JIA 建築セミナー

社会を取り巻く様々な分野で、新たな気づきに
よって次の発展につながっている事がたくさん

2013
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アウェアネス

新たな気づき
─実行して、
受け止めて、
伝える
実行委員長

工藤和美／堀場弘

実行委員

あります。小さな気づきから大きな気づきまで、
それらは実行を伴って新しい価値や希望や喜
びを生み出しています。その中で建築は、特定
の場所に存在させるという一つの目標点を持
ちながらも、実現までの過程（プロセス）とその
後の経過（ユーズ）という時間軸と、関わる人の
不連続的継続をもって成立しています。評価と
いうのは簡単ではありませんが、昨年に引き続
き受講生のみなさんと一緒に、現地で見学し体
験することで、より実感を持った深い議論にな
ればと考えます。JIA 建築セミナーでなにかを
発見しましょう。

小野田環［久米設計］／早川慶太［studio BO5］／干場弓子［studio BO5］／前田道雄［アーキプロ］／宮晶子［STUDIO 2A］／森清敏［MDS 一級建築士事務所］

http://www.jia.or.jp/kanto/seminar/index.htm
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JIA 建築セミナー趣意書
人の生きる環境の形を決める建築家は、常にその社会的責任に対する意識を新たにし、技量の継続的向
上に努めなければなりません。建築家とは、
「なる」ものではなく、むしろ「なり続ける」努力によって成立
する職能なのです。
私たち、日本建築家協会の使命の一つは、会員相互の交流と切磋琢磨をつうじて、こうした自己研鑽の
機会を広げることにありますが、そうした機会は、会員にはもちろんのこと、未だ会員になっていない若い
方々に対しても開かれなければなりません。
現在の日本の建築教育はほとんど大学に任されており、また、その期間が限られているためもあって、建

築家としての意識と見識を養うためには、甚だ不十分な域にとどまっています。そして、そこに学んだ若者
が卒業して一旦社会に出ると、自己研鑽を積み続ける機会に恵まれないのが通例です。
そうした状況に鑑み、私たちは会員及び会を支援してくださる各界の知的リーダーたちの蓄積を、建築家
への道を歩み始めた若い方々に受け渡し、建築家に「なり続ける」機会の一つを提供するために「JIA 建
築セミナー」を開設しました。
このセミナーは、1978 年以来の歴史を誇っております。36 年目にあたる2013 年度も、長年の間に培わ
れた良き伝統を受け継ぎつつも、時代の状況に応じた新風を織り込んでセミナーが開催されますので、一
層のご理解とご鞭撻をお願いいたします。

JIA建築セミナー2013｜スケジュール ｜ 2013 年6月15日─ 2014 年2月（予定）

！２０１３年セミナー生の自己紹介の場です。
開講 6月15日
［土］16:00–｜JIA 館にて ｜ 集合！

PROJECT 5 熊本の建築
地場木材を活用した木造建築のあり方を示した「山鹿市立山鹿小学校」の見学と共に、熊本の建築

PROJECT 1 建築家と社会のこれから

の見学を企画中。くまもとアートポリスを中心とした地域と密着した建築を巡ります。また熊本見学前

建築家の取り組み、問題意識、実践を通して、これからの社会の課題と建築の可能性を考えます。日

に、今見直されている木造建築のこれからの可能性について考えます。

本建築界を牽引する伊東豊雄氏、山本理顕氏の現在の考えと対談をお聞きする貴重な機会です。ま
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（シーラカンス K＆H）
9or10月19:00–（調整中）｜「熊本産材による学校建築」

た都市木造への先駆的な取り組み「下馬の集合住宅」の見学を企画しています。
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（シーラカンス K＆H）他、見学会
（企画中）
［土］─ 13日
［日］
10月12日
｜「山鹿市立山鹿小学校」

1

6月25日［火］19:00– ｜「都市木造への取り組み：そこから見えてきたもの」｜ 小杉栄次郎
［建築家、KUS 一級建築士事務所、秋田公立美術大学准教授］
／内海彩［建築家、KUS 一級建築士事務所、
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既存のまちを生かし使い続けるためのコミュニティのあり方とは何か。リノベーションやアートを通し

6月29日［土］14:00–｜「下馬の集合住宅」見学会

て、まちや人の関係性を編集し組み替えることで、既存のまちに新たな価値を形成する活動を行って

［特別公開講座］
これからの建築家の仕事
3

PROJECT 6 地域とコミュニティのリ
・デザイン

東京理科大学非常勤講師］

いる嶋田洋平氏と北澤潤氏のお話を伺い、受講生を交えながら、コミュニティ形成の取組みの新しい

7月6日［土］13:30–14:30｜「これからの建築家、コミュニティ・アーキテクトとして（仮）」｜

可能性ついて考えます。

山本理顕［建築家、山本理顕設計工場］
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14:30–15:30｜「東北の復興活動を通して見えてきたもの（仮）」｜ 伊東豊雄［建築家、伊東豊

11月16日［土］
16:00–｜「リノベーションで仕事をつくる」｜ 嶋田洋平［らいおん建築事務所、
北九州リノベーションスクール］

「コミュニティ
・スペシフィック」｜ 北澤潤［現代美術家、北澤潤八雲事務所代表］

雄建築設計事務所］

15:30–17:00｜「これからの建築家の仕事」｜ 対談：伊東豊雄＋山本理顕／司会：工藤和

座談：嶋田洋平＋北澤潤＋受講生ほか

美［建築家、シーラカンスK＆H］
PROJECT 2 近代名建築の耐震改修
クリスチャンだった女性思想家、羽仁とも子と羽仁吉一夫妻によって、1921（大正 11）年にキリスト教

PROJECT 7 環境をとらえるものさし
建築がつくりだす環境と自然環境、その境界になにが起きているか。エアコンのいらない家を提唱し
ている設備設計家の山田浩幸氏と建築家とのコラボレーション、ランドスケープアーキテクトの石川

精神に基づいた理想教育を実施しようと現豊島区に設立された学校法人自由学園（F.L.ライト設計）

初氏には地上へのまなざし、建築環境の研究者である前真之氏から見た現代建築とこれからのある

は、1934（昭和 9）年に校舎（遠藤新設計）
を現東久留米市に移転し、現在に至っています。その建物の

べき望ましい未来、について語っていただくことから環境をとらえるものさしをさぐるプロジェクトです。

耐震設計についての講義と見学会を開催します。
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7月16日［火］19:00–｜「自由学園校舎の耐震改修」｜ 袴田喜夫［建築家、袴田嘉夫建築設計

つくる仕組み」｜ 対談：山田浩幸［設備家／環境エンジニア、yamada machinery office］＋二瓶渉

室］
／金箱温春［構造家、金箱温春構造設計事務所］
5

7月20日［土］13:30–｜「東久留米の自由学園」見学会

11月（調整中）｜「エアコンのいらない家のつくり方─自然のチカラで快適な住まいを
［建築家、アーキエア］
＋奥村俊慈［建築家、ケミカルデザイン］
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12 月3日［火］19:00–｜「ランドスケール─地上へのものさし」｜ 石川初［ランドスケープアー
キテクト、Landscape Design］

PROJECT 3 大正モダンの夏の暮らし方
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『よさげな建築』
の正体 ─ヒトは視覚のみに生きるにあらず」
12 月17日［火］19:00–｜「
前真之［東京大学准教授］

大正デモクラシー期を代表する文化人の一人、西村伊作（1884–1963 年）は御茶ノ水の文化学院を創
した建築家です。創立当時の建物（復元、ル ヴァン美術館）
と彼の理想とする避
立（1921・大正 10 年）
を見学します。こうした過ごし方は外国人宣教師からの影響といわれ、後
暑地の暮らし方（一匡邑ほか）
にモダン生活として昭和へと繋がっていきます。
を見学します。
同時に、戦後、建築家アントニン・レーモンドが過ごした夏の新スタジオ（1961・昭和 36 年）
6
7

PROJECT 8 社会とデザインのむすびめ
ものづくりを人々の営みの一部としていくファブラボの試み。人の気持ちに寄り添う美しいロボットの
デザイン。技術を直感的に理解しデザインする思考につなげるプラットフォームの展開。社会の変化に

｜見学・講義「一匡邑（いっきょむら）
」ほか
8月（調整中）

あわせてあり方を変えるデザインの未来を考えます。

｜見学・講義「軽井沢の新スタジオ」｜ 北澤興一［建築家、北澤建築設計事務所、元
8月（調整中）
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レーモンド建築設計事務所］

2014 年1月14日［火］19:00–｜「ファブが建築をどう変えるか？（仮）」｜ 田中浩也［慶応義
塾大学准教授］
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PROJECT 4 グローバルに活躍する
小規模事務所でありながら、日本と海外に拠点をおいている戸恒浩人氏と白井宏昌氏に、現在の体

1月21日［火］19:00–｜「デザインによるロボットの新産業化戦略について」｜ 松井龍哉
［ロボットデザイナー、フラワー・ロボティクス株式会社代表取締役社長］
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制をつくった経緯、今後の展望などをお聞きしながら、現在の設計業界がおかれている状況を見つめ

1月28日［火］19:00–｜「自己組織化と電脳人間」｜ 廣瀬大祐［建築家、コロンビア大学 Studio-X
ディレクター］

直します。
8

9

［火］
9月3日
19:00–｜「世界で必要とされるために─照明デザイン編」｜ 戸恒浩人［照明

PROJECT 9［最終回特別講座］

デザイナー／照明コンサルタント、シリウスライティングオフィス］

19

！
2 月（調整中）｜スペシャルゲスト！

［土］
9月28日
｜「Time & Money」｜ 白井宏昌［建築家、H2Rアーキテクツ］

JIA 建築セミナー2013 ｜ 募集案内 ｜ 2013 年 6月15日─ 2014 年2 月（予定）開催 CPD申請中

定員 40 名

は、
ご参加下さい。

受講資格 当セミナーに興味のある方、若手設計者ほか

申込方法 受講希望者は氏名・住所・連絡先（TEL／FAX／E-mail）
を明記し、事務局まで FAX か、

講習期間 2013 年 6月15 日─ 2014 年 2月（予定）

郵送にてお申込下さい。追って、
ご連絡いたします。

見学会等の集合場所・時間ほかは、追ってお知らせします。

なお、都合により変更になる講座もありますので、予めご承知置き下さい。

会場 JIA 館（原則）

主催 公益社団法人 日本建築家協会関東甲信越支部

住所：東京都渋谷区神宮前 2-3-18 ｜ TEL: 03-3408-8291

企画運営 公益社団法人 日本建築家協会関東甲信越支部 JIA 建築セミナー実行委員会

交通：地下鉄銀座線外苑前駅

Ｊ
Ｉ
Ａ建築セミナー事務局（担当：佐藤由巳子）

徒歩 8 分／JR 千駄ヶ谷駅 徒歩 10 分／JR 原宿駅 徒歩 12 分

受講料 一括払い：140,000 円（分納、ご相談承ります）

申込・問合せ先 公益社団法人 日本建築家協会関東甲信越支部 JIA 建築セミナー事務局

見学・宿泊等の交通費、食費等は実費となります。見学以外の講座では、原則、講師と受

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前 2-3-18 JIA 館4 階

講生との交流のために各回１コイン（５００円）の懇親会を開催しています。お時間の許す方

TEL: 03-3408-8291｜ FAX: 03-3408-8294

