
                      　　　　　　　　　　　　

 

 

5月例会のご報告  
　担当世話人　松本敏夫、福田浩明土佐派建築見学会

 5月24日（土）と25日（日）に土佐派の家を視察し、土佐派の建築家と親睦を深める旅に行ってきました。　計画当初は10数名の参加者

を予定しておりましたが、沢山の応募を頂き、合計29名の参加者が集まり、大型バスをチャーターして向かいました。　現地の交通事情等

で一部行程を変更することになりましたが、両日とも快晴に恵まれ、さわやかな南国の日差しの下、木造建築の分野で全国トップレベルの

評価を受ける土佐派の家の建築家が設計した商業施設・文化施設（ミュージアム）・寺院建築・住宅などを存分に見学しました。（見学先は

下記）　土佐派の家のネットワークの建築家「細木茂氏」（株式会社細木建築研究所）が案内役となって全行程に同行下さり、各見学先で

は参加者からの質問にきさくにお答え頂きました。　また晩には現地の料亭にて山本長水氏・太田憲男氏・松澤敏明氏・徳弘忠純氏、計4

名の土佐派の家の建築家をお迎えし、大いに盛り上がり、大いに刺激を受ける旅となりました。

■ダイニング・サーラ（設計：細木茂氏）　■藁工ミュージアム（設計：竹原義二氏）　■龍馬の生まれたまち記念館（設計：太田憲男氏・他）

■稱名寺本堂（設計：山本長水氏）　■竹林寺納骨堂（設計：堀部安嗣氏）　■土佐山田の家・土佐山田の舎（設計：山本恭弘氏）

■オープンハウス　「Home＆Base」　（設計：西岡英人氏）　■オーベルジュ土佐山（設計：細木茂氏）　



7月例会のご案内 担当世話人：槻橋修、中川英規

※応募は締め切りました。東日本大震災復興の現状視察　　　　　　　　

　震災後３年が経過した東日本大震災被災地の現状を視察します。

2011年の震災後間もない時期から被災地東北に通い、現地の記録と復興支援に関わってきた槻橋修がガイド役としてご案内。

被災者の方々と共に震災の記憶を紡ぐワークショップの展示をはじめ、津波被害に会った街の様子や地元の方々の震災体験の

お話、及び各地で進んでいる集団移転や防潮提建設、建築家による復興支援プロジェクト(みんなの家など)など、計10ヶ所(予定)

の訪問地を巡り、現地の”今”を体験していただきます。　

当初１泊２日で予定しておりました視察旅行に、２泊３日コースを追加いたしました。

今回の募集にて、最終の人数確定といたしますので、ご確認をお願いいたします。

日程 ２０１４年８月２日(土)～８月３日(日) [Aコース：１泊２日]

                           ８月２日(土)～８月４日(月) [B コース：２泊３日]

※申し込み時に［A コース：１泊２日］［B コース：２泊３日］どちらのお申し込みかお知らせください。　

視察地　　宮城県気仙沼市、石巻市、岩手県陸前高田市　他　

定員　　30名(各コース15名)

参加費　[Aコース]54,000円（移動費・宿泊費（朝夕食費込）・その他）（予定）

　　　　[Bコース]66,000円（移動費・宿泊費（朝夕食費込）・その他）（予定）

申込先　株式会社ハーフェレジャパン　中川英規

　　　　Mail:hideki.nakagawa@hafele.co.jp     Tel:06‑6446‑5300    Fax:06‑6446‑5301

応募締切　6月16日(月)　

　　　　　



　　　　　



ＪＩＡ近畿支部住宅部会
 （ＣＰＤ：１単位予定

恒例のビアパーティーの季節がやってまいりました

今回は、阪急うめだ本店にある“トラットリア

るイタリア料理を堪能しながら楽しく歓談して

と７月例会で実施する東日本大震災復興の現状視察

時間を忘れのんびり語り合えればと思っています

 

■開催日時 

 平成２６年８月２２日（金） 

 １８：００～２０：００ 

 

■参加費用 

 住宅部会員 ￥４,２００(所員も可) 

       一般 ￥４,７００ 

      コースビュッフェ＋フリードリンク  

 

■場所 

 トラットリア アル・ポンピエーレ（TRATTORIA AL POMPIERE

 〒５３０-８３５０ 

 大阪府大阪市北区角田町８番７号 阪急うめだ

 ☎：０６-６３１３-１５７０     URL：http://www.alpompiere.jp/

（※お店の詳細はＷＥＢ等で是非ごらんになってください

 

■アクセス 

阪急線 梅田駅 徒歩 2 分  /  阪神本線 梅田駅 

 

■企画 

“東日本大震災復興の現状視察”  スライド

“土佐派建築見学会”           スライド

  

■締切 

 ７月２６日（土） 

 ※申込みをされたものの連絡がなく欠席の方

                                                                                                                     

 

■申込用紙 

 必要事項を記入の上、fax にて御連絡ください

 ①事務所名 

 

 ②氏名(  □ 住宅部会員  □一般  チェックをお

 

 

※参加者全員の氏名のご記入をお願いいたします

 

■申込・問合せ先 

 一級建築士事務所 佐野設計室 

 佐野 江利子 

ＦＡＸ：０７２-７５１-０７５０
 

 

 

近畿支部住宅部会 ８月例会ご案内 
予定）                                            

がやってまいりました。 

トラットリア アル・ポンピエーレ” にてシンプルで非凡であることを

していただきます。当日の企画といたしましては、５月例会

現状視察のスライド会を実施いたします。夏の夜のひと時

っています。 

 

TRATTORIA AL POMPIERE） 

うめだ本店１３Ｆ 

http://www.alpompiere.jp/ 

ごらんになってください） 

 徒歩 2 分  /  ＪＲ大阪駅 徒歩 3 分  /  地下鉄御堂筋線 梅田駅

スライド会 

スライド会 

方はキャンセル料をいただきます。 

                                                                                                                   

ください。 

チェックをお願いします。） 

いいたします。 

０７５０ ／ ＴＥＬ：０７２-７５１

                                            公益社団法人 日本建築家協会 

近畿支部住宅部会 

 

代表世話人  井上久実 

担当世話人  佐野江利子 

柴本米一 

であることを哲学と心がけるシェフによ

月例会で実施した土佐派建築見学会

時、美味しい料理を味わいながら

梅田駅 徒歩 2 分  

                                                                                                                    

 

 

 

７５１-０５００ 



9月例会のご案内 担当世話人：吉村美枝、眞野サトル

※詳細内容は未定

岡山建築見学会（JIA建築家大会　2014岡山　開催期間中）　　　　　　　

　

開催日　：　平成26年9月25日　(木)　　

定　　員：　20名程度(近畿支部からの参加者)

9/25予定：
　　・集合　　　　　　　　　　　     　　　　　　　　　　 8:00
　　　　
　　
        ・神家昭雄氏の再生建築見学　　　　　　　　　　　   10:30～11:30

      
        ・昼食　　　　　　　　　　　                                        12:00～12:45

　　 ・大角雄三氏自邸の見学　　　　                                    13:30～15:00

　　 ・倉敷にて倉敷建築工房の作品見学　　　　                 15:30～17:30
        
        ・楢村徹氏の再生物件で懇談会　　                                17:30～19:30
           　（トラットリアはしまや）

        ・帰阪　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　 20:00( 23時ころ大阪着予定)
　　  
        ・宿泊(各自準備)
　　
　　 　募集開始     :8月上旬　
　　 　参加費用     :未定　　
　　 　当日連絡先 :眞野携帯　　090‑3928‑2288

　　　

　　　
　　

　　　　　

※梅田界隈、貸切バス移動。

【ちょっとコラム】
先日、キッチンハウスへ建築家3人展を見に行ってきました。今回で3回目となるこのイベントは、現在活躍中の若手建築家3名（阿曽芙実氏・
岸本貴信氏・林敬一氏）によるもので、一般的なパネルや模型を展示する方法ではなく、キッチン・浴室などのショールームを活かした宝探し
のような斬新な展示方法でした。風呂桶をよく見てみると・・・。クローゼットの中を開けてみると・・・。いろんな発見があり、次はどうなるのか
？と期待が膨らむ演出。平日の昼ということもあり会場には私ひとり。「おおっ～！」っとひとり言を言いながらの作品鑑賞でした。さて今後も、
東北視察など魅力的な例会が続きます。ご期待下さい！(TH)
      

情報コーナー

・8月5日(火)世話人会15：00～16：30
　於：JIA事務局会議室
・8月5日(火)建築家カタログ＆ＷＥＢ委員会16：30～17：30
　於：JIA事務局会議室
・8月5日(火)作品展委員会17：30～19：00
　於：JIA事務局会議室

建築家3人展 Vol.3　開催中
2014年 7 月 10 日 [ 木 ] ～ 7 月 22 日 [ 火 ]

各委員会の開始時間が変更になってますのでご注意下さい。

歴史を紡ぐ街、岡山倉敷。様々なメディアを通してご存知の方も多いと思いますが伝統を住む継ぐ古民家の中に、カフェや雑貨屋、飲食
店が入り込みユニークで趣のある雰囲気を醸し出しています。古い民家の持つ魅力を十分に生かしながら、新しい機能や現代感覚を取
り入れ、間取りや空間を再構築した現代住宅としてよみがえらせる倉敷建築工房の作品を中心に、岡山の魅力ある建築を見学し地域の
建築家と交流する機会を設けました。
　

又は天神文化プラザ（前川國男氏)見学　                           

※全国の住宅部会関係者や岡山の建築家も交えて　                           

   

（廣榮堂、くらしき庭苑、林源十郎商店等）　                           



２０１４年６月７日 

 

ケーススタディハウスケーススタディハウスケーススタディハウスケーススタディハウス    ・・・・    アメリカアメリカアメリカアメリカ    西海岸西海岸西海岸西海岸    ロサンゼルスロサンゼルスロサンゼルスロサンゼルス    

    

    建築視察ツアーのお知らせ建築視察ツアーのお知らせ建築視察ツアーのお知らせ建築視察ツアーのお知らせ    

    

代表世話人 井上 久実 

世話人  北脇 一郎 

世話人  岸田 彰人 

 

JIA 近畿支部住宅部会の皆様、ますますご隆盛のこととお慶び申し上げます。 

この度、アメリカ西海岸ロサンゼルスの建築視察、数々の作品を訪ねるツアーを企画しました。 

ゲッティー・センター ディズニー・コンサートホール ブラッドベリービル パーシング公園 個人邸 

ＭＯＣＡ シンドラースタジオ ノイトラＤＶＬスタジオ ソーク生物研究所 バーンズドール邸 

ギャンブル邸 イームズ邸 その他盛り沢山になっております。 

公共建築から住宅における数多くの建築とデザインを是非ともこの機会にご賛同ください。 

 

１．日時    平成２６年１０月１０日（金）～ １０月１５日（水） ６日間 

 

２．旅費    ２７７，０００円（空港税サーチャジ保険等別途 ６万円程度）※旅費、日程は別紙をご参照下さい 

 

３．宿泊先   ロサンゼルス 

 

４．定員    ２０名 （催行最少人員 １５名） 

 

５．申込み締切り 平成２６年 ６月  ３０日（月） までとします。 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

追記 

 視察ツアーに参加ご希望の方は添付する申込書に記入の上、下記宛先までメールまたファックスでお送り下さ

い。また、ご不明な点がございましたら担当者までご連絡下さい。 

株式会社トラベルプラン ／ 中野 温 

電話番号 ０３－３５６１－５０５０ 

FAX  ０３－３５６１－５０５１ 

e-mail: nakano@travelplan.co.jp 

url: http://www.travelplan.co.jp 


