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■主な内容 

名古屋でお会いしましょう 小川信子 

2005年第13回総会と記念行事のお知らせ 正宗量子 

ド・ラ・トゥール UIFA 会長の勲章―レジオンドヌール勲章授与式に参加して― 松川淳子  

海外交流の会報告 平川良信氏による『環境先進国デンマークと日本』 矢賀部雅子 

私らしくはたらく＜地域から＞ 福岡で今 久保直子 

災害復興見守りチーム UIFA JAPON 私たちに何ができるか 寺本晰子 

学校のトイレを U+I+F+A にしよう 中野晶子 

愛知万博より 自然の英知 レア・ペトロヴィッチ 

ライトのドキュメンタリー映画、９月に日本初公開  

会員おすすめの本 

 

 

 

名古屋でお会いしましょう 

会長 小川 信子 

 
2005 年度第 13 回通常総会が名古屋で開催されます。支部

での総会は初めてですが、UIFA JAPON の活動を周知してい
ただくためには非常に大切なことと思います。今回は、自然
環境を考える万博も名古屋で開催されていることですし、時
期を得たテーマでもあり、皆さんと共に考え話し合う機会に
したいので、お誘い合わせの上ご出席いただけるのをお待ち
しています。 
私たちの活動も年々活発になってきました。災害支援、復

興に対する具体的提案などこれからも継続していきたいとお
もいます。自然環境を守るための方策を考え、又、自立した
生活ができる様に、Universal design の社会づくりに向けて各
自が問題提起し行動する時になりました。世界的に視座を拡げ
て、協力し合い身のまわりの問題から取り組んでいきましょう。 
 

Invitation to the Annual Meeting 
Nobuko OGAWA, President of UIFA JAPON 

The 13th Annual General Meeting will be held this year in Nagoya, 
the first time it has been held outside Tokyo. This will be a good 
opportunity to expand the reach of UIFA JAPON. Because Expo 
2005 is being held in Nagoya, it is timely that we address 
environmental issues. I hope every member will be able to join us. 
UIFA JAPON is growing more active every year. We are now in a 
good position to make recommendations about disaster relief 
efforts, protecting the environment and enhancing our lifestyles 
through universal design. We need to apply a broad, international 
viewpoint to the solution of these pressing problems. (A.T.) 

 
2005年第13回総会と記念行事のお知らせ 

正宗 量子 
 
 
 
 
 
 

 
総会後の記念行事として、(株)地域計画研究所の尾関氏を

講師に迎え、名古屋市中心部に残る歴史的建造物を見学しま
す。18時からは、旧春田邸（武田伍一設計）のレストラン“デ
ュポネ”で懇親会を行います。翌26日（日）は、“愛・地球博”
の自由見学です。121の国と６国際機関が参加し、長久手会場
と瀬戸会場でグローバルに展開される自然の叡智や新テクノ
ロジー等の異文化交流に触れるチャンスです。スウｴ―デンか
ら帰国の小川信子会長も参加します。再会と交流のため是非
参加しようではありませんか！！  
 

UIFA JAPON 2005 GENERAL MEETING AND 

COMMEMORATIVE EVENTS  
Kazuko MASAMUNE 

The UIFA JAPON 2005 Annual Meeting will be held at Will Aichi 
in Nagoya at 1:00 p.m. on Saturday, June 25. It will be followed 
by a tour of historic architecture in Nagoya led by Mr. 
Toshikatsu OZEKI, from the Institute of Regional & Social 
Planning. At 6:00 p.m., we will have a social gathering at the 
French restaurant Dubonnet, formerly the Haruta residence, 
designed by Mr. Goichi TAKEDA. On Sunday, June 26, we will 
visit the 2005 World Exposition sites in Nagakute and Seto. 
These feature intercultural exchanges between 121 countries and 
6 international organizations, providing us with the opportunity to 
enjoy nature’s wisdom and advanced technologies. UIFA JAPON 
President Nobuko OGAWA will return from Sweden to join us. 
We’re sure these exciting events will allow us to deepen our 
friendships. 

NO.63 May. 25, 2005

日時：6月25日(土)13時～総会 
 14時～記念行事（見学会） 
 18時～懇親会（レストランデュポネ）
会場：名古屋市 ウィルあいち会議室 

お祝いにかけつけたＵＩＦＡ重鎮お二人と 
ソランジュ会長 

第35回海外交流の会のお知らせ 

「スマトラ沖地震の復興プロセスに学ぶ」 

講師 中村真珠 
日時：2005年 6月4日 
会場：国立オリンピック記念青少年総合センター  

国際交流棟第１ミーティングルーム 
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パリ報告 
 
ド・ラ・トゥールUIFA会長の勲章― 

レジオンドヌール勲章授与式に参加して― 

松川 淳子 

 
パリは春の始まりでした。４月５日、よく晴れた夕方、

７区に位置する国土交通省でド・ラ・トゥールUIFA会長
へのレジオン・ド・ヌール勲章（コマンドゥール位）の
授与がありました。ご招待を受け、小川UIFAJAPON会長
と私も列席しました。大臣、ジル・ド・ロビアン氏はド・
ラ・トゥール会長の略歴と、この分野に進む女性がほん
の一握りだったころから長年にわたって仕事を続け、女
性たちの連帯を助け、世界の女性を組織化し、女性の社
会進出と貢献を見える形にしたことを紹介しました。
ド・ラ・トゥール会長はそれに応え、これまでの年月を
振り返りながら、今は建築や都市計画に携わる友人たち
もこのように増えていると述べ、日本からはるばるこの
式に参加してくれる友人もあることを誇りに思っている、
日本は特に女性の建築家の組織化に関しては歴史がある
とポドコにもコメントして私たちを労われました。真っ
赤なリボンのついた大きな勲章が首にかけられ、花束贈
呈がすむとあとは祝宴。200人を越える参加者、世界から
駆けつけたUIFAのメンバーに囲まれ、ド・ラ・トゥール
会長は、「この友人たちこそ私の勲章」と私に囁き、本当
に晴れ晴れとした様子でした。 
 

Madame Solange D’Herbez De La Tour, 
President of UIFA, Receives Legion d'Honneur 

Junko Matsukawa-Tsuchida 

On April 5, during early spring in Paris, a ceremony and party 
were held to bestow the insignia of the Commandeur de la Legion 
d’Honneur on Madame Solange D’Herbez De La Tour, UIFA 
President.  
During the event, held at the Ministry of Transport Equipment, 
Land and Tourism, Mr. Gilles de Robien, the Minister, outlined 
the highlights of Madame De La Tour’s career and acclaimed her 
as a pioneer and a force for the advancement of women in the 
architectural field. Madame De La Tour looked back on her work 
and commented on the changing circumstances of women in 
architecture. She expressed her pride in the fact that she now 
has many female friends working in architecture around the world. 
She also commented kindly on the Podoko group in Japan and 
our presence at the ceremony and party. Surrounded by more 
than 200 friends and members of UIFA, she looked radiant and 
very happy.  

海外交流の会報告                第34回 2005年3月26日 
 
平川良信氏による 

『環境先進国デンマークと日本』 

矢賀部 雅子 

 
春らしい天気の中、女性と仕事の未来館において第34回海

外交流の会が行われました。環境問題の深刻さを知り自ら環
境ISO審査員の資格をとられた、平川良信氏による環境先進
国デンマーク視察の貴重なお話が報告されました。 
・デンマークの国土は北海道の約半分の面積で、人口は北

海道程度、税金は直接、間接合わせて50％だが、病院も
学校も無料！だからみんな高いとは思っていない。 

・1973年石油危機がきっかけで原子力より再生可能エネル
ギーをと風力発電等の開発が進む。 

・デンマークは現在電気消費量の15％を風力で発電し、
2030年には50％を目指そうとしている。ちなみに日本は
2000年度は国内電力の0.06％ 010年度目標が１％！・・・
この違い。 

その他にも、バイオガス、デポジット、ゴミ問題等々興味
深く、考えさせられる内容が盛り沢山で、環境問題の奥深さ、
裾野の広さを痛感させられました。 
世の中の流れは、国民の大多数が望むか、少なくとも反対

しない方向に向かっていくのだそうです。食料自給率40％に
もかかわらず、多くのゴミを捨て、我々日本人は一体何処に
向かって行こうとしているのでしょうか・・・加速されたス
ピードは一人の力ではなかなか止める事が出来ませんが、色
んな所で色んな人が、声を大きく、又は小さくささやきなが
ら、言い続け、伝え続けていけば、何時か減速させることが
出来るのではないでしょうか。“みんなでブレーキ踏めば、
止まるかも” 
 

Lecture on Environmental Advances in 
Denmark 

Masako YAKABE 

A lecture on environmental issues in Denmark was held on March 
27 at the Miraikan Hall in Tokyo. Mr. Yoshinobu HIRAKAWA,  
an ISO judge, outlined how the country addresses such problems 
as energy generation, biogases and waste, and compared the 
results with those in Japan. Fifteen percent of Denmark’s energy 
is produced by wind power, compared to only 0.06% in Japan. Mr. 
Hirakawa urged Japan to take steps to be more energy efficient 
and less wasteful. (A.T.) 

 
 
 
 
 
 

コペンハーゲン洋上風車 

 

 ソランジュ会長 国土交通大臣が業績を紹介 ＊（A.T.）＝translated by A.Tanaka 
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愛知万博より 
 

 

自然の英知 
 

レア・ペトロヴィッチ 
 
愛知万博の大切なトピック

は、21世紀の環境を生き残る
ために必要な人類の新しい方
向を示していることでしょう。
人類の生活は、サステナビリ
ティと自然との調和に基づく
ものであり、この万博は世界
各国から学び、自然との共生
と調和を感じるためのすばら
しい場となっています。 
６つのグローバル・コモン

から成る会場には、120カ国、
国際機関、企業の展示があります。クロアチアもまた、国際
社会の一員として、グローバル・コモン３にパビリオンがあ
ります。このグループには、イタリア、フランス、ドイツ、
ギリシャ、スペインなどが含まれています。クロアチア館の
ファサードは、青いガラスの海に浮かぶ波を象徴した白い横
線のストライプで構成されます。 
クロアチア館の展示のコンセプトは、「水の一滴：塩の一

粒」というモットーに基づいて、その文化の一部である製塩
業を紹介しています。入館するとすぐに、二面に映し出され
た映像を楽しみます。抽象的な映像は、二つ目の部屋でより
具体的な映像になります。さらにソルトパンに入って初めて
空間的な体験をします。「海に沈む」と名づけられたここで、
塩と水とが紹介されます。メインホールで旅が始まり、海面
下の波は入場者の動きに応じて変化します。海面下からエレ
ベーターで２階に上がります。そして海の上に出ます。２階
では雰囲気が一変して、ソルトパンでの労働を再現する強烈
な日光が当たります。ソルトパンというシンボルは大きなス
クリーンに変わり、入館者は上空からクロアチアの土地や習
慣や人について学びます。暑い夏の一日の旅を思わせる経験
を通して、入館者はソルトパンで働く人々の重労働を感じる
ことができます。クロアチアは、世界と共有できる伝統的な
文化を用いて、自然との交流の方法を伝えようとしています。 
ランドスケープの評価を研究対象とする建築家・研究者と

して、日本に滞在できることは素晴らしい機会です。また７
ヶ月に亘って、美しく多様な日本とその建築を見ながら研究
できることは、距離の遠いクロアチア人として最高の経験で
す。建築家たちの夢は、本当の日本を感じ、そして伝統と技
術を結びつける最良の方法を学ぶことだと思います。完全な
デザインを求めて。（和訳：田中） 
 
＊ザグレブ大学助手のレア・ペトロヴィッチさんは、クロアチア館
のプロトコルとして9月まで日本に滞在中。ＵＩＦＡのセピック先生
（ザグレブ大学）と東由美子さんの交流から、輪が広がりました。 
総会翌日（6月26日）の愛知万博見学の際に、クロアチア館でレアさ
んにお会いする予定です。 

NATURE’S WISDOM 
 

Lea Petrovic, Assistant, University of Zagreb 
 
The main topic of the EXPO 2005 Aichi represents a new 
direction for humanity that should be accepted in order to survive 
easier in the new circumstances of the 21st century. Human life is 
supposed to be based on the sustainability and harmony with 
nature and this world exposition is a great opportunity for all of us 
to remember it, to learn from other nations around the globe and 
to feel harmony and coexistence with nature.  
There are six Global Commons - areas where more than 120 
countries, international organizations, private enterprises, cutting 
across ethnic, religious and cultural differences, hold their 
exhibitions. Croatia is also one part of that big global society here 
in Japan. The Pavilion of Croatia is in Global Common 3 with Italy, 
France, Germany, Greece, Spain and some other countries and 
international organizations. You can recognize the Croatian 
pavilion by its front façade made of white horizontal canvas stripes 
symbolizing waves that are floating above a sea of blue glass. 
The concept of the Croatian presentation is based on the motto: 
“A Drop of Water - a Grain of Salt.”  This pavilion introduces 
salt production as a part of Croatian culture. Entering the pavilion, 
visitors are able to enjoy the presentation that is projected on the 
two opposite walls. Abstract presentation turns into a figurative 
one that introduces the second room. The visitors enter the 
saltpan and they find themselves in the first spatial experience. It 
is named immerging in the sea, where they are introduced to the 
basic elements: salt and water. In the main hall the visitors start a 
journey and the waves below the sea surface appear as a result of 
their movement. At the end of the room, still under sea level, the 
visitors come to the elevator that takes them to the second level 
of the pavilion. Then the journey above the sea surface starts.  
On the second level the atmosphere changes completely. The 
strong light that simulates the working day in the saltpan is turned 
on. Once symbolizing a saltpan, now it is turned into a big screen. 
The visitors are now above Croatia, learning about its landscape, 
customs and people. After experiencing the feeling of a long 
journey on a hot summer day, in the exit hall the visitors can reach 
their hands and feel the hard work of the salt pan workers – the 
salt itself. Croatia is trying to share its way of interaction with 
nature by bringing part of its traditional culture to coexist 
together in global society. 
From the point of view of an architect-researcher who is working 
on the evaluation of landscape this is a great opportunity to be in 
Japan. It is an excellent experience to see its beautiful diversity 
and big architectural works during 7 months and to conduct 
research that just a few Croatians are able to because of the 
distance between these two countries. The dream of every 
architect is to feel the real Japan and to learn the best way to 
connect two, actually closely related contradictions: tradition and 
technology, in getting a perfect design. 
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学校のトイレをU+I+F+Aにしよう 
 
４か国の現状から見る私達の課題 

 
中野 晶子 

国内の学校のトイレをいくつか見てきた私達は、諸外国で
はどのような様相なのか調べる事にしました。下方のリスト
に明記した方々のおかげで、いくつかの設問に応えて頂き、
多くの貴重な写真が、オーストラリア、フランス、アメリカ、
カナダの各国から寄せられてきました。その中からいくつか
の共通点と課題を見い出したのでその一部を、ここに記しま
す。 
1. アメリカのサビンちゃん(*a)の返答では、トイレが貴重な

情報伝達の場になっているので、快適な空間を提供したい
所ですが、カナダのシンプソン先生(*b)の立場からすれば、
できるだけ早く切り上げて、授業に集中してほしいという
のもわかります。どこの国の子供達でも、ここで開放感を
享受するのですから、楽しい空間にする必要があります。 

2. 日本の公立小中学校で、通常行われている生徒当番による
清掃は、欧米では専門業者の仕事になっています。教育的
価値のあるとされるこの子供達による清掃は、見直しをす
る時期に来ているようです。 

3. 欧米では、水を流して床を清掃するのが当たり前になって
おり、最近の日本の改修工事で奨められる拭き取る方式は、
何でも｢水に流す｣文化の私達には、馴染まないように思い
ます。しかし、平家建ての多い欧米の学校と違い、3〜5階
にも教室のある日本では、床の汚れの洗浄については、防
水への深慮が必要です。床の清掃が楽な壁掛け式の衛生陶
器を設置し、汚水管が壁の中を横に通る方式も、最近着目
されています。 

Utility Interior with Fantastic Atmosphere 
 
School Restroom Survey  

  Results Help Pinpoint Japanese Targets 
Akiko Nakano 

After conducting our survey on school restrooms in Japan, we 
expanded it to other countries. The people listed below 
returned our questionnaire and many photos from Australia, 
France, the U.S. and Canada. Thank you so much - we 
appreciate your responses. They helped us identify some target 
tasks for Japan:  
1. Restrooms are a valuable information network station for 

students,Sabine suggests (*a), so we should encourage 
restroom spaces that are fantastic; but Mr. Simpson notes 
that chatting there should be kept to a minimum (*b). Kids 
enjoy a sense of freedom in restrooms. 

2. In Japanese public schools, students take turns cleaning their 
classrooms and restrooms (sometimes supported by janitors 
or teachers), but in survey respondents’ countries, cleaners 
are professionals. It was considered instructive to have 
students clean, but it is time to change the Japanese point of 
view. 

3. In other countries, schools are often one story and restroom 
floors are cleaned with water that flows down floor drains. 
But in Japan, we often have three- to five-story schools, so 
waterproofing is an important issue. Recent renovations 
forced us to just wipe floors off. If we believe our old saying 
“All things wash away,” including our cares, floors really 
should be washed and drained. One new development that 
will reduce piping costs and promote washing is 
wall-mounted toilets. 
 
 

C  洗面所は、3人同時に使えるのに排水管が１本になっている。鏡も手前の台も便利そう。① 
U  子ども達が足で下のバーを踏むと噴水のように水が出る手洗い場。子供達の井戸端会議？②  
U  McKinley-Thatcher Elementary Schoolの外観、ソーラーパネルは給湯用です。③ 
 F  カラー写真でないのが残念、鏡手前の台はミントブルー。配管が露出でもかわいい。④ 
A  手洗いコーナーは日本と同じ、皆で一緒。気軽な会話が楽しめる。エアードライの器具も設置してある。⑤ 
U  South Platte Riverを俯瞰した絵が廊下にある。この川の環境に関する特別教育を進めている。排水と浄化を勉強か？⑥ 
 F  「連れション」スタイルの床排水を兼ねた男子用。⑦ 
 F  木枠で囲まれた大きな姿見。さすがファッションの国。低学年用で奥のブースに扉がない。⑧ 
 F  掃除道具もカラフルで高さが使いやすそう。⑨ 
                                 の中は、国の頭文字 

今回ご協力頂いた各国のみなさん、貴重な情報をお寄せ頂き、大変感謝しています。  Many thanks for your collaboration! 
 

      オーストラリア ; 増岡ヒロミさん  (メルボルン在住 17年、1999年 銭湯OFUROYAを開設し、現地の名所になっている。) 
            フランス ; 野崎信子さん    (トゥールーズ在住 12年、前回の UIFA世界大会の通訳＋ガイド。現在ドラトゥールさんのビデオ作成中。)  
            アメリカ ; 古村伸子さん    (UIFA JAPON会員：大学院生で都市計画専攻。McKinley-Thatcher校庭基本計画を担当。) 
              カナダ ; 田中厚子さん    (UIFA JAPON 会員: カナダに在住時の友人で小学校教師のシンプソン氏に取材を依頼)   

  
      A Australia ; Hiromi Masuoka  (Lived in Melbourne for 17years, Set up famous “ofuroya” –Wide Bath Relaxing Room since1999) 
       F  France ; Nobuko Nozaki    (Lived in Toulouse for 12years , Interpreter at last UIFA congress , has 2daughters) 
      U U.S.A.; Nobuko Komura    (Member of UIFA JAPON), with Ms. Claudia ＆Sabine Folska (Nobuko's friend and her daughter, 9. (*a))  
      C Canada ; Atsuko Tanaka    (Member of UIFA JAPON), with Mr. David Simpson ( A friend and a teacher of Horrace Allen School(*b))  

A  メルボルンの小学校の男子用
も「連れション」型。丸いの
はどこの高さまで狙えるか、
のターゲット。これなら排水
口も一つにする事ができて
経済的。そして清掃もしやす
そう。目から鱗の情報満載で
す。⑩ 

① ② 

③ ④ ⑤

⑦ ⑧ ⑨

⑥ 

⑩
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私らしく働く No.8 

 
災害復興見守りチーム 

福岡で今 
 

久保 直子 

 
私は生まれも育ちも「福岡」。現在はフリーとして、設計事

務所で働いています。主な作業は、ＰＣソフトを駆使して打合
せ用の資料や図面（計画・実施）の作成です。関わっている物
件は様々な用途や規模で、大変な面もありますが、面白くもあ
ります。近い将来は快適で明るい気持ちになる空間を創造した
いと思っています。 
個人的には2年ほど前から、福岡在住の建築やデザイン関係

等のお仕事の方やそういう分野に興味のある女性の方々と、集
まる機会を設けてます。福岡の建築業界に関していえば、女性
はまだ少ないので、仕事を越えたつながりをつくっていければ
心強いのではないかと思っています。「福岡の建築、デザイン
業界の全体的な底上げ」と「違う職種の方とも前向きにコミュ
ニケーションをとっていく」というのがテーマです。 

話は変わりますが、3月20日に最大震度６弱の地震が発生し
ました。「福岡は地震がない！」と誰もが思っていましたので、
まさに青天の霹靂でした。私の自宅は内陸の太宰府市という所
ですので、ほとんど被害がありませんでしたが、職場の設計事
務所はニュースで「窓ガラスが割れたビル」の極近くにありま
す。数年前に耐震補強をしていたので、
建物自体の被害はありませんが、中では
机やパーティションや棚が動いたり、倒
れたりして、資料やカタログや書籍がか
なり散乱しておりました。（ちなみに職場
は６階です。）先日、会社の周辺（天神地
区）及び少し離れた地域（大名地区）を
撮影しましたので、数枚添付いたします。
数週間経っているのにほったらかしだっ
たり、簡易な修繕にとどめていたり、地
震に対する準備がされてなかったのだな
…と痛感しました。 
 

Networking in Fukuoka  

Naoko KUBO  
I’ve always lived in Fukuoka, on the island of Kyushu.  Now I’m 
freelancing in a design office, where I use a PC to make documents 
and drawings. Over the last two years, I’ve formed a network of 
female architects and designers. There are few of us in these fields, 
so it’s important to make connections. Our theme is 
“communication between different fields” and “improving design in 

Fukuoka.”   
On March 20, we experienced an earthquake 
measuring nearly 6 in seismic intensity. 
Everyone thought Fukuoka didn’t have 
earthquakes, so it was like a thunderbolt. 
There wasn’t much damage in Dazaifu, where I 
live, but there was serious damage in Fukuoka.  
In my office, furniture shifted and books and 
papers were scattered. We realized that we 
must be better prepared for the future. (A.T.) 

UIFA JAPON 私たちに何ができるか 

職能人･生活者集団の活動 
寺本 晰子 

 
職能人として環境・建築に関わる企画や立案する業の傍ら、

ボランティア活動で（社）日本建築家協会（JIA）建築相談室
の相談員を10余年続けています。社会を反映した事件にも向
き合い、社会動向を学習する機会ともなっています。また昨
年は中越大地震直後の長岡市で、新潟県と（社）新潟建築士
会による被災地支援活動「住宅相談」等に参加し、職能人の
“日常の業務の延長線上でできる”支援が被災地ニーズの一
つであったと肌で感じました。同時に、「住まい」を通して
被災者の今後の生活設計の一助をすることに、身の丈ほどの
寄付とは異なる手ごたえを得て帰りました。 
では、UIFA で突然の災害時に対して、どんな社会貢献活

動が一緒にできるのだろうか、どんな活動に手が挙げられる
だろうか？これらが、今回、UIFA「災害復興見守りチーム」
に参加を決める動機となりました。 
3月21日、4月20日と2回の勉強会を開催し、UIFA会員が行

う“被災地にできる支援は？被災地の復興を共に支えあう活
動は？災害に強い地域にするには？”を軸に、長期活動ビジ
ョンから、中・短期活動の内容までを話し合いました。先ず、
会員ができる支援活動、得意分野、ボランティア参加可能な
分野のアンケート調査後、内容の登録・データーベース化を
検討しています。被災時の支援のみならず、「復興計画」「災
害に強い地域づくり」の提案づくりや啓発活動でも、会員の
得意分野または興味ある分野での活動が組めるようになる
でしょう。 
短期活動計画として今期は、“仮設の住・環境にかかわろ

う！”と少ないメンバーで盛り上がっています。生活者とし
て、仮設住いの貧困な配置計画、住環境、その改善とコミュ
ニティーの構築にも眼を向けています。同時に、活動の原資
となる助成金取得も視野にいれて検討しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UIFA JAPON Establ ishes Disaster Rel ief Study Group 

Sekiko TERAMOTO  
The recent earthquakes in Niigata, Japan and the Asian tsunami 
prompted us to establish a study group Disaster Relief within 
UIFA JAPON. We have held two meetings to address the issues of 
responsiveness, onsite support and short- and long-term 
preparedness, and to examine models (see photos) of temporary 
housing. We are currently assembling a list of members who are 
willing to volunteer to help. (A.T.) 

JIA新潟地域会主催「三島町地区応援キャラバン『建築相談』」に 
4/10参加した。新潟大学現院生 2名の卒業設計（2004年度） 
「仮設」模型等も展示された。 
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ライトのドキュメンタリー映画、９月に日本初公開 
9月 24日、自由学園明日館において、フランク・ロイド・ラ
イトと日本をテーマに製作されたドキュメンタリー「偉大な
るオブセッション：フランク・ロイド・ライト／建築と日本」
が日本初公開されます。これはライトとその支援者たちの足
跡を記録し、有機的建築思想の理解を促進するために設立さ
れる新しい特定非営利活動法人（NPO）設立の記念行事の一
環として実施されるものです。「世界で最も美しい国」とライ
トが呼んだ日本への1905年の初訪問から1世紀が経ちました。
ライトは 1917年から 1922年まで日本に住んで、帝国ホテル
を含める 10以上の独創的な建築を設計しました。これまで知
られていない記録映像、新事実を伝える資料、数百を超える
未公開の貴重な写真、スケッチ／設計図や、研究者・建築家
へのインタビューをまとめたのは、製作・監督のキャレン・
セバンズさんと森晃一さんです。キャレンさんは昨年から
UIFA JAPON ニュースレターの英語を校正してくださって
います。（田中） 
 
Documentary on Wright to Premiere 

Atsuko TANAKA 
The Japanese premiere of a new documentary on Frank Lloyd 
Wright will be held on September 24 at Jiyu Gakuen Myonichikan 
in Tokyo. “Magnificent Obsession: Frank Lloyd Wright’s 
Buildings and Legacy in Japan” celebrates the centenary of the 
great architect’s initial visit to Japan in 1905 by providing the 
first comprehensive portrait of Wright’s 70-year relationship 
with the country.  
During the six years he lived in Tokyo, from 1917-1922, Wright 
designed a dozen buildings and left another, equally significant, 
legacy: his transformative effect on the men who helped him build the 

Imperial Hotel. The fast-moving documentary, 
produced and directed by Karen Severns and 
Koichi Mori, examines Wright’s enduring 
influence in Japan with historic and new film 
footage, hundreds of rare and unpublished 
photos, drawings and plans, and extensive 
interviews with Wright specialists and the 
descendents of his Japanese colleagues. 

会員おすすめの本 
安東 眞記子 

 
 
 
 
 
 

「策あり！都市再生」 
日経BP出版センター 
編集 日経アーキテクチュア 
著書 馬場璋造+建築戦略研究会 

 
建築戦略研究会とは、大手設計事務所・建設会社設計部の実
務最前線の設計者達が、長年ジャーナリストとして建築業界
を見守り続ける馬場璋造氏の元に集められた研究会である。
各メンバーが、建築に対して向き会い蓄積してきたそれぞれ
の都市再生の「策」を、研究会で議論して 30の提言としてま
とめたのがこの本である。項目は様々な切り口で 1冊の本と
してまとまった提言ではないものの、都市の中で建築に関り
活動する者達の「都市への思い」が感じられ、具体的な施策
を生み出す道標として読むことができるのではないかと思う。 
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役員会報告 
第10回 2005年2月21日(月) 
議 事：海外交流の会「8月の雨水国際会議への参加」、学校トイレの UIFA化「学

校トイレの現地取材」、災害復興見守りチーム「第 1回勉強会の実施」
が決定。05年度予算、6月の総会の検討。 

第11回 2005年3月24日(木) 
議 事：ド・ラ・トゥール会長の勲章受賞に UIFA JAPON からお祝いする。総

会は 6月 25日(土)名古屋で開催決定。第 35回海外交流の会は「スマト
ラ大津波被災に学ぶ」、第 36回はドイツのライヒマン氏を囲んだ講演会
を 8月 7日(日)に開催決定。 

第12回 2005年4月22日(金)  
議 事：第 35 回海外交流の会「スマトラ沖地震の復興プロセ-スに学ぶ」の告

知、総会に向けて決算と予算検討。事務局の移転の報告。 

������
水辺で、山で、訪問したお宅でと、今年の桜は堪能しました（須永）安東さんのお
薦め本、是非ご一読を！地方都市の再生への提言、気になりました。（井出） “私
たちに何ができるか” UIFA JAPON, be ambitious!（渡辺）沢山寄せられた海外の学
校トイレ事情の写真を見たい方、ご連絡下さい。（中野）一足先に「愛・地球博」行
ってきました。一度行くと後を引きます。（石川）「私らしくはたらく」コーナーに
皆様の仕事ぶりをお寄せください。（編集長：田中）I'm honored to be involved in the 
UIFA JAPON newsletter, and look forward to meeting members at the“Magnificent
Obsession”showing on Sept. 24 at Myonichikan.（Karen Severns） 

UIFA JAPON 事務局 移転のお知らせ 

新住所：〒102－0083東京都千代田区麹町2－5－4 

第２押田ビル 

㈱生活構造研究所内 
電話・ファクス番号・メールアドレスは変わりません。 
電話 03－5275－7861、ファクス 03－5275－7866 
Eメール uifa@LIQL.CO.JP 

学校トイレ改修セミナー報告 

1月末にINAX銀座ショウルームで「首都圏学校トイレ改修セミナー」が開催さ
れた。司会はUIFA会員の小林純子さん。パネリストの世田谷区教育委員、韮崎
小学校教員、清掃管理者という異なる立場の専門家の話を聞く事ができた。山
梨県韮崎市の最近改修された小学校から、「きれいになって気持ちがいい」との
子供たちの声や、「このまま維持管理するには？」という教員からの課題等が紹
介され、短い時間で子供達と一緒に清掃する日々のメンテナンスと同時に、定
期的な専門家による徹底した清掃の必要性や、そのアドバイスを求める声が強
く聞かれた。従来の床に水を流す=ウエット方式から、拭き取る＝ドライ方式に
移行しようとする行政側の意向に、会場の教員参加者からは疑問点が多く出さ
れていた。（永井・中野） 


