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広報紙 JW 2022 winterの表紙
On the Cover

広報紙 J W 2022 winter 注目のお店
My Favorite

JW−1グランプリ2021 最優秀賞受賞記念

「旭軒」

協力会員コラム
Public Relations
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。弊社は間仕切

博多駅博多口から５分くらい？お昼の３時から餃子がなくなる

「ナカニワのある家」
今回、栄えある最優秀賞に選んでいただきましたことを大変光
栄に思います。
ありがとうございました。
この建築は、和歌山市内の風致地区にある旗竿敷地に計画し

まで営業。小さい目の餃子は男性なら３人前（私なら５人前）
くら
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個は食べれます(笑)。九州は次女が福岡で働いてます。
また３女

様々な製品がございまして、多数のお客様にお越しいただいておりま

᭶᪥ࠉᨭ㒊㟷ᖺጤဨ㸦すᮏ㸧ࠉࠉ࢜ࣥࣛࣥ

す。是非一度ご見学にお越しください。

᭶᪥ࠉᘓ⠏┦ㄯ㸯௳㸦ᓥࠊ㎷ᒸ㸧ࠉࠉ-,$ົᒁ

は別府で大学生ということもありよく行
きます。
そして博多駅で時間があれば
必ず食べて帰ります。

周辺の用途等が特徴的で全体の計画に大きく影響を及ぼしてい

中道

線（解放性とプライバシーの共存、個々の居場所を繋ぐ）などワ

私は、主に設計事務所の先生や役所の方々へ当社製品のPRを行
っております。出身は大阪府守口市で1994年生まれの27歳です。
現在は和歌山市に住んでおります。趣味は、磯釣りで、主に紀南方

㈱スタジオパートスリー

ます。
シツラエ（ナカニワ、通り土間）
、動線（回遊性、滞在性）
、視

面の磯でグレ釣りを楽しんでおります。和歌山県の魚はとても美味し

哲也

「わいんの玉手箱」
世界のワインと和食職人が作る人気のコースメニュー！

現在は長男君も高校生になり、生活スタイルは少しずつ変化

昨年秋頃に、和歌山営業所の2階にございますショールームをリニ

᭶᪥ࠉᘓ⠏┦ㄯ㸯௳㸦⏕㥖ࠊୖ㔝ᒣ㸧ࠉࠉ-,$ົᒁ

ューアルいたしました。新製品や抗菌機能を持ったトイレブース等の

いつもの様に要望と与条件から最適解を探ったのですが、敷地

ったのかもしれません。

りの総合メーカーとして制作から施工まで行っております。

᭶᪥ࠉᗈሗㄅࠕ-:YRO㺂DXWXPQࠖⓎห

い食べれます。
また冷たい手羽先がとてもおいしいですこれも５

た、３人のお子さん
（当時皆小学生）
を持つご夫婦の住宅です。

ードと建築解が比較的明確に表現出来たことが高評価につなが

事務局より
Schedule

牛のほほ肉 or ビーフシチュー or 和牛のサーロイン 1,980円

ご家族にとってこの建築が大好きな居場所の一つであり続ける

2．全7品

ことを期待しています。

メニューもございます。
お気軽にお申し付けください。

4,000円

全9品

5,000円

他（要予約）
のコース

ご予約時に
「林のご紹介」
でとお声がけで、
お好きなドリンク１杯サービス！７名様以
上でワインボトル１本進呈。
㈱Ｕ建築研究所

城本建築設計事務所
城本 章広
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いので釣って持ち帰り、
自宅で食べるのが最高のリフレッシュになっ
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ております。今後とも何卒よろしくお願いいたします。
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１．人気！ メインが選べるミニコース

している様ですが、上手く楽しんで住まわれているようです。
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小松ウオール工業㈱
中上 雄介

インフォメーション
Imformation
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季刊誌となってから広報委員長としてJ.W.に携わってまいりました
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が本号を持ちまして広報委員長を退任することになりました。
ご協力
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いただいた会員、協力会員、事務局の破戸さん本当にありがとうござ

ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ࢜ࣥࣛࣥ㛤ദ

いました。次号からは西本委員長が引き継いでくれますので、引き続
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きJ.W.へのご協力宜しくお願い致します。
（岩脇）
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■JIA近畿支部青年委員会イベント について
関西建築家新人賞 白須氏・山口氏トークセッション

■追悼・古久保泰男先生

活動報告
Recent activities
■2021年度 12月勉強会 について
「JW−1グランプリ2021 ONLINE」
昨年12月11日(土) JIA和歌山地域会主催

JW-1グランプリ

がオンラインで開催されました。
今年は城本さん、山中さん、西本さん、谷岡会長、辻岡か

■JIA近畿支部大会2022・ONLINE
交流
奈良地域会・和歌山地域会合同企画 について
林業家Ｘ建築家 〜吉野材・紀州材の現状とこれから〜
2月5日、「林業家×建築家」に参加させて頂きました。
ゲスト講師の奈良県の㈱泉谷木材商店

代表取締役

泉谷繁樹

ら５作品が出展。例年はパネル展示による作品発表としてお

様と和歌山県の山長商店

りましたが、今回はオンライン上で資料を画面共有の上、設

と木材の色々な取り組みについて、面白いお話をお聞きし、勉

計コンセプトを各人が語っていく形をとりプレゼンの途中で

強させて頂きました。特に林業についてのお話は、色々と考え

あろうがお構いなしにしゃべりたい人が次々しゃべる無礼講

させられる内容だったと思います。

な場となり、アルコールも入りながらの和気藹々とした建築
談義が展開されました。

代表取締役会長

榎本長治様の林業

座談会は、ゲスト講師と奈良県・和歌山県の建築家が参加し
木造住宅での取り組みや地元工務店との関わり方について意見

また正会員のみの参加とあっ

交換をしました。公共建築物について、「木材をどのように活

て建具枠などディテールの作り

かすか？」と話題になった時、「まず線を引くより、地元森林

込みにまで議論を深めることが

組合と色々な意見交換をすると良いよ。」と参考になる意見を

できました。

頂きました。

映えある優勝者は城本建築設

我々、建築家が地元林業家や地元工務店と密接に関わること

計事務所の城本さん。中庭をも

で、建築主様に良質な建築物を適正価格で提供し、また、木材

つ美しい設えが印象的な住宅作

に関わる技術を継承出来ることだと、「林業家×建築家」に参

品でした。

加して、改めて感じました。

おめでとうございます！

辻岡直樹建築設計事務所㈱
辻岡 直樹

橋本浩行建築設計室
橋本浩行

支部青年委員会では、第13回関西建築家新人賞を受賞された
白須寛規さんと山口陽人さんが運営するシェアオフィス「上町
荘」にてトークセッションLIVE配信を企画しました。
白須さんは残念ながら都合がつかず出席できなかったのですが
山口さんと青年委員7人で、あまり堅苦しい発表質疑のような形
式はとらず、机を囲んで普段の日常会話のような雰囲気でディス
カッションしている様子を配信しました。
新人賞を受賞した「一乗寺の住宅」のプログラムの話から始ま
り、受賞してからの状況の変化、現在計画中のプロジェクト、上
町荘との出会い等々。2013年に立ち上げた上町荘というシェア
オフィスはこれまでに約50人のクリエイターが出入りし活用し
たそうです。ですが、異業種の人たちと場所を共有することで仕

令和４年がスタートして間もなく、御坊を拠点に活躍してこら
れた建築家・古久保泰男先生が亡くなられました。
本会の和歌山地域会長や本部理事を歴任され、近年注力された
活動の木造仮設住宅の設計提案や大地震津波からの逃げ地図プロ
ジェクトは、全国的に大きな反響があり、今なお和歌山の課題と
して注目されているテーマです。
設計作品の評価が非常に高いことは皆様ご存知の通りですが、
７０歳でなお、若手建築家を寄せ付けないほどの情熱的な建築づ
くりを続けられている姿勢に、私は特に憧れていました。
自身の新たな挑戦のために、多くの建築巡りも考えておられてい
たという先生の急逝は、残念でなりません。
私はあれから、古久保先生に恥じない情熱を持って建築活動に打
ち込むんだと自分に言い聞かせ、今日も図面をチェックし、打合
せを行い、現場に向かいます。

事に繋げていく意識はあまりなく、ただ場所を共有しているとい
いうやんわりした関係性を目指しているということが印象的でし
た。LIVE配信が終わってからも、他事務所との仕事の関わり方や
生活と仕事の向き合い方の話など、楽しい話を聞きながら上町荘
の内部を見学させてもらい、刺激的な
一日を過ごさせていただきました。
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