
２０１６２０１６２０１６２０１６    建築建築建築建築とまちづくりセミナーとまちづくりセミナーとまちづくりセミナーとまちづくりセミナーｉｎｉｎｉｎｉｎとやまとやまとやまとやま    
日時日時日時日時：：：：2016201620162016 年年年年 8888 月月月月 26262626 日日日日（（（（金金金金）～）～）～）～28282828 日日日日（（（（日日日日））））    

会場会場会場会場：：：：呉羽呉羽呉羽呉羽ハイツハイツハイツハイツ（（（（富山市富山市富山市富山市））））    主催主催主催主催：：：：新建築家技術者集団新建築家技術者集団新建築家技術者集団新建築家技術者集団    
 

★★★★参加方法参加方法参加方法参加方法    
    

1.1.1.1.参加費参加費参加費参加費    
 

 

※27 日（土）夜の「おわら風の盆 前夜祭」と白井晟一氏設計の「呉羽の舎」外観見学は参加費無料です。 

   但し、参加される方は申込み用紙に記入して下さい。 

※宿泊・講座共 定員 150 名です。 

※1 講座毎に参加できますが、講座参加者のご家族以外は宿泊だけの参加はできません。 
    

2. 2. 2. 2. 申込申込申込申込みみみみ方法方法方法方法（（（（AAAA・・・・BBBB どちらかのどちらかのどちらかのどちらかの方法方法方法方法でおでおでおでお申申申申しししし込込込込みみみみ下下下下さいさいさいさい））））    
    

A：同封の申込み書に参加必要事項をご記入の上、FAX またはメールで送信して頂き、振込み期日までに申込み金 5,000

円を指定銀行口座にお振込み下さい。（手数料はご負担願います。） 

B：同封の申込み書に参加必要事項をご記入の上、申込み金 5,000 円を添えて現金書留にて、期間内に郵送して下さい。 
 

3. 3. 3. 3. 申込申込申込申込みみみみ時時時時のののの注意事項注意事項注意事項注意事項    ※※※※申込申込申込申込みみみみ書書書書はははは、、、、おおおお 1111 人様人様人様人様 1111 枚枚枚枚ずつごずつごずつごずつご記入下記入下記入下記入下さいさいさいさい。。。。    
    

4. 4. 4. 4. 会場会場会場会場（（（（講座講座講座講座・・・・大交流会大交流会大交流会大交流会・・・・宿泊宿泊宿泊宿泊））））    
    

 ｢呉羽ハイツ｣  〒  930-0142   富山市吉作 4103-1 

              TEL 076-436-0191 FAX 076-436-0190 

              JR 富山駅北口から送迎予定 車では富山西 IC から 10 分 
 

5. 5. 5. 5. 申込申込申込申込・・・・問問問問いいいい合合合合せせせせ先先先先    
 

  新建築家技術者集団 全国事務局（担当：山本喜代子） 

            〒162-0811 東京都新宿区水道町 2-8 長島ビル 2 階 

            TEL ０３-3２６０－９８００ FAX ０３-3２６０－９８１１ 

            メール       shinken@tokyo.email.ne.jp 

                       ホームページ   http://www.ne.jp/asahi/shinken/tokyo/ 

            銀行振込み口座 みずほ銀行 新宿新都心支店 普通 3914020  

（名義）新建築家技術者集団 

新建築家技術者集団 富山支部 全国常任幹事 今村彰宏 TEL 090-3763-9328 
 

6. 6. 6. 6. 申込申込申込申込みみみみ締切締切締切締切・・・・振込振込振込振込みみみみ期日期日期日期日                
  2016 年 7 月 30 日（土） また、定員になり次第、申込みを締め切らせて頂きます。 

お早めにお申込み下さい。ご不明な点は上記までお問い合わせ願います。 
 

7. 7. 7. 7. 主催主催主催主催    
    新建築家技術者集団 セミナー実行委員長：中野健司（富山支部 全国幹事） 

代 表 幹 事 ：本多昭一（京都府立大学名誉教授） ・三沢 浩（建築家） 

垂水英司（前兵庫建築士会長）    ・中島朋子（和洋女子大学教授） 

     全国幹事会議長 ：山本厚生（建築家） 全国事務局長 ：川本雅樹（建築家） 

 

 
 

      

    

    

    

    

    

    

    

    

    

            

    

    

    

    

    

    

    

散居村              呉羽の舎              金屋町 
    

    

■■■■講座講座講座講座スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール■■■■    
    

●●●●8888 月月月月 26262626 日日日日（（（（金金金金））））        

    

●●●●8888 月月月月 27272727 日日日日（（（（土土土土））））        
    09090909：：：：00000000    ～～～～    10101010：：：：30303030    第第第第 3333 講座講座講座講座「「「「高岡町屋高岡町屋高岡町屋高岡町屋などなどなどなど古建築古建築古建築古建築をををを守守守守るるるる仕組仕組仕組仕組みみみみ」」」」    講師講師講師講師：：：：    若松聡氏若松聡氏若松聡氏若松聡氏    

10101010：：：：45454545    ～～～～    12121212：：：：30303030    第第第第 4444 講座講座講座講座「「「「設計設計設計設計のののの標準化標準化標準化標準化からうまれるからうまれるからうまれるからうまれる住住住住まいまいまいまい」」」」    講師講師講師講師：：：：    伊礼智氏伊礼智氏伊礼智氏伊礼智氏    

14141414：：：：30303030    ～～～～    16161616：：：：30303030    第第第第 5555 講座講座講座講座「「「「ライトとレーモンドライトとレーモンドライトとレーモンドライトとレーモンド    ：：：：人人人人とととと建築建築建築建築のののの交錯交錯交錯交錯」」」」    講師講師講師講師：：：：    三沢浩氏三沢浩氏三沢浩氏三沢浩氏    

19191919：：：：00000000    ～～～～    22222222：：：：30303030    おわらおわらおわらおわら風風風風のののの盆盆盆盆    前夜祭前夜祭前夜祭前夜祭        
    

●●●●8888 月月月月 28282828 日日日日（（（（日日日日））））    自由見学会自由見学会自由見学会自由見学会    
AAAA ｺｰｽｺｰｽｺｰｽｺｰｽ        高岡高岡高岡高岡のののの伝建伝建伝建伝建（（（（山町筋山町筋山町筋山町筋とととと金屋町金屋町金屋町金屋町））））+ + + + ほんまちのほんまちのほんまちのほんまちの家家家家    BBBB ｺｰｽｺｰｽｺｰｽｺｰｽ    砺波散居村砺波散居村砺波散居村砺波散居村    

CCCC ｺｰｽｺｰｽｺｰｽｺｰｽ    富山富山富山富山のののの環水公園環水公園環水公園環水公園～～～～岩瀬岩瀬岩瀬岩瀬    DDDD ｺｰｽｺｰｽｺｰｽｺｰｽ    富山富山富山富山～～～～立山立山立山立山～～～～黒四黒四黒四黒四ダムダムダムダム～～～～大町大町大町大町    

EEEE ｺｰｽｺｰｽｺｰｽｺｰｽ        水辺水辺水辺水辺のののの町新湊町新湊町新湊町新湊（（（（映画映画映画映画【【【【人生人生人生人生のののの約束約束約束約束】】】】のののの舞台舞台舞台舞台））））        

※※※※27272727 日日日日（（（（土土土土））））・・・・28282828 日日日日（（（（日日日日））））朝朝朝朝、、、、希望者希望者希望者希望者にはにはにはには近近近近くにありますくにありますくにありますくにあります白井晟一氏設計白井晟一氏設計白井晟一氏設計白井晟一氏設計のののの「「「「呉羽呉羽呉羽呉羽のののの舎舎舎舎」」」」のののの外観外観外観外観をををを案内案内案内案内しますしますしますします    

    

 

8 月 26 日（金） 8 月 27 日（土）  

第 1 

講座 

第 2 

講座 

特別 

報告 

大交 

流会 

宿泊 

朝食含 

第 3 

講座 

第 4 

講座 
昼食 

第 5 

講座 
夕食 

宿泊 

朝食含 
合計 

大人 2,000 2,000 0 5,500 6,500 2,000 2,000 1,000 2,000 2,200 6,500 31,700 

学生 1,000 1,000 0 5,500 6,500 1,000 1,000 1,000 1,000 2,200 6,500 26,700 

小・中

学生 
0 0 0 0 5,000 0 0 1,000 0 2,200 5,000 13,200 

幼児 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12121212：：：：30303030    ～～～～受付受付受付受付    13131313：：：：30303030 開校式開校式開校式開校式        
13131313：：：：45454545    ～～～～    15151515：：：：15151515    第第第第 1111 講座講座講座講座「「「「生生生生きたきたきたきた教科書教科書教科書教科書、、、、砺波平野砺波平野砺波平野砺波平野のののの散居村散居村散居村散居村とととと屋敷林屋敷林屋敷林屋敷林（（（（ｶｲﾆｮｶｲﾆｮｶｲﾆｮｶｲﾆｮ））））のののの役割役割役割役割」」」」    講師講師講師講師：：：：    天野一男氏天野一男氏天野一男氏天野一男氏    
15:315:315:315:30000    ～～～～    17171717：：：：00000000    第第第第 2222 講座講座講座講座「「「「戦争戦争戦争戦争とととと平和平和平和平和～～～～未来未来未来未来をををを見据見据見据見据えてえてえてえて生生生生きるきるきるきる～」～」～」～」    講師講師講師講師：：：：    山本厚生氏山本厚生氏山本厚生氏山本厚生氏    
17:17:17:17:15151515    ～～～～    18181818：：：：05050505    特別報告特別報告特別報告特別報告「「「「熊本地震熊本地震熊本地震熊本地震へのへのへのへの取取取取りりりり組組組組みみみみ」」」」    講師講師講師講師：：：：    大坪克也氏大坪克也氏大坪克也氏大坪克也氏        
19191919：：：：00000000    ～～～～    21212121：：：：00000000    大交流会大交流会大交流会大交流会    片井克美氏片井克美氏片井克美氏片井克美氏    

会場会場会場会場のののの呉羽呉羽呉羽呉羽ハイツはハイツはハイツはハイツは、、、、標高標高標高標高 145145145145ｍｍｍｍ    呉羽山頂上付近呉羽山頂上付近呉羽山頂上付近呉羽山頂上付近のののの温泉旅館温泉旅館温泉旅館温泉旅館ですですですです。。。。    

講座講座講座講座・・・・交流会交流会交流会交流会・・・・宿泊宿泊宿泊宿泊・おわら・おわら・おわら・おわら風風風風のののの盆前夜祭盆前夜祭盆前夜祭盆前夜祭など・・・など・・・など・・・など・・・富山富山富山富山のののの夏夏夏夏をををを満喫満喫満喫満喫していただけますしていただけますしていただけますしていただけます。。。。    

1 講座でも参加できます！ 



    

    

    ◇◇◇◇講座内容講座内容講座内容講座内容◇◇◇◇    
    

●●●●第第第第１１１１講座講座講座講座    8888 月月月月 26262626 日日日日((((金金金金))))（（（（13131313：：：：45454545～～～～15151515：：：：15151515））））        

講座名『『『『生生生生きたきたきたきた教科書教科書教科書教科書、、、、砺波平野砺波平野砺波平野砺波平野のののの散居村散居村散居村散居村とととと屋敷林屋敷林屋敷林屋敷林（（（（カイニョカイニョカイニョカイニョ））））のののの役割役割役割役割』』』』    
 

内容： １、散居村と屋敷林の成り立ちと変化  2、伝統的家屋    

        3、景観保全  4、経済と生活   5、理想の生活環境  
 

講師： 天野
あ ま の

 一男
かずお

 天野一男建築工房主宰、砺波カイニョ倶楽部事務局長 
○1954 年 砺波市生まれ 

○1976 年 金沢工業大学建築学科卒業 

○中川建築事務所 金沢計画研究所 

○1988 年 天野一男建築工房設立 

○元砺波商工会議所議員商業委員長 

主要作品：「散居村の中庭のある家」「散居村の浜茶屋の家」「環境共生工場」等 
 

●●●●第第第第２２２２講座講座講座講座    8888 月月月月 26262626 日日日日((((金金金金))))（（（（15151515：：：：30303030～～～～17171717：：：：00000000））））        

講座名『『『『戦争戦争戦争戦争とととと平和平和平和平和――――未来未来未来未来をををを見見見見すえてすえてすえてすえて生生生生きるきるきるきる』』』』----父の遺書から- 
 

内容： １、父、山本幡男の生涯 ２、父はなぜ楽天的に生き得たか  

３、未来につながる今を生きること 
 

講師： 山本
やまもと

 厚生
こうせい

 生活建築研究所主宰、東京建築カレッジ講師 
○1938 年 旧満州大連生まれ 

○1963 年 東京芸術大学建築科卒業 

○増沢洵建築事務所  中央設計 

○1988 年 生活建築研究所設立 

主要著書：「家族と住まい‐新・住宅設計論」「住まいづくり考」「ひと裁ち折り紙」等 
 

●特別報告『『『『熊本地震熊本地震熊本地震熊本地震へのへのへのへの取取取取りりりり組組組組みみみみ』』』』    8888 月月月月 26262626 日日日日((((金金金金))))（（（（17171717：：：：15151515～～～～18181818：：：：05050505））））    
 

4 月 14 日、熊本から始まった一連の地震は、2 日間で震度 7 が 2 回、その間震度 6 強も 1 回発生し、地域も大分 

まで広がりました。その後 2 か月で震度 1 以上の地震が 1,700 回以上発生するなど、気象庁をして「これまでに 

経験したことのない」地震となりました。熊本県益城町では耐震等級 2 の住宅も倒壊するなど、建物の安全性に 

ついて大きな衝撃をあたえています。熊本や大分での地震とその後の経過、そして福岡支部及び新建復興支援 

会議を中心とした支援の様子を報告します。 
 

講師： 大坪克也 新建福岡幹事    ㈱風土計画 主宰 

： 片井克美 新建福岡代表幹事 片井建築設計事務所 主宰 
 

●●●●大交流会大交流会大交流会大交流会    8888 月月月月 26262626 日日日日((((金金金金))))（（（（19191919：：：：00000000～～～～21212121：：：：00000000））））    
                        会場：呉羽ハイツ 
 

●●●●第第第第３３３３講座講座講座講座    8888 月月月月 27272727 日日日日((((土土土土))))（（（（9999：：：：00000000～～～～10101010：：：：30303030））））        

講座名『『『『高岡町屋高岡町屋高岡町屋高岡町屋などなどなどなど古建築古建築古建築古建築をををを守守守守るるるる仕組仕組仕組仕組みみみみ』』』』    
 

内容： 高岡の重要伝統的建造物保存地区の住宅主屋、土蔵修理工事を中心に、鏝絵の切取保存や 

碌々亭の移築工事もおりまぜ古建築の修理保存を振り返りながら守る仕組みを考える。 
 

講師： 若
わか

 松
まつ

 聡
さとし

  松匠 代表（高岡大工） 
○1970 年 富山市生まれ 

○1990 年 高岡短期大学産業工芸学科産業デザイン専攻卒業（現 富山大学芸術文化学部） 

○ ㈱三協アルミニウム 鍋田工業㈱建築部 

○1996 年 八尾町島崎棟梁に弟子入り 

○2004 年 松匠 設立 

 

主要作品（施工）： 「高岡市山町筋重伝建保存地区、主屋４棟、土蔵２棟」 

「高岡市金屋重伝建保存地区、主屋２棟、土蔵４棟」 

「射水市竹内源蔵記念館へ１７ｍの鏝絵を切取移設」 

「富山市城址公園内、茶屋・碌々亭移築と玄関門等新築」等 
 

●●●●第第第第４４４４講座講座講座講座    8888 月月月月 27272727 日日日日((((土土土土))))（（（（10101010：：：：45454545～～～～12121212：：：：30303030））））        

講座名『『『『設計設計設計設計のののの標準化標準化標準化標準化からうまれるからうまれるからうまれるからうまれる住住住住まいまいまいまい』』』』    
 

内容： 分譲住宅の仕事で設計を手早く行い、施工コストを押えるために始めた「設計の標準化」 

だったが、繰り返し続けていく事で、改善を積み重ね、設計の「クオリティ」が上がっている事が 

わかった。設計の標準化は設計の質と安定性を高め、作風の明確化に寄与する事が分かってきた。 
 

講師： 伊
い

 礼
れい

 智
さとし

 (有)伊礼智設計室主宰、東京芸術大学・日本大学非常勤講師  
○1959 年 沖縄県生まれ  

○1982 年 琉球大学理工学部建設工学科計画研究室卒業 

○1985 年 東京芸術大学建築科大学院修了 

○丸谷博男＋エーアンドエー 

○1996 年 伊礼智設計室開設 

○2004 年 (有)伊礼智設計室設立 

主要作品：「東京町屋・9 坪の家」「守谷の家」「下田のｹﾞｽﾄﾊｳｽ」「i-works project」「琵琶湖湖畔の家」等 

主要著書：「伊礼智の住宅設計作法」「伊礼智の住宅設計」「伊礼智の小さな家・70 のレシピ」 

「住宅建築家・三人三様の流儀設計作法：中村好文、竹原義二、伊礼智」等 
 

●●●●第第第第５５５５講座講座講座講座    8888 月月月月 27272727 日日日日((((土土土土))))（（（（14141414：：：：30303030～～～～16161616：：：：30303030））））        

講座名『『『『ライトとレーモンドライトとレーモンドライトとレーモンドライトとレーモンド：：：：人人人人とととと建築建築建築建築のののの交錯交錯交錯交錯』』』』（F.L.ﾗｲﾄと A.ﾚｰﾓﾝﾄﾞの作品を見る） 
 

内容： １、なぜ この二人の交錯か ２、ライトの建築人生の変化 ３、スキャンダルによるライトの 25 年間 

の実務の空白 ４、レーモンドは外人弟子一号としてタリアセンで働く ５、戦前のレーモンドの成功 

とは ６、戦後の日本で積極的に新しい構造づくり  ７、ライトとレーモンド建築時期の一致   

８、スライドによる作品の上映 
 

講師： 三
み

 沢
さわ

 浩
ひろし

 (株)三沢建築研究所主宰、新建築家技術者集団代表幹事 
○1955 年 東京芸術大学建築科卒業/レーモンド建築設計事務所勤務 

○1963 年 カリフォルニア大学バークレー校講師 

○1966 年 三沢浩研究室主宰/横浜国大、東京理大講師など 

○1991 年 （株)三沢建築研究所設立 

       現在 新建・寺子屋、自由学園明日館公開講座などの講師 

主要作品： 「平塚聖マリア教会」「吉祥寺レンガ館モール」「深大寺仲見世及び水車館」  

「葛飾柴又寅さん記念館」「松代大本営平和記念館（基本）」 

「東京大空襲・戦災資料センター」 「上野中央通りシンボルロード」等 

主要著書： 「建築文化はどこへ」「アントニン・レーモンドの建築」「A.レーモンドの住宅物語」 

「F.L.ライトのモダニズム」「F.L.ライト入門」「レーモンドの失われた建築」 

「レーモンド夫妻のシンプルライフ」「建築新大陸アメリカの百年」「落水荘のすべて」 

「建築モダニズム講座」等 
 

●おわらおわらおわらおわら風風風風のののの盆盆盆盆    前夜祭前夜祭前夜祭前夜祭    ８８８８月月月月 27272727 日日日日((((土土土土))))（（（（19191919：：：：00000000～～～～22222222：：：：30303030））））バスにて移動します 
 

●●●●見学会見学会見学会見学会    8888 月月月月 28282828 日日日日((((日日日日))))    
○ A ｺｰｽ 高岡の伝建（山町筋と金屋町）+ほんまちの家 

○ B ｺｰｽ 砺波散居村 

○ C ｺｰｽ 富山の環水公園～岩瀬 

○ D ｺｰｽ 富山～立山～黒四ダム～大町 

○ E ｺｰｽ 水辺の町新湊（映画【人生の約束】の舞台） 
 

●●●●見学会見学会見学会見学会    8888 月月月月 27272727 日日日日((((土土土土))))（（（（8888：：：：00000000～～～～8888：：：：45454545））））    8888 月月月月 28282828 日日日日((((日日日日))))（（（（8888：：：：00000000～～～～8888：：：：45454545））））    
    「呉羽の舎」の外観をバスにて移動します 
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