4月例会のご報告

「SA LH A US

担当世話人：川添 純一郎、田中 孝文

講 演会『公共(的)建築について」

【日時】
２０１ ３年４月２４日（ 水） １８：００～２ ０：０ ０
【場所 】
キッチンハウス

大 阪店

ショールーム

４F

東京で活躍されている３ 人組の建 築家ユニット「SALHAUS」さんを
招いての講 演会を開 催しました 。
講演開 始１０分ほどは自己紹介をして頂き、引続いて過去 の作品紹
介から、その物件にかける想い や譲れないポイント、都市や地 方とそ
の作品 の関わり方 、オーナーとの関係性などを分かり易いスライドと
共に講演 頂きました 。
講演会 内容が濃く、また 細か なレクチャーだったので時間が予 想以
上に掛り配分が 大変でした。
さらにモデレーター参 加され た荒谷さんとのディスカッションでも内
容の濃い 質問や回 答が飛 び交 い講演時 間を過ぎてしまい 、最 後の会
場向けの質疑応 答時間が 取れなくなってしまうほどでした。
８０席 用意した会場もほぼ 満席になり、皆さん講演会をじっくりと聞
かれていました。
最後は少し時間 的に バタバタとしてしまいましたが 、拍手 喝采のもと
無事に講 演会を終える事が 出来ました 。

懇親会
当初３ ０名程の 予定でしたが 、当日 参加希望 の方等が 増えて３ ８名
という大 人数での 懇親会になりました。
講師の SALHAUSさん３名はそれぞれ違う席に 座ってもらい、時間
の都合 上講演会で出来なかった 質疑応答をされたり、地方都市をも
っと盛り上げないといけない。など熱い 話のやりとりなどもありまし
た。
現在S ALHAUSさんが 携わられている陸前高田 市の３校 統合中学
校の計 画についての話が 出 た際に東北にボランティアを兼ねた 旅行
を企画しよう！という話などもされていました。

6月例会のご案内

担当世話人：山野松雄／青井弘之

木構 造セミナー 「木は 繊維である」
「木は繊維である」という教えが あります。木を熟知した棟梁たちの幾多の
知の集 積である「口 伝」の一番重 要なところではないでしょうか 。その事 の
重要性を知らなければ 仕口や 継ぎ 手、ひいては架 構も正しく作れ 無い 筈で
す。今回はその事を学習するセミナーです。
● 日時
● 会場
● 時間
● 定員
● 参加 費
● 講師

：2 013 年 6 月 20 日(木)
：大 光電機株 式会社ショールーム ライティングコア大阪
大阪市 中央区 高麗橋3‑ 2‑ 7
地下鉄 御堂筋 線淀屋橋 駅11番出 口から徒歩3分
：1 7：3 0開場 18：00開演 ～20：00終了
セミナー終了後 懇親会を行います。
事前申 込要 会費4, 800 円
：5 0名程度
：5 00円(住 宅部会 員及び所員は 無料)
：原 田量治氏 (株)合 掌代表取 締役

●申込 み・問合せ：
山野建築 計画研究 所 山野 松雄
TEL：0 6‑6 944‑ 450 2
FAX：06‑ 6944 ‑45 01
e‑mai l ：ar chi ̲pr o@hot mai l .co m

情 報コーナー
・7月2日(火 )作品展委 員会16：00 ～17：30
於：JIA事務 局会議室
・7月2日(火 )世話人会 17：30～1 9：0 0
於：JIA事務 局会議室

■作品 展委員会からのお知らせ
20 13 JIA×J UNKUDO 共催
●日時

住宅無料 相談会( 7月)

7月13日(土 )、14日(日 )、15日(月)
13：00 ～18：00

●場 所
①アバンザ 店
② 梅田(茶 屋町)店
③ 三宮店
④ 京都店

7月例会のご案内

建築写真家

担当世話人：多田将宏、佐藤真史

市 川かおり後 援会 「人と自然と建築」

● 日 時： 20 13 年 7月 18 日 (木)

18：00 ～20：00

● 会場： グランフロント大阪 北館 ナレッジキャピタル
５Ｆ ＨＤ Ｃ大阪 イベントスペース Ｃテラス
（ ℡ 06‑ 4802 ‑27 00）
● 会費： 無料( 会員)

5 00円(一 般)

● 定員： 80名 程度(事 前要申込 )
● 講師： 建築写 真家 市川かおり氏

懇親会
● 日 時： セミナー終了後、20：00 より
● 会場：「DEAN &DE LUCA」
グランフロント大 阪 うめきた広 場 B1F
（ ℡ 06‑ 6359 ‑166 1）
● 会費： 4, 000 円(7/ 16以降は 要キャンセル 料)
●申込 み・問合せ：
エムカーヴェー一 級建築士 事務所 多田
FAX . 06 ‑63 52‑8 633
E‑mail . in fo @masak un st. com
携帯：09 0‑8 822‑ 569 0

【ちょっとコラム】
梅 雨なのにまったく雨が 降りません。雨が 降らない から基礎 工 事がどんどん進 みます。いいことです。でもどこか 寂しい 気もしますね。ここま
で降らないとたまに降る雨に 好 意を持ちます。
「もっと降 れ ～、日 本の 大地をうるおしてくれ～ 」と。 押してば かりでは なく引くことも大事 。
コミュニケーションの 基本をお 天気 に教えてもらった 気がしました 。
( TH )

