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「森山クリニック／フレックス薬局」

広報紙 J W 2019 autumn 注目の人
Featured Person

協力会員コラム
Public Relations

事務局より
Schedule

設計活動に対する姿勢について

この度、協力会員に入会させていただきました、遠藤照明の立山
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と申します。
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和歌山エリアを担当し今年で４年目です。
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私事ですが、今年からゴルフを始めました。
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趣味がゴルフといえるように練習に励みたいと考えておりますが
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上達しないので心が折れそうです。
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さて遠藤照明では、新商品『SmartLEDZFit』
をリリースし、
これま
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での照明コストで無線調光が可能となりました。

㻜㻥᭶㻜㻢᪥䚷䚷ᘓ⠏୕ᅋయ䜎䛱䛵䛟䜚༠㆟䚷ᘓ⠏ኈ㤋㻞㻲

手軽に光の色を変えるタイプもございます。
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詳しい内容を皆様へお届けできるよう取り組んでまいります。
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何卒よろしくお願い致します。
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建築を設計する時、
どんな用途の建物でも外部（都市・自然）
と

暑すぎる夏が過ぎて、やっと少し涼しく、秋らしくなってきましたね。

内部をどう繋げる
（繋がる）かということを考えています。

秋は私にとって、他の季節とは思い入れが少し違います、それは11

住宅で言えば商品化されたものが増え、閉鎖的な空間づくりが

月が生まれ月なのと、事務所登録を行ったのが10月だからです。

ごく普通になっている、庭があってもそれに対して開いている

そんな季節の広報誌で自己紹介をさせて頂くのは有難い事ですね

住宅はあまりない。

きっとこの記事を読まれた方からプレゼントが沢山届くでしょうから。

内外が繋がる場所があると自ずと人が集まり対話が生まれる。

早いもので平成15年10月に事務所登録させて頂いて、今年で17年

外部との関係が豊かになる。

目に突入しました。

現代建築において内と外のインターフェースをデザインするこ

お陰様で細々とですが建築を生み出し続けさせて頂けている事に

とが最も重要ではないかと思う。

感謝しております。

機会があれば、地域会のメンバーで「建築における内部と外部

先日、
とある会で
「あなたにとって一番の出会いはなんですか？」
と

の関係」について意見交換をしてみたい。

のテーマでグループ討論を行ったのですが、
自身のこれまでを振り

本建物は泌尿器科クリニックと調剤薬局を併設して建てる計画。

返ると、人生の節目には必ず助けてくれた方、導いてくれた方が居

建物用途上、
プライバシー確保が条件である為、交通量が多い

られた事に改めて気が付かされました、本当に有難い事です。

道路側には開口部は配置出来ない。

今後も、
その方々への感謝の気持ちを忘れず、良い建物を創る事こ

道路と直交方向に建物を細分化してズラし、高さ方向にもズラし

そが最大の恩返しと思い、設計活動に邁進していきますので、
どうぞ

た部分に開口部を設けている。

宜しくお願いします。
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プライバシーを妨げない程度に内部を垣間見え外部と緩やかに

㻌

繋がることを考え設計しました。
㈱環境建築計画

一級建築士事務所想建築工房

㈱遠藤照明

岩脇 邦樹

山中

立山

淳

活動報告
Recent activities

不定期開催企画

2019年10月の「懇親会＠わかうら食堂」

北出病院さんにて還暦記念初人間ドックを体験しました。

大阪営業課

桐子の部屋「人間ドック体験記」

メニューは婦人科の項目も含めたフルコース(写真1)で2日間の日程です。
2日目に胃と腸の内視鏡検査、1日目はそれ以外のすべての項目の検査で

参加者は正会員１０名、協力会員２名の計１２名。

す。
（通常はこの逆。私の場合は最初に予定していた検査日が台風で延期

会場は日本遺産にも登録された景勝地、和歌浦に建つ「わかうら

になったので。）

食堂」。

当日は、駅へのお迎えから始まり、広いリビングルームでの待ち時間(私一

こちらは旧料亭石泉閣をリノベーションした建物で、
その内装デ

人だけ）
、各検査室への出入りに至るまで、大鍬さん
（JIAの担当をしてくだ

ザインも秀逸。

和歌山担当

和宏

今春無事に？還暦を迎えた私は、協力会員になってくださっている御坊の

去る10月11日
（金）和歌山地域会の懇親会を開催しました。

䚷䚷➨㻠ᅇ䛝䛾䛟䛻ᘓ⠏㈹ᐇ⾜ጤဨ䚷㻶㻵㻭ົᒁ

インフォメーション
Imformation
第4回きのくに建築賞

公開審査について

第4回きのくに建築賞、公開審査が11月23日(土)、和歌山県立近代美術館にて開催されます。
書類選考、現地審査を行い、株式会社日建設計、ｎｈａ、福田哲也建築設計事務所、株式会社アーキヴ
ィジョン広谷スタジオ、空間構想一級建築士事務所の5社が設計した建築が一次審査を通過し、
ナカヒラ
アーキテクツが紀州材賞を受賞しました。
熱のこもった公開審査になると思いますので、みなさまのご来場お待ちしております。

さっている）他のスタッフの方々が下にも置かぬVIP待遇で接してくださる

山裾の地形を生かした導線がユニークなプランで、荒々しい岩肌

ので、慣れない私は大いにテレてしまい、
でも、せっかくなので大いに楽し

が店内にせり出し迫力満点。

ませていただきました。

南に和歌浦湾を一望できる客席で鯛しゃぶを楽しみました。

検査結果は後日、画像データとともに立派な報告書を届けていただきまし
た。(写真2)
主な結果としては、
①悪玉コレステロール値高いですよ。
と内臓脂肪若干多いですよ。 →
②腸に小さいポリーブあります。 →

運動しなさい。

半年後にもう一度様子見ましょう。

①は想定内。②は・
・
・
・
・。
また、腸検査前のあの下剤攻めはつらいなぁ。
というところです。
あっ、
それと胃に潰瘍の「痕」があったとのこと。昨年の息子受験ストレスです。間違いない！
結果に大きな問題がなくて一安心でした。
でもそれよりも、何よりも、
まったく自分でな〜んにもしなくていい2
日間なんてホントに初体験。
すっかりリフレッシュできて、
それが最高でした。
皆さんも是非！
辻岡直樹建築設計事務所㈱
辻岡

直樹

おススメです。

nha
アトリエクウ一級建築士事務所
島

桐子

（第 4 回きのくに建築賞実行委員長）

西本

寛史

