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第6回定時総会を終えて

支部長　小渡　佳代子

市民建築セミナー

副支部長　志村　亥三六
　今回のセミナーは総会の後の市民建築セミナーとし
て開催されました。60人が定員の会場であったことから
一部の参加者には立って聴講して戴くことになり、大変
申し訳ない次第でありました。講演の内容は「超建築空
間」というテーマの、建築の原点を感じさせる素晴らし
い内容でした。人は時代や環境や制度により、このよう
な建築を造り、住んできたのかと圧倒されました。
　初めに中国・北京の紫禁城について中国の都市原理
の説明がありました。次にフランス・ベルサイユ宮殿、
パリのシャンゼリゼ通り、ローマのバチカン・サンピエ
トロ寺院について西欧建築の軸線による法則の説明が
ありました。そしてチベットに飛び、チベット仏教の総
本山・ポタラ宮は増築に増築を重ね、現在は高さ117
ｍ、全長400ｍ、建築面積13,000㎡の世界最大級の建物
との説明があり、カオスの原風景を見る様だと話されま
した。そのあとは大昭寺・セラ寺・もう一つの聖なる寺
のタシルンボ寺の説明に続き、山にへばりついた様な僧
侶の集合住宅・虹の集落の解説では、不合理な建築の
パワーを感じると言われました。次に中東のユダヤ教の
神殿について説明があり、最後に宗教建築には圧倒さ

れるパワーを感じると仰っていました。
　今回の講演会は自然界の法則と建築が成立する原点
を勉強させて戴いたように思います。日常の建築活動と
はかけ離れてい
るように見えま
すが、バナキュ
ラーの視点から
観れば延長線上
に居るのかも知
れません。建築
の奥の深さを思
い知らされた講
演会でした。ご
講演して下さい
ました福井先生
には深く感謝申
し上げます。

セミナー開始

福井先生によるセミナー

　横浜支部の第 6 回定時総会は、日事連憲章を基軸に
スキルを生かした社会貢献、設計事務所の役割を広く
市民に周知啓発を図り、研鑽を積み「相談窓口」「建築
しごと展」「市民建築セミナー」「行政との連携」本会
との活動などのご承認をいただきました。例年と変わ
らない表題でありましたが、ゼロからスタートした支
部事業は、今年度は中身が大きく変化する兆しがあり
ます。時代の潮流が大きく激変する中、従来の建築設
計事務所では生き残れなくなる懸念。変化を改革と捉
え新たな未来を見据え、魅力づくりに会員と共に取り
組み、会員メリットを創出する機会になってほしいと
願っています。
　事務局をはじめ、新たな形となって「豊かなくらし
のデザイン相談室」が生まれます。人口減少、少子高
齢社会の環境共生の多様なニーズへ対応し、建築仕事
展では事務所協会に所属してよかったと思える企画に
なるよう、多くの会員が切磋琢磨して知恵を出し合い、
建築の原点を再認識しながらも、挑戦者の気持ちを持
ちながら構築できたら嬉しいです。
　建築設計事務所といっても色々な NPO や協会も

あります。建築に夢を持つ地域性や多様性のある会員
による協会だからこそ、その個々の魅力がイノベーショ
ンを生み、横浜支部による企画は、新たに実行委員会
を立ち上げ過去の形に捉われず情報時代の流れに呼応
するようタイムリーに真摯に建築しごと展の準備に入
りたいと思っています。総会では報告できませんでし
たが市民活動
支援センターと
協働で「士業に
よる相談事業」
社会保険労務
士、税理士、中
小企業診断士、
建築士としても
参加する協定
を締結いたしま
したことをご報
告いたします。

議事進行

支部長事業報告
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地引網大会に参加して

副支部長　小澤　勝美
　去る6月9日(土)に恒例の「地引網」大会は、東は川
崎から南は横須賀、北は県央、西は県西、老若男女
総勢220人余りの参加で、仲良く楽しく盛大に行われ
た。白井会長のご挨拶から始まり、いよいよ地引網の
時間だ。総勢で行ったり来たりで綱をみんなで引く。
　今年はシラスの代わりにアジやサバ、カツオ等の小
魚とカマスが採れた。打ち上げられた魚たちの前に
子供たちの歓声が響く。小アジを口に運ぶもの、小イ
カを不思議そうに覗き込むもの等様々な景色が豊か
な時間を演出する。その後のバーべキューは瞬く間に
参加者のおなかの中に納まった。砂浜では宝さがし
ゲームが黄色い声が飛び交う中、お宝をゲットし歓

声が上がる。収穫は皆で山分けをし、委員長と事務
局長の慣れた包丁さばきで大量のカマスをさばき、
多くの子供たちと舌鼓を打った。満足な顔がちりば
められた。

西ブロック活動紹介

　4月27日(金)午後4時30分から1時間の建物内部のプ
ライベート見学会を(参加者9名)開催しました。
　横浜能楽堂の本舞台は、明治8年に旧加賀藩主前田
邸に建てられ、その後大正8年に旧高松藩主松平邸に
移築された「旧染井能舞台」を復元したもので、140
年以上の歴史がある。能楽専門の公演場で、平成8年
竣工。設計者は、大江新氏。
　当日は、施設の枦山氏より、ご丁寧な説明があり、
皆さん、熱心に見学された。能舞台を背に、集合写真
を撮り、終始なごやかな見学会となった。
　見学会後、能楽堂からすぐの所にあるリストラン
テ・マンジャーレ伊勢山(イタリアンレストラン)に

て、懇親会となり、フルコースの美しい料理とお酒を
頂き、話しが弾み、楽しいひと時となりました。

南ブロック活動紹介

　平成30年は明治150年に当たり、また、金沢区の区
制70周年でもあることから南ブロックでは金沢八景
に着目し、明治憲法起草の軌跡、伊藤博文の別邸、そ
して金沢八景の現在、過去を辿る見学会、親睦会を4
月6日、参加者13社、14名の会員にて行いました。
　集合場所は京浜急行金沢八景駅で、まずは現在工
事中の駅周辺を都市整備局の村田氏に解説して戴き
ながら見学。次に鎌倉時代の様式を持つ瀬戸神社、
琵琶島神社、そして料亭千代本の船着場、東屋旅館
の碑、憲法草創の碑を見ながら伊藤博文の憲法草案
の軌跡を辿り、最後に横浜市指定有形文化財である
旧伊藤博文別邸を見学しました。

　親睦会は野島にある島寿司の2階で行い、参加者全
員に色々な話をして戴きました。
　天気は後半崩れましたが、南ブロックとしての仲
間意識を強いものにし、充実した時間を過ごすこと
ができました。

港南地区　雨森　隆子

副支部長　梅原　義信

捕れた魚を囲んで 横浜ブロックテーブル

憲法草創之碑にて　 伊藤博文別邸にて

横浜能楽堂　正面側外観 能舞台前　集合写真
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新規地区長　あいさつ

磯子金沢地区　鈴木　武昭
　磯子金沢地区長に就任いたしました㈱エスシー・テ
クニカの鈴木武昭と申します。
　約26年前に入会した前社長の故・鈴木貞昭の後を引
き継いで活動を始めたところ、あれよあれよという間
に地区長に抜擢されました。
　磯子金沢地区は大先輩が多いのですが、私のような

若輩者にも協力的でとても雰
囲気が良い地区です。
　長きに渡り務めて下さった
末木前地区長に負けぬ様に頑
張りますので宜しくお願いし
ます。

新規地区長　あいさつ

南地区　小倉　宏志
　皆さま、いつもお世話になっております。　
この度、南地区長を務めることになりました小倉宏志
（有限会社小倉一級建築士事務所）です。
　地区長の業務は、色々とあると思いますが、未熟者
ではありますが、精一杯つとめさせていただきますの
で、皆様どうかお力添えをお願い申し上げます。 

　至らない点も多いかと思い
ますが、皆様お気づきの点は
どんどんとご指摘いただけま
すよう、よろしくお願い申し
上げます。 

新規事務局　あいさつ

　事務局　小島　寿江
ひさえ

　横浜支部会員の皆様、こんにちは。平成24年度より
5年間、横浜支部事務局を担ってこられた赤川ますみ
さんが平成30年4月末日をもってご退職され、その後任
となりました小島寿江と申します。
　平成29年3月に神奈川県庁を退職し、平成29年7月よ
り平成30年3月まで（一社）神奈川県建築士会で働い

ておりました。不慣れなとこ
ろもございますが、これから
よろしくお願いいたします。
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ようこそ　■平成30年1月1日から平成30年6月1日までに入会された事務所の方々

港北 馬場　博規 ㈲馬場工務店一級建築士事務所

地区名 事　務　所 〒 住　所氏　名

222-0002 横浜市港北区師岡町875

緑・青葉 村松　健児 村松企画建築設計室 226-0016 横浜市緑区霧が丘5-22-22

南 相澤　美智子 相澤一級建築士事務所 232-0035 横浜市南区平楽155-2-604

中 曽根　靖裕 ㈱曽根靖裕デザイン事務所 231-0014 横浜市中区常磐町3-27-3　ラパンビル3階

磯子・金沢 河上　末廣 クランツ一級建築士事務所 236-0052 横浜市金沢区富岡西7-27-14-101

神奈川 安居　誠 ㈱京浜 一級建築士事務所 221-0042 横浜市神奈川区浦島町2-8

会勢報告 　平成30年6月1日現在 
鶴 見 神奈川 港 南 保土ヶ谷 旭･泉･瀬 磯･金 都 筑 戸･栄 合計西 中 南 港 北 緑･青

19 24 27 42 16 14 5 1719 24 19 11 23 260
ひさえ

地区名 事　務　所 氏　名 地区名 事　務　所 氏　名
退　会　■平成30年1月から今までに退会された事務所の方々

中 旭・泉・瀬谷北見　尚之 toDesign 大川原　敏雄リスト㈱

中 磯子・金沢中澤　明海 ㈱米澤設計 米澤　榮三㈱中澤建築事務所

南
都筑

菅沼　好隆
小泉一級建築士事務所 小泉　敏治

㈲菅沼建築研究所
一級建築士事務所 戸塚・栄 ㈱ビートルホーム二級建築士事務所 長谷川　雅章

ブロック長さん・地区長さん新入会員です。 よろしくお願いいたします。


