 が送 られて きま した。 タイ

い う今回の大会に参加 して、色 々な国の現状や、様 々な共生 の在 り

建築 にお ける女
トルは クロアチア語 なので よ くわか りませんが、 「

、国際的な組織 であ り、何か

性」 とい うような もの らしく、女性建築家 の歴史についての 内容 の

方を知る事ができました。UIFAは

問題提起を した時に様 々な視点か らの意見や協力が得 られるので、

ようです。

広い視野を持 った解決策をみいだす事 が出来る と思います。

原文 は クロアチア語で書 かれてい ますが、英文 の訳 も添 え られて
いて、是非 日本語 に翻訳 して欲 しい との メ ッセ ー ジが添え られて い

今回の大会で提起 された問題点を、組織で、 また同時に個人個人
で考えることにより、今回の大会 が有意義な ものになると思います。

ま した。
目次 は下記 の通 りです。

また、今回の大会で環境共生を、21世紀 における新 しい調和的関係
を模索 した成果を、幅広 く人 々に伝えることにより、無関心に関心

l Alnazones builders of lowns

や知識を与えることが出来るか も知れません。国際的な組織である

2. Seinyramide's hanging gardens

UIFAは

3. Hatchepsut

地球規模の環境問題に、知識 と知恵 と行動力を持 って、

4. The Out European cultures

これか らも取 り組み、21世紀 の環境を整えてゆけると思 います。

5. Aegean and

良 い出会 いの広が り

Antique Greek Seil

6. Etruria and Rolne

寺本晰子

7. Three great women architects of 4th.5th and 6th C.

旧 ソ連邦 の タシケン トか らサマルカン ドは、私が古

8. Prerollanesque

く70年に訪ねた土地で、W杯 予選 のTV中 継 に写 った

9. The Romanesque

風景か ら、か って訪ねた市場のにぎわいを思い出 しま

10. From Eleanor of Acquitaine to lsabella of Castlle

した。 もとは高校生時代に読んだ故井上靖氏の描 くシ
ルクロー ドと建築史に学んだ世界が重なって出かけた

The Oothic Period
ll. Wo:llan of the sanle education as

のですが、途中に垣 間見た風土 とタイルの剥離 した青いモス クに出

man Renaissance and

Mannerlsln

会 い感激 し歩 きまわ りました。旅では、私 たちと良 く似 た顔付きの

12. Wollan reform housing architecture Baroque and Rocecco

土地の人か ら何故か シャンパ ンを頂 いた り、そのころ若 く貧乏で し
たが、 『
絹の道』では人 との交流、思い出があ りま した。
'98大
そ して
会で もまた、さまざまな国の方 々 と交流する機会を

13. The New Era
14. Proffessoinal education of

women architects

15. UIFA

得 ました。国が違 うと国情 も違 い、く アルゼ ンチンのセツルメン ト
活動〉の話や、財産が違 う くモ ンゴルでは羊に牛に…… と数え、 ゴ

興 味 のある方、私 とい っしょに翻訳 に挑戦 してみ ませんか。英語

ビ砂漠の恐竜 の ミュージアムを設計中とか〉な ど話を聞き、良い経

の勉強 とお楽 しみを兼ねて、ぼちばちや りたい と思 ってい ますので、

験 と出会いにな りました。国際大会 とい う場で、人やその地の風土
の問題 と知 り合 い、 グローバ ルな 目で建築や環境を知 る事に もな り
ました。 また楽 しみが広が りま した。
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16. Eqi10gue

東 まで声 をか けて下 さい。集 まる場所や、時間は未定です。
東 由美子 事 務所 TEL&FAX 03‑3825‑3985
自宅

TEttFAX O卜 3825‑2959

■広報 だよ り
1991年、新 しい年 の NewS letter第1号 をお届 け します。
'98U I F A日
本大会を終え 報 告書 も作品集 も完成 しま した。
好評 の 中
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