
　The FY2013 General Meeting of UIFA Japon and a lecture 
commemorating the 20th anniversary of our establishment were 
held in Bachelor Hall (Gakushi Kaikan), Tokyo, on May 25. There 
were 30 attendees and letters of proxy totaling 86 regular members, 
who approved two motions. UIFA Japon President Junko Matsukawa 
reported on the preparations for the 17th UIFA Congress, which will 
be held in Ulan Bator, Mongolia in September, and the photo exhibition 
“Daredemo Photographer," marking the second anniversary of the 3/11 
quake and tsunami, held in May at the Virginia Institute of Technology, 
U.S.
　UIFA Founding President Solange d'Herbez de la Tour delivered the 
commemorative lecture, entitled The Days of UIFA's Birth.  Mr. Hiroshi 
Naruse, a Japanese architect who runs the Atelier Hippopotamus in 
Paris, accompanied her and translated her speech in Japanese. Mme. de 
la Tour has designed more than 5,000 houses, one new town and many 
exercise facilities all over the world. She has received letters of thanks 
from many countries, and L'ordre national de la Légion d'honneur from 
France.
　She spoke about how, just after World War II in France,  architecture 
was limited to men only, with no opportunities for female architects 
to work. So she established UIFA in Paris and grew it into a global 
organization to improve the labor circumstances of female architects, 
but problems persisted. Nobuko Nakahara, the founding president of 
UIFA Japon, started the Japan branch at the same time, and Mme. de le 
Tour mentioned that this stimulated her diligence. During the lecture, 
she also introduced past UIFA congresses with photos. 
　Afterward, many members had questions and comments before we all 
enjoyed a welcome reception, during which we reminisced about past 
gatherings and discussed the upcoming 17th UIFA congress. Mme. de 
la Tour was worried about the damaged areas stricken by the Tohoku 
quake and tsunami, and visited the area during her stay in Japan.
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■主な内容
UIFA JAPON 2013 年度通常総会・設立 20 周年記念講演会

ド・ラ・トゥール UIFA 会長と行く東北の被災地訪問

IAWA "Daredemo Photographer Exhibition" 訪問記 

特集：住宅を継承するための方法●住宅遺産トラストの活動

　　　　　　　　　　　　　　　●地元で愛されてこそ次世代に遺せる　藤井厚二「聴竹居」

　　　　　　　　　　　　　　　●旧安田楠雄邸へようこそ－多児貞子さんに聞く－

この指とまれ　「モンゴルの遊牧民～食と住まい～」　

連載：被災地通信（6） 全国に届け、被災者の真の声

会員の本『第３の住まい』
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記念講演で来日されたド・ラ・トゥール UIFA 会長と通訳の
成瀬氏（写真：田中）

　5 月 25 日（土）13 時から学士会館において、UIFA JAPON の
2013 年度通常総会と、設立 20 周年を記念して UIFA 会長のソラン
ジュ・デルベッツ・ド・ラ・トゥール氏を講師にお招きした記念講
演会が開催された。
　まず通常総会では、正会員 86 名のうち出席者数 30 名、委任状提
出者 30 名で会議が成立し、第 1 号議案、第 2 号議案が問題なく可
決された。その他、9 月にモンゴル・ウランバートルで開催される
第 17 回大会の準備として、モンゴルやモンゴル語についての勉強
会等が行われていることが報告された。また 5 月に開催されたバー
ジニア工科大学での「だれでもフォトグラファ」展についての報告
があった。同大学が立地するブラックスバーグの市長から岩泉町民
と UIFA JAPON に贈られた手紙と記念品は、岩泉町に寄贈される。
　続いて設立 20 周年記念講演会として、UIFA 会長のソランジュ氏
より「UIFA 誕生のころ」と題する講演が行われた。パリでアトリエ・
カバを運営する日本人建築家の成瀬弘氏が、パリからソランジュ氏
に同行し通訳を担当した。ソランジュ氏はこれまでに 5,000 以上の
住宅、1 つのニュータウン、多くの運動施設を建設され、世界中で
仕事をされたことと、様々な国から感謝状、フランスからはレジオン・
ド・ヌール勲章をいただいたことが紹介された。
　UIFA 設立の契機は、第二次世界大戦後のフランスで女性の建築家
が働く機会がなかなか得られなかったことだという。女性建築家の
労働環境を良くするために、パリで UIFA を設立し世界的な組織に
成長させたが、男性建築家と差異はなかなか解決しなかったとのこ
と。また同じ頃、日本の中原暢子氏が女性建築家の組織を立ち上げ
たことが励みになったので、UIFA Japon が UIFA の活動を受け継ぐ
ことを期待していると話された。講演の後半では、第 1 回大会（1963
年、パリ）、第 4 回大会（1976 年、イラン）、UIFA 設立 20 周年記
念世界大会（1983 年、パリ）、第 12 回大会（1998 年、東京）、第
16 回大会（2010 年、ソウル）の様子が写真で紹介された。
　その後、多くの会員から質問やコメントがあった。まずは第 4 回
大会に参加した白井氏、山田氏が当時の印象やエピソードについて
話し、先進国の女性の参加が多かったが、世界中に活動がもっと広
がって欲しいとコメントした。また 20 周年記念世界大会に参加し
た小川前会長、松川会長が、子どもの施設をテーマとしたため、パ
リで見学会が開催されたことを紹介した。ソランジュ氏を囲む懇親
会は、なごやかな雰囲気の中でこれまでの思い出話、9 月の第 17 回
大会、東北の被災地などについての会話が弾み、楽しい時間を過ご
した。

UIFA JAPON 2013 年度通常総会・設立 20 周年記念講演会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山本　佳世子
General Meeting of UIFA JAPON and 20th Anniversary Commemorative Lecture 　　　　　 　　　　　   YAMAMOTO Kayoko

（写真：田中）
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UIFA JAPON 20 周年記念

　今年は、UIFA JAPON 設立 20 周年にあたり、記念行事としてソ
ランジュ・デルベッツ・ド・ラ・トゥール UIFA 会長と行く東北
の被災地訪問が企画され、総勢 21 人が同行した。
■ 5 月 27 日：岩泉町長伊達氏を訪問。岩泉町は 20 ｍの津波で
11 人が死亡、仮設団地は 3 箇所設置され 143 戸入居。UIFA 会長
がワインとチーズを贈り「復興に向けて頑張っている様子に感動
している」と挨拶。UIFA JAPON からヴァージニア工科大学での
写真展の話と、開催地からの手紙と銀杯を贈呈後、海沿いの小本
地区へ。小本駅連絡通路の「だれでもフォトグラファ」展で、住
民が撮った写真を見学。小本仮設団地は 84 戸が入居。集会室で
１時間の「どこでもカフェ」を開催。お抹茶と手作りの和菓子等
でおもてなしをした。
　この後、田野畑村へ移動。海近くのホテル羅賀荘は 3 階まで浸
水し 5 階に避難したという仲居さんの話に、宿泊フロアが 5 階で
正直安心した。翌朝、ホテル裏側斜面に津波の爪跡を発見。
■ 5 月 28 日：田野畑村長上机氏を訪問。「明治、昭和、今回と津
波に襲われ、42 人死亡したのは昭和の津波後も元の所に住み続け
たのが原因。だから高台移転を決定。コミュニティ形成が課題で、
震災後かけつけた松川会長に感謝している」と話された。30 年前
に担当した「生活体験館」は、残念ながら今回流されてしまった。
集合写真撮影後、木造仮設住宅と高台移転先の造成地見学。陸前
高田市は、津波が 14 ｍ、死亡・行方不明約 2200 人と被害は甚大。
奇跡の１本松は足場で囲われていた。伊東豊雄氏の「みんなの家」
は、倒木利用の柱が目につく。代表の菅原さんは「見学者が多く、
対応に忙しい」と話していたが、地域住民のコミュニティ再生の
拠点として活用されている。
　広田半島にある長洞仮設住宅「長洞元気村」は 60 戸中被災者
26 戸が入居。集会室で見た映像に写るお祭り用太鼓はすべて流さ
れたが４個回収され、UIFA JAPON は 1 個寄贈した。
■ 5 月 29 日：世界遺産の平泉の毛越寺、中尊寺、近くの達谷窟
を見学して帰京した。
　震災から 2 年 2 ヶ月。沿岸部では壊れたままの防潮堤、土嚢な
どが目についたが、訪問地では、復興に向けた住民の活発な活動
が印象的で、同時に UIFA JAPON の更なる支援活動が、住民の方々
に期待されていると感じた。

参加者：
ド・ラ・トゥール UIFA 会長、成瀬弘氏（通訳）
小川信子名誉会長、松川淳子会長、正宗量子副会長、稲垣弘子副
会長、阿部祥子、石川弥栄子、岩井紘子、柏原雪子、岸本裕子、
小池和子、小渡佳代子、田中美惠子、長塚裕子、林屋雅江、藤田
淑子、山田規矩子、河内眞作、土田旭、平野正秀

　As part of the 20th anniversary of UIFA Japon's founding, UIFA 
Founding President Solange d'Herbez de la Tour came to Japan. 
After the General Meeting, she accompanied 21 UIFA Japon 
members to the disaster-affected areas of Tohoku. 
　On May 27th, the group visited the city of Iwaizumi, Iwate 
Prefecture, and Mme. de la Tour took cheese and wine to city 
representatives. She told them, “I am touched by the efforts being 
made towards recovery,” and talked about the photo exhibition at 
Virginia Tech. We then made our way to Omoto, a district situated 
along the seaside. After viewing displays of photos taken by the 
residents, we held a café event where residents could stop by for 
tea and homemade sweets. We spent the night in the village of 
Tanohata, in a hotel that experienced flooding during the tsunami. 
　On May 28th we learned that Tanohata, having experienced 
three devastating floods in history, has decided to move the town 
to higher ground. We visited the wooden temporary housing and 
Minna no Ie (Home for All), designed by Toyo ITO in Rikuzentakata. 
The house manager commented that, “With increasing numbers 

小本駅連絡通路の「だれでもフォトグラファ展３」（写真：平野）

小本仮設団地集会室で開かれた「どこでもカフェ」（写真：平野）

平泉で鐘をつくド・ラ・トゥール会長（写真：正宗）

of visitors, I've been busy,” suggesting the success of the project. 
Afterward, we made our way to Hirota Peninsula, and there visited 
temporary housing in Nagahora called Nagahora Genki Mura, 
where UIFA Japon gifted a festival drum.
　On May 29th, we returned to Tokyo after visiting Chusonji 
Temple, a world heritage site in Hiraizumi, Iwate Prefecture. 
　Two and a half years have passed since the tragic earthquake. 
There are still the remains of destroyed tide embankments along 
the coast, which indicated that UIFA must further its reconstruction 
support. However, it was not the wreckage that caught my eyes 
during the trip, but rather the liveliness of the residents and their 
efforts toward recovery. （MT）

ド・ラ・トゥール UIFA 会長と行く東北の被災地訪問　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小池　和子
Tohoku Visit with Mme. de la Tour 　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　KOIKE Kazuko
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20th Anniversary of UIFA JAPON

　2013 年 5 月 10 日～ 15 日、私たち 7 名は岩泉町で撮影さ
れた「だれでもフォトグラファ」の写真パネル 158 枚を持参
してヴァージニア工科大学を訪れ、IAWA での写真展を開催し
た。

　到着の翌日、写真パネルをヴァージニア工科大学内 Cowgill 
ホールに展示。3 人の学生さんが手伝ってくれるが、展示パ
ネルの数が多いので、お昼を少し過ぎて終了。会場で IAWA 
Center Advisors や School Director などの関係者と挨拶を交
わしながらオープニング・パーティ。支援への感謝と復興
への現況を報告した。午後、ヴァージニア工科大学が研究
プログラムの一つとしてデザイン・建築したソーラーハウ
ス Lumenhaus を 見 学。2010 年 に The International Solar 
Decathlon Competition を、2012 年には AIA Honor Award for 
Architecture を受賞したという。コンパクトで無駄の無い室内
空間、特に、設備を大きな可動式テーブル（？）で覆うことの
できるキッチンのまとめ方が面白かった。
　次の日、大学構内駐車場の屋上のソーラーパネルを見学。 
屋上から昨日見学した Lumenhaus が見下ろせる。ブラックス
バーグの街や 18 世紀の邸宅 Smithfield Plantation を見学。夕
方から The Grove ( ヴァージニア工科大学学長公邸 ) にて歓迎
リセプションがあった。学長をはじめ町長も出席され、総勢
50 ～ 60 名位の盛大なウエルカム・パーティーだった。既に
写真展を見たという女性から、とても興味深い作品ばかりだっ
たと言葉をかけられる。日常生活の中で撮られた写真には、独
自な生活感が映し出されていて、それに興味を持たれようだ。
　最終日は、製図室他・図書室を見学した。製図室はオープ
ンなスペースになっていて、全学年混合、1 人ずつに机があ
る。レーザーカッターや溶接などの作業室が本格的で、日本の
大学との大きな差を感じた。3D プリンターの話を聞き、作品
を見せて頂く。次にドミトリーを見学。シアター、多目的ホー
ル、スポーツジム、ランチルームなどのパブリックスペースが
充実しているが、学生の部屋は 2 ～ 4 人の相部屋だった。午
後、図書館内にある IAWA スペシャルコレクション見学。松
川さん、正宗さんをはじめ、東由美子さん、山本其観代さんの
ポスター、林雅子（著書）の紹介の作品が展示されていた。今
年の 10 月オープン予定の Performing Arts Building では設備
関係の工事が行われていた。夜は、ドナ・デュネイ教授の家に

招かれた。歴史的な住宅をリ
フォームしたぬくもりのある
素敵な家には、南天・ヒイラ
ギ・モミの木などがある芝生
の庭があり、お子さんの結婚
パーティーもここで行われた
という。
　岩泉町とヴァージニア。遠
く離れた２つの町が “だれで
もフォトグラファー” の写真
を共有した。ヴァージニアで
とても歓迎された事を、岩泉
の皆さんに伝えたいと思う。

　From May 10-15, several UIFA Japon members and a UIFA Japon friend 
went to Virginia to set up the Daredemo Photographer Exhibition at IAWA 
at Virginia Tech (VT). With the help of VT students, we hung 158 photos 
that were taken in Iwaizumi-cho, Iwate Prefecture, and joined the opening 
party at Cowgill Hall. We told the attendees that we greatly appreciated 
their support of reconstruction efforts after the triple disaster of 3/11/11, 
and updated them on the current situation. 
　We also enjoyed field trips to the award-winning Lumenhaus, a solar-
powered building, and the solar panels on the roof of the university's 
parking garage, the town of Blacksburg, the Architecture Studio, library, 
dormitories, IAWA Special Collections, and home of Prof. Donna Dunay. 
Lumenhaus received an AIA Honor Award for Architecture and I was 
interested in its highly effective floor plan and unique kitchen. The open-
concept Architecture Studio has drafting tables for each student, and the 
well-equipped workshops had laser cutters, welding machines, and so on. 
In the dormitories, we visited full-scale private rooms for 2 – 4 students, 
and public rooms such as a theatre, multifunctional hall, gym and lunch 
room. The IAWA Special Collections at the library had posters of Junko 
Matsukawa-Tsuchida, Kazuko Masamune, Yumiko Higashi and Kiyomi 
Yamamoto, as well as Masako Hayashi's publication. 
　We were given a welcome reception at The Grove, the residence of 
the president of VT, which about 60 people, including the president and 
the town mayor, attended. One woman told us, “I was so interested in all 
the photos when I looked at the exhibition,” and was impressed with the 
unique photos showing the mood of people in Iwaizumi today. Professor 
Dunay invited us to her home, where we appreciated beautiful trees and 
grass as well as a fantastic renovated historic home. We must forward 
warm welcome messages from Virginia to the people in Iwaizumi.  (NK)

IAWA "Daredemo Photographer Exhibition" 訪問記　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　長塚　裕子
Iwaizumi Daredemo Photographer (Everyone is a Photographer) Exhibition at IAWA　　　　　　NAGATSUKA Hiroko

ヴァージニア工科大学で開かれた岩泉町「だれでもフォトグラファ展」
（写真：岩井）

学長公邸で開かれた歓迎リセプション
（写真：岩井）

ブラックスバーグ町より贈られた銀杯と解
説書。東北の旅で岩泉町に届けられた。

実験的ソーラーハウス Lumenhaus

参加者：
　松川淳子、正宗量子
　伊藤京子、岩井紘子
　河内眞作、土田旭
　長塚裕子
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特集：住宅を継承するための方法

　地価や相続税の高い日本で、住宅を継承することはとても難しい。ニュースレターでは、林昌二・雅子邸見学会を含めて継続的
に住宅の保存問題を取り上げてきた。今回は、地道な活動が実を結びつつある三つの事例について、その中心的役割を担ってこら
れた方に寄稿あるいは語っていただいた。

　「住宅遺産トラスト」は、2013 年 3 月に設立された一般
社団法人です。歴史的・文化的な観点から、個人の所有を超
えて社会的な価値があると思われる住宅を保存・継承するこ
とを目的に設立されました。
　「住宅遺産トラスト」の出発点は、この一般社団法人の主
要メンバーが発起人となり 2008 年 11 月に始まった「園田
高弘邸の継承と活用を考える会」の活動でした。
　目黒区緑が丘にある「園田高弘邸」は、吉村順三が設計し
1955 年に完成した、世界的ピアニスト園田高弘夫妻の住宅
です。東京藝大の助教授であった吉村が 46 歳の時に手がけ
たこの 18 坪の小住宅は、その後、吉村の弟子である小川洋
氏による増築を経て、50 年にわたり大切に住まわれてきま
した。この住宅を、どなたかに継承して欲しいと望む園田春
子さん（故園田高弘夫人）の想いを受け、地域住民、建築専
門家を中心に、夫人が企画する演奏会と建築レクチャー等で
構成された「園田高弘邸 音楽と建築の響き合う集い」を実
施してきました。
　しかしながら、4 年を経て、なお「園田高弘邸」の継承者
を見出すことは難しく、また同じく 4 年前から継承者を探し
ていた「新・前川國男自邸」（1974 年、前川國男設計）、そ
して 2012 年に相談が持ち込まれた「旧倉田邸」（1955 年、
吉田五十八設計）の 3 邸の継承者を同時に探してはどうかと
いう発想から、2012 年 9 月 21 日から 10 月 21 日まで、世
田谷区玉川田園調布の「ガレリア・アビターレ」にて『昭和
の名作住宅に暮らす－次世代に引き継ぐためにできること－ 
吉村順三、吉田五十八、前川國男』による三つの住宅』展を
開催しました。
　この三つの住宅遺産の保存・継承活動にかかわってきた多
くの人々の力とネットワークにより、様々なメディアにも取
り上げられ、結果として「園田高弘邸」の新たな継承者と出
会うこととなりました。新たな住まい手は、吉村順三の建築
をこよなく愛し、そこで暮らした音楽家、園田高弘夫妻へも
深い理解を示され、設計当時からの家具、ピアノ、写真類な
どのしつらえもそのままに住宅として使用しつつ、これまで
どおり地域コミュニティーに家を開くことを前向きに検討し
てくださっています。
　一方、「旧倉田邸」は、惜しまれつつ、2013 年 6 月に解
体されました。また、「新・前川國男自邸」は、今後も保存・
継承のための活動を継続していく予定です。
　この展覧会を機に、多くの人々が住宅遺産の保存・継承に
関心を持たれていることが分かりました。また、こうした住
宅遺産を所有し、維持・管理に苦労しながらもその住宅を愛
し、継承者を探しておられる所有者の方々とも出会いました。
　「園田高弘邸」をはじめとするこの三つの住宅の保存継承
活動、そして展覧会の企画にかかわったメンバーが中心とな
り、今後も継続して、こうした住宅遺産を次の世代に引き継
ぐための仕組みをつくることを目指し、一般社団法人「住宅
遺産トラスト」を設立しました。

　The Heritage Houses Trust, a general incorporated nonprofit 
association, was established in Tokyo in March 2013 to 
preserve important private houses of social, historic and cultural 
significance. Its origin dates back to November, 2008, when the 
association's principal members launched a movement to preserve 
the residence of a prominent concert pianist, Takahiro Sonoda. 
For 50 years, Sonoda and his wife enjoyed living in a small house 
built in 1955 by the renowned architect Junzo Yoshimura—then 
a 46-year-old associate professor at the Tokyo National University 
of Fine Arts and Music—and to which an extension had later been 
added by Yoshimura's pupil, Hiroshi Ogawa. At her husband's 
death, Mrs. Sonoda expressed a wish for someone to take over 
and preserve their beloved home. A group consisting primarily 
of architects and neighbors responded by holding a series of 
get-togethers planned by Mrs. Sonoda herself, and featuring a 
combination of salon concerts and architectural lectures.
　Four years later, despite these efforts, no one had been found to 
ensure the heritage legacy of the Sonoda House—nor that of two 
other properties whose situations were similar, namely the new 
house the architect Kunio Maekawa built for himself in 1974 and 
the former Kurata House, built by Isoya Yoshida in 1955. In order 
to further raise public awareness, an exhibition called, “Living 
in Showa Masterpieces” was held at Galleria Abitare in Tokyo's 
Tamagawa-Denenchofu district, from September 21 to October 
21, 2012. Backed by a strong network of supporters and covered 
by various media, the exhibition resulted in finding a new owner 
for the Sonoda House. By way of tribute to Junzo Yoshimura's 
architecture and the love bestowed upon the house by its previous 
owners, the original furniture, pianos and even photographs have 
remained in use as they were, and long-established links to the 
community will likely be maintained.
　Meanwhile, to the regret of many, the Kurata House was 
dismantled in June 2013. The Maekawa House still requires a 
prospective buyer to assure its preservation.
　The exhibition showed that preserving heritage houses is an 
interest shared by many people, and drew attention to the fact that 
many other current owners, for all their hardships in maintaining 
their much-loved and architecturally valuable homes, are also 
seeking ways to preserve them.
　Thus, what had started out as a movement to preserve three 
houses has now led to the establishment of the Heritage House 
Trust. This provides a structural basis for the endeavor led by 
the organizers of the 2012 exhibition, who are dedicated to the 
preservation of important residences for generations to come.

住宅遺産トラストの活動　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    一般社団法人住宅遺産トラスト理事　木下　壽子
Saving Heritage Homes 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  KINOSHITA Toshiko

木下壽子：　日本女子大学住居学科卒業後、芝浦工業大学およ
びロンドン大学で修士号を取得。建築設計・近代建築史研究と
ともに住宅保存活動に携わる。有限会社コミュニティー・ハウ
ジング代表取締役。住宅遺産トラスト理事。

園田邸の暖炉のある居間



5

Special Feature: Preserving Historic Homes

　Because of Japan's high cost of land and draconian inheritance taxes, it is difficult to preserve historic houses. By focusing on 
three examples of preservation, we hope to prompt further consideration about ways to protect and maintain Japan's architectural 
heritage.

　京都府乙訓郡大山崎町は、大阪府との県境にある人口
１万５千人ほどの町である。しかし、この京都府下で一番小さ
な面積の町（約 6 k ㎡）には、北に天下分け目の合戦で有名な
天王山、南には桂川・宇治川・木津川の三川が合流し淀川にな
る雄大な景観があり、名神高速道路、東海道本線、新幹線など
の国土幹線が縦横に走っていて、治水上、交通上の要衝でも
ある。さらに、千利休の唯一現存する茶室である国宝「待庵」、
本館が登録文化財に指定され、増築の設計を建築家・安藤忠雄
が手がけたアサヒビール大山崎山荘美術館、重要文化財の宝積
寺などの近世・近現代建築の宝庫でもある。その大山崎に京都
帝国大学教授、建築家の藤井厚二（1888-1938）の自邸「聴竹
居」が竣工 85 年を経た現在もそのままの姿でひっそりと建っ
ている。
　藤井厚二自ら興した環境工学の理論を生かした実験住宅で、
その完成形としたのが 5 回目の自邸「聴竹居」である。そこに
は日本の気候風土にあった真に日本人の心と体に適した「日本
の住宅」が実現されている。20 世紀を代表する建築家ル・コ
ルビジェ（1887 生まれ）と同時代に世界に提示した日本発の
木造のモダニズム建築としても、今後、世界的に評価されるに
足る日本を代表する「住宅」と言える。
　1996 年三重県立美術館で開催された展覧会に「聴竹居」を
展示することに協力してから「聴竹居」との繋がりは始まり、
今年で足かけ 19 年になる。2000 年に実測調査（彰国社から

「聴竹居実測図集」として出版）、同年、日本のモダニズム建築
を代表するとして「聴竹居」が docomomo20 選に選定された。
2000 年 に は docomomo 20 選、2005 年 に は docomomo100
選の展覧会でも取り上げられ、社会の注目を集めた。
　2008 年からは、私が借家人（持主は藤井厚二の次女・東京
在住）となり、より、積極的に公開すべく地元・大山崎町の皆
さんと任意団体・聴竹居倶楽部を結成し代表に就任。建築専門
家の中でもそう多くの方がその存在を知らない「聴竹居」、ま
してや、一般の方々には全く知られていなかった「聴竹居」。
2008 年の春に「聴竹居」の徒歩圏に住む地元の有志数人に集
まって頂いた時には、「どこが良いのか」「どこが凄いのか」理
解できず皆さん一様に、その価値がわからずにきょとんとして
いた。ホームページをつくり、予約制で一般公開を始めてみ
ると、全国各地から多くの見学者が来られ、その数は、年間約
3000 人も達する。

　こうした公開活用をボランタリーで手掛けている聴竹居倶楽
部は、私を除いて全て地元の方々である。このことが一番重要
で、いくら著名な有識者が評価しようが、外部の専門家が讃え
ようが、地元の方々が心の底から愛着を持ち続けない限り、地
域に根差した建物は絶対に次世代に遺すことは出来ない。こう
した密かな目論見は功を奏し、今では町長室に「聴竹居」の写
真が飾られ、町長の名刺にも写真が印刷され、まさに町の文化
資源としての地位を獲得した。近年は新聞、雑誌、テレビでも
多く取り上げられるようになり、今年のお正月のテレビ番組が
天皇皇后両陛下のお目にとまったことで、つい先日の 6 月 24
日に行幸啓が行われた。
　地域と共に存在し続ける生きた建物には、「愛着の連鎖、継承」
を支える「たてものがかり」の存在が不可欠だ。聴竹居倶楽部
はまさに聴竹居の「たてものがかり」なのである。

　Located in the small town of Oyamazaki-cho outside 
Kyoto, the home of architect FUJII Kouji (1888-1938) has 
been drawing up to 3,000 visitors/year, with the support of 
the volunteer group Chochikukyo Club. 
　Oyamazaki-cho is an important place for Western Japan's 
traffic and flood control, since it is traversed by the Meishin 
Highway, Tokaido Railway and Tokaido Shinkansen, 
and three rivers merge there into the Yodo River to 
create a magnificent view. It is a town that features such 
exceptional architecture as the Taian Teahouse designed 
by Sen no Rikyu, Asahi Beer Oyamazaki Villa Museum of 
Art and Hoshakuji Temple. But perhaps most amazing is 
Chochikukyo, which retains its original appearance 85 years 
after its completion by Fujii, a professor of Kyoto University. 
An experimental residence for which the architect put his 
theory of environmental engineering into practice, the home 
is perfect for the weather and spiritual climate of Japan. 
It is also considered one of the best examples of wooden 
Modernist architecture in the world. 
　The author has been an active supporter of Chochikukyo 
for 18 years. I helped with the Chochikukyo exhibition at 

－地元で愛されてこそ次世代に遺せる－ 藤井厚二「聴竹居」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   松隈　章
Locals’ Love Sustains Life of Historic Architecture: FUJII Kouji's Chochikukyo in Kyoto 　　　　　　　　　    MATSUKUMA Akira

2013 年 6 月 24 日天皇皇后両陛下の行幸啓（左から 2人目が筆者）聴竹居南東外観
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　旧安田邸は文京区千駄木５丁目、かつて銀行頭取の住む屋敷
が並んでいたため「銀行通り」と呼ばれた道に面する。この建
物は 1919 年、後に豊島園を開く藤田好三郎が自宅として建て
たが、関東大震災直後の 1923 年、先代安田善四郎に売却され
た。近隣の閑静な住宅街は、近年、代替わりにマンションなど
に変わりつつある。安田邸は 1995 年に当主の楠雄氏が亡くな
られて同様の危機に陥ったが、保存活動によって 2007 年から
建物と庭を一般公開するに到った。今年 5 月まで 5 年半にわ
たり旧安田邸のマネージャーをつとめられた多児貞子さんに話
をうかがった。
　初めて多児さんが安田邸を訪れたのは 1996 年 3 月。地元の
建築家と共に 4 月に調査を行い、同時に「たてもの応援団（文
京歴史的建物の活用を考える会）」を結成した。相続手続きの
期限が迫る中、調査報告書をわずか 1 ヵ月でまとめ、安田夫人
とご家族の方に保存と活用の提案をした。結局、免税団体であ
る公益財団法人日本ナショナルトラストに寄贈されることが決
まった。近隣の住民を対象にした見学会を開いた時、「どうぞ皆
さんでお使い下さい」という安田夫人の言葉が心に残り、多児
さんは必ずこの保存計画を成功させなければと思ったそうだ。
　修理工事に 3 年が費やされた。夫人の住まいを表門の北側
に新築し、裏の路地に面した土地を売却、主要な建物と庭が
保存された。その後、東京都の名勝に指定され、修復工事費 1
億 5 千万円の６割は都と文京区から、残りの 4 割は篤志家か
らの寄付等で賄われたが、まだ修理を必要とする箇所があるの
で常時寄付を募っている。
　建物の修理が終わったあと１年の準備期間をとり、日本ナ
ショナルトラストとたてもの応援団で維持管理と活用方法を研
究した。参考になったのは遠山記念館で、清掃は箒で掃くこと
と雑巾がけという昔ながらの方法だった。掃除機は壁や柱を傷
つけてしまうため使用しない。旧安田邸では登録制のボラン
ティア組織「旧安田邸サポート倶楽部」をつくり、公開前に清
掃から始める。障子の桟は筆でほこりを払い、廊下は固く絞っ
た雑巾で拭く。スチール製のロッカーは置かず、玄関横の一室
を保管所として手荷物を預かり、貴重品を入れるための布製の
小袋を貸す。このような細やかな心遣いはボランティアからの
提案だった。多児さんは「旧安田邸の美しさを損なうことはや
らない」ことを心がけてきたという。
　一般公開は水曜日と土曜日だが、五節句にあわせ雛飾りや五
月飾りを飾ったり、応接間で音楽会を開催したりして来館者を
増やしてきた。桃の節句と端午の節句に飾る人形など、安田家
より寄贈されたたくさんの生活道具は、貴重な資料として展示
活用されている。現在来館者は年間 8000 人で、建物の貸館撮影
料なども加えれば、スタッフの人件費や維持管理の経費をまか
ない、残りは次の修復のために積み立てられている。多児さん
をはじめとするボランティアの方々の努力のたまものだと思う。

Mie Prefectural Art Museum in 1996, surveyed and made 
drawings of the home in 2000, and became a tenant as well 
as the Chochikukyo Club's representative in 2008. Although 
Japanese architecture specialists had not noted the home 
as late as 2008, it now attracts many people since club 
members created a website and opened the home to the 
public (reservations needed). The imperial couple visited the 
home in June 2013. Now, Chochikukyo is acknowledged 
as a great cultural resource of the town, and the locals 
have come to love it. Because the locals love Chochikukyo, 
its legacy lives on. Groups like the Chochikukyo Club are 
necessary to help sustain Japan's rich architectural legacy. 
　(NK)

　The Kusuo Yasuda House in Sendagi, Tokyo was built in 1919. 
Few historical homes remain in the neighborhood, since they have 
mostly been replaced by apartment buildings in recent years. 
Yasuda House was also on the verge of being demolished after the 
death of its owner in 1995. But thanks to a grassroots preservation 
movement, the house and garden have been maintained to this day 
for visitors to enjoy. I interviewed Sadako Tani, who had worked 
as the manager of Yasuda House for over 5 years, regarding her 
commitment to historic preservation and the efforts made to 
restore the Yasuda House. 
　Her first visit to the house was in March 1996. The following 
month, she contributed to research carried out on the condition of 
the house and also established the Tatemono Oendan, a group that 
preserves historical buildings specifically in the Bunkyo area. The 
group discussed plans for the restoration and future use of the 
house with Mrs. Yasuda, who agreed to donate the home to Japan 
National Trust. Tours of the house were held for residents of the 
neighborhood. Mrs. Yasuda told them, “You're welcome to put the 
house to good use,” which heightened Ms. Tani's determination to 
accomplish the preservation plan.
　Three years were dedicated to reconstruction work. The house 
and garden were officially named cultural assets of Tokyo, and 
60% of the construction costs were covered by grants from the 
Tokyo and Bunkyo governments. The remaining costs were met 
by donations; the group still asks for regular donations, as further 
restoration is required.
　After the reconstruction, Tatemono Oendan and the National 
Trust took a one-year preparation period to learn more about 
maintenance and how the house can be put to practical use. 
They then recruited volunteers to become members of a support 
club, which carries out cleaning and other maintenance tasks. 
Considering the fragility of the house, the supporters make sure 

旧安田楠雄邸へようこそ　－多児貞子さんに聞く－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   薄井　温子
Welcome to the Historic Yasuda House: Interview with TANI Sadako, Former Manager　　　　　　　　　　　　   USUI Haruko

松隈　章 : 北海道大学工学部建築工学科卒業後、竹中工務店入社。
現在、竹中工務店設計本部設計企画部副部長および公益財団ギャ
ラリー A ⁴企画マネージャー。「聴竹居」倶楽部代表のほか、ジェー
ムス邸など全国の保存活動に携る。

　1928 年竣工時点、オール
電化の聴竹居には、各室にこ
の鋳物の電気ストーブが置か
れていた。青海波の透かし模
様の内部に 3 本の電熱ランプ
が立つ。その上に魚模様の円
盤型の釜がはめ込まれ、いつ
も湯が沸いていたそうだ。球
型のシンプルで見事な造形だ。

（井出）

特集：住宅を継承するための方法

球形の電気ストーブ　（写真：板東）

安田邸玄関　（写真：大平秀和）
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　4 月 20 日（土）に建築家・宮崎玲子さんのお宅で「モン
ゴルの遊牧民～食と住まい～」に出席させていただきました。
宮崎さんの著作「台所から見た世界の住まい」がとても興味
深かったのでご本人にお会いできるのがとても楽しみでし
た。ご自宅の聞きしにまさるコレクションに、私は初めて伺っ
たのにもかかわらずキョロキョロしてしまいました。10 名
余の方々でほどよく満員になり、さてスライド会です。
　移動しながら住まう民族は世界にいくつかおり、民族に
よって建てる住居の名称や形状は異なりますが、今回のお話
はその中のモンゴルの遊牧民とその住まいのゲルについて
でした。「ゲルを建てる時は大型家具をまずセットしてから
柱や屋根や壁を組み立てる」「移動式住居で当然インフラが
ないので流しはない」「お風呂に入る習慣がない」「入り口を
出入りするたびにかきまわす馬乳酒は皮袋に注ぎ足していく
のみ」「野菜や穀類は本来食べない」驚くけれどもなるほど、
と納得するお話の数々でした。ちなみに馬乳酒はアルコール
分がとても少ないため子供も飲む飲み物で、夏の朝食は馬乳
酒だけだそうです。その後白樺の林のスライドを先生が見せ
て下さったのがきっかけで話はカムチャッカへ。ペチカや地
下室のお話などをお聞きしました。
　家に帰り、モンゴルとカムチャッカ半島の地図を改めてな
がめました。自分が一生行けないかもしれない彼の地で生活
している人々の生活をリアルに話していただき、自分が当た
り前だと思っている生活の価値観が世界の一地方の一時代の
ものに過ぎないことを再認識しました。そして自分の生活が
モンゴルの民族に比べてかなり肥大化していることを感じま
す。更に、近代化や他文化の流入で少数民族の昔からの生活
文化が変わることが大変残念だと思うにつけ、振り返って自

that delicate shoji are dusted with a brush, and tatami is cleaned 
with a fairly dry floorcloth. Ms. Tani’ s stance of making “the 
beauty of the house a priority” can be seen in the process of 
reconstruction and maintenance. 
　The Yasuda House is open to the public every Wednesday and 
Saturday, and holds special events such as expositions during the 
five festivals and concerts. The house welcomes over 7,000 visitors 
every year, which is enough to cover running and maintenance 
costs. Preservation of the house would not have been realized 
if it were not for the continuous efforts of Sadako Tani and the 
volunteers. (MT)

分がいかに古来の日本の慣習を簡単に捨て去っているかにも
気づかされます。２時間あまりの楽しい会で、宮崎さんに視
野を広げていただいたと感じました。

（戸川理子：一級建築士事務所　パイ設計室主宰）

　On April 20, Dr. Reiko Miyazaki lectured at her home to 
UIFA JAPON members, and broadened my horizons about the 
food and houses of the world.
　I had been looking at Dr. Miyazaki's research and read her 
publication Kitchens and Houses in the World , which was 
very interesting and phenomenal for me. When I stepped 
into her home, her wonderful collections of kitchenware 
and other goods fascinated me very much. She brought 
these from kitchens all over the world. She showed her 
photos about the life and houses (called “gher” ) of nomads 
in Mongolia. She said they place big furniture first, then 
construct walls and roofs over them; have no sinks in their 
kitchens; have no bathtubs; shake kumis (a fermented drink 
made from mare milk) in the entrance whenever they go in 
and out of their homes and eat no vegetables. Their activities 
seem unusual to me; however, at the same time, I understand 
them. I found our present lifestyle is not universal but is valid 
only in our particular place and time. I felt sad to hear about 
the transformation of nomad cultures, although I realized the 
Japanese also abandoned our traditional lifestyle easily. It 
was an impressive and informative talk. (NK)

この指とまれ　「モンゴルの遊牧民～食と住まい～」講師：宮崎　玲子　　　　　　　　　　　　　　　　 戸川　理子
Lecture by MIYAZAKI Reiko on Nomads in Mongolia: Their Food and Houses 　　　　　　　　　　　　　　　　 TOGAWA Riko

多児　貞子：東京生まれ。1971 年より観光資源保護財団（後の
日本ナショナルトラスト）に 20年余勤務する傍ら、全国町並み
保存連盟の勉強会に参加、東京駅など数々の保存運動に関わる。

Special Feature: Preserving Historic Homes

応接室で開かれたピアノ演奏会　( 写真：大平秀和 )

ゲルの内部　（写真：宮崎）馬乳酒を作る　（写真：宮崎）
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被災地通信 (6)   Report from the Disaster Area (6)

　被災県は私達だけではない、と解りつつも東北 3 県の果て
しない苦悩は続く。NHK 仙台放送局毎木曜日昼の津田喜章キャ
スターによる “被災地からの声” の番組が全国放送ならと切に
思う。被災した沿岸部農漁村民、何の罪もない原発被害者になっ
た福島県民の今の声が本当に生々しい。先日自分の所属する仙
台 I ゾンタクラブで、公募による宮城県内の頑張っている仮設
住宅住民女性に対する自立支援金を渡しにバスを仕立て、被災
地視察を兼ねて県下４か所程回った。全国からご支援頂いた布
切れや手芸機材でバックや様々な小物を製作し、ネット販売で
月 3 ～ 4 千円位のお小遣いを得ていると伺った。明るく楽し
げにサークル活動に励んでいるものの、2 年前までは優雅に有
るがままの生活を過されていたのであろうにとグッと来るもの
を覚える。
　もう衣類とか必要品有りませんかとの問いに、こんなにして
頂いているのにまだ有れば良いのになんて言えないと云う。変
な遠慮は要らない、どうぞ声を出してと檄を飛ばして来ました。
これが現実なのです。まだまだこれまでと同じ支援を現地は求
めております。護岸工事や高台造成等チラチラ目にしますが、
私達と同じ生活を営める日は何時くるのやら。
　ドラマチックな復興劇が飛び交ってはおりますが一握りの小
さな世界のことです。大勢はとんでもなく果てしない先の先の
話。少しずつでも良い、生活物資何でも結構、支援しませんか。
これからも。

　I recently visited four shelters in Miyagi Prefecture with a 
group who was donating funds toward reconstruction. The 
women living in the shelters create bags and various souvenirs 
with materials donated from around Japan, and sell them via 
the internet, making just 3,000 – 4,000 yen per month. Even 
though they look like they're enjoying this group activity, 
they used to enjoy much fuller lives before the disaster. We 
can observe some dynamic examples of rehabilitation in the 
disaster area, but most of the victims are still struggling with 
an enormously long and intolerable burden. The damaged 
areas of Tohoku still need our support.（IK）

　小谷部育子はこれまでも『コレクティブハウジングの
進め』（丸善）『コレクティブハウジングで暮らそう』（丸
善）などオルタナティブ・ハウジングの研究成果を出版
している。『第３の住まい―コレクティブハウジングのす
べて―』は、小谷部育子＋住総研コレクティブハウジン
グ研究委員会の編著である。１章はコレクティブハウス
の暮らしを取材している。小谷部がプロローグでいう “住
まいはハコではなく、人が主の暮らしの舞台” というよ
うに、そこには豊かな暮らしの風景がみえる。子どもか
ら高齢者まで多世代が交流するコモンスペースは、一般
的な集合住宅では無い、人と人のゆるやかな関わりがあ
る。今、社会現象にある孤独死などはここにはありえない。
本書では、コレクティブハウジングの仕組みやつくり方

にもふれて実践の参考に
もなる。
　 1 9 9 2 年 A L C C

（Alternat ive Living & 
Challenge City）創設以来、
いやそれ以前から、住ま
いのあり方を共に議論し、
実践してきたメンバーが
2013 年 6 月に鎌倉の「座
やまのべ」に集合した。今、
小谷部は「座やまのべ」
を拠点に、地域と住まい
のデザインを、新たな出
会いの、創造の、場を開
こうとしている。

■会員の本『第３の住まい』　　　　渡邉　喜代美
Member's Book :  The Third House　WATANABE Kiyomi

全国に届け、被災者の真の声　　　　　    　岩井　紘子
Voices of the Victims　　　　　　　　　　　        IWAI Hiroko

前向きに頑張っているお母さんたち　（石巻市雄勝町　名振マザーミサンガの皆さん）

URL :http://uifa-japon.com 

■　編集後記
暫くお休みをいただいていましたが、今号から復帰しました。また宜しく
お願いいたします(石川)   酷暑とドカ雨で今年の現場はてんてこ舞いです!

（飯田）   35年ぶりの聴竹居。電気ストーブの形がすごい！「たてものがかり」
の語りも記録した（井出）   雨に襲われる日本列島「明日は自分と思ってく
ださい」と東北被災者の声（薄井）　編集の皆で眺める夕焼けは、新造船の
初乗りで（須永） クーラーなければ何もできない情けなさ（黒石）　「未来の
大人の防災まちづくり会議」in東京 さわやかな笑顔に励まされつつ明日へ

（渡邉）   絵本「つなみのえほん」、コロラドでもメッセージを伝える力あり
(古村)  Congratulations to UIFA Japon on 2 decades of vital contributions!

（Karen Severns, English editor）住宅を残すための知恵と熱意の輪が広が
りますように（編集長 : 田中）
英訳　ＮＫ：古村伸子、ＭＴ：竹内美保子、ＩＫ：黒石いずみ

■　役員会報告　
第1回4月17日この指とまれ準備　第21回総会準備　議案書準備　ド・ラ・
トゥール会長招聘および東北の旅準備　米国VTにてだれでもフォトグラ
ファ展開催準備　4月25日NL94号発行　ニューズレター発行回数検討／
第2回5月8日第21回総会準備・総会議案書　活動報告・収支報告・収支
予算　ド・ラ・トゥール会長20周年記念講演および東北の旅準備　岩泉
どこでもカフェ開催準備　おもてなしチーム助成金報告書提出／第3回6
月18日　総会・東北の旅報告　米国VTだれでもフォトグラファ展報告　
この指とまれ報告　モンゴル世界大会準備　新地町住宅相談その２準備／
第4回7月23日　第21回総会報告　被災地支援活動の今後検討　モンゴル
世界大会発表準備　ニューズレターについてアンケート検討　この指とま
れ今後企画


