
 

  

 

 

 

 

■講座スケジュール 
 7月 12日(金)  12：30～   受付開始  13：30  開講式 

  14：00～ 第 1講座 「場を育むー宅老所よりあいを通してー」 講師 村瀬孝生 氏 

  15：30～ 第 2講座 「自らの”仕事のかたち”を問い直そう」 講師 藤本昌也 氏 

  18：00～ 大交流会  

 7月 13日(土)   9：00～   第 3講座 「幸せもつくるーエコハウスの話ー」 講師 江藤眞理子 氏

  10：30～ 第 4講座 「杉と日本人の行き先を考える」  講師 杉岡世邦 氏 

  12：50～ 第 5講座 第 1～4講座講師によるファイナル・セッション  

  14：20～ 閉講式 

  15：30～ 博多祇園山笠観覧 「集団山見せ」 

  18：00～ 懇親会（福岡支部の元気の源と山笠の余韻に浸る「縁会」） 

 7月 14日(日) オプショナルツアー 

 ※さらにお時間の許す方  翌朝 7月 15日(月・祝)4：59スタートの「追い山」観覧 
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  日時  2019年 7月 12日(金) ～ 14日(日) 

  会場  九州大学西新プラザ（福岡市早良区西新） 

     宿泊   シーサイドツインズホテルももち 

  主催  新建築家技術者集団 

 

画：kozu 

「建築とまちづくりセミナー2019 in 福岡」実行委員会（新建福岡支部事務局） https://www.shinken-fukuoka.net/ 

  福岡市南区野間 3-9-20-4Fケイプラッツ内 TEL / FAX 092-541-8128  E-mail : shinkenfuku@gmail.com 
 

新建 50 周年記念キックオフ企画 



 

  

■講座案内  (会場：九州大学西新プラザ 2 階大会議室) 

●第１講座 7 月 12 日(金)   14：00～15：20 

 

 

  「場を育む 

        ー宅老所よりあいを通して見る”建築とまちづくり”のかたち―」 

 

   講師  村瀬
む ら せ

孝生
た か お

氏（宅老所よりあい 代表） 

1964年生まれ。特養ホームに 8年間勤務後、1996年より第 2宅老所よりあいの所長。現在、よりあい全体の代表
者を務める。全国各地での講演活動のほか「呆けてもいいよ」をはじめ著書多数。 
 ＊宅老所よりあい：高齢者が住み慣れた自宅や地域で暮らし続けるためのケアを実践する。小規模多機能型の草分け。 

 

●第２講座 7 月 12 日(金)   15：30～16：50 

  「自らの“仕事のかたち”を問い直そう 

                        ー建築家 60年の私の体験を通して語りたいー」 

 

   講師  藤本
ふじもと

昌也
ま さ や

氏（建築家／日本建築士会連合会名誉会長） 

新建東京支部所属。1937 年生まれ。1962 年､早稲田大学大学院修士課程修了。同年､大高建築設計事務所勤
務。1972 年､現代計画研究所設立。水戸六番池団地を皮切りに数多くの集合住宅の設計、住宅地基本計画、マスタ
ーアーキテクトとして、幕張ベイタウン、多摩ベルユリーヌ、兵庫キャナルタウンウエスト等の都市景観形成を手掛ける。  

 

●第３講座 7 月 13 日(土)    9：00～10：20  

  「幸せもつくる 

             ーいいことずくめのエコハウスー」 

 

   講師  江藤
え と う

眞理子
ま り こ

氏（空設計工房 代表）  

新建福岡支部所属。福岡市生まれ。 設計事務所に 5年間勤務、出産を機に専業主婦を
8 年経験。 後に空設計工房を設立し現在に至る。環境に配慮し住まい手の健康と幸せ
に貢献できる住空間の設計監理が主な仕事。 

 

●第 4 講座 7 月 13 日(土)   10：30～11：50  

  「杉と日本人の行き先を考える 

                        ー九州北部豪雨を経てー」 

 

   講師  杉岡世邦
すぎおかとしくに

氏（杉岡製材所 代表取締役 現代の木挽き棟梁） 

福岡県朝倉市生まれ。幼少の頃は林業家の祖父に山に連れ出された。中学時代より地元を離れ、大学卒業後印刷
会社に5年勤務するが、28歳で地元に戻り、家業の製材業・林業を継ぐ(三代目）。福岡県木材青壮年連合会H23
年度会長。日本茅葺き文化協会理事。西日本新聞『木挽棟梁のモノサシ』連載。 

 

●第 5 講座 7 月 13 日(土)   12：50～13：50 

  ファイナル・セッション  

      「原風景のクロスオーバー  ～ 辿りつくところ ～」 

藤本昌也氏を中心に、講師全員（村瀬孝生氏・江藤眞理子氏・杉岡世邦氏）が登壇。 
各講師のこれまでの人生（仕事）の積み重ねの中で貫く理念や思いを「原風景」とし、それ
らを具現化する方法を語り合い共有する中で、21世紀型のこれからの建築や建築人の在
り方を問いかけます。 

   コーディネーター  濱崎
はまさき

裕子
ゆ う こ

氏（久留米大学人間健康学部教授）  

新建福岡支部所属。下関市生まれ。生活福祉文化研究所代表。長住地域住民との「新しい老人ホームをつくる会」
の活動を通してよりあいと関わり、第２宅老所よりあいで実母を看取る。著書に「老人性痴呆症のための環境デザイ
ン」、「コミュニティケアの開拓」等。 



 

  

■セミナー会場  （12・13 日同会場） 

   九州大学西新プラザ  福岡市早良区西新 2丁目 16-23 

    ※会場には駐車場がありません。車でお越しの際は近隣のコインパーキング等をご利用ください。 

■交流会、オプショナルツアーなどについて 

  ●大交流会 （7 月 12 日 18：00～ 九州大学西新プラザ 1 階） 

「縁会」大好き新建福岡支部は、全国各地から参加くださったみなさんとお

話しできることを楽しみにしています。 

  ●博多祇園山笠観覧「集団山見せ」 （7 月 13 日 15：30～） 

福岡の中心部を舁き山が一堂に会し、疾走する「集団山見せ」は、華やかで
す。せっかく、この時期に来ていただくので、一緒に観覧しませんか。 

  ●懇親会（7 月 13 日 18：00～） 

山笠観覧場所から、ほど近い場所で行ないます。山笠の余韻に浸りながら、楽しい時間を
すごしましょう。オープニング企画を考えていますので、遅れないようにお集まりください。 

  ●オプショナルツアー（7 月 14 日）  ガイド料・交通費・入館料・昼食代は個人負担。申込者には詳細を送ります。 

Ａ 
コース 

よりあい他 

(定員) 

20名 

セミナー第１講座の講師・村瀬孝生氏が代

表を務める「宅老所よりあい」の３施設をめ

ぐり、お年寄りの「終の棲家」「拠り所」として

の建築を考えます。また、福岡支部会員の設

計による積極的な雨水利用の住宅を見学し

ます。いずれも福岡市内。 

Ｃ 
コース 

八幡ほか 

(定員) 

20名 

石炭や鉄で日本の近代化を支え、辰野金

吾、村野藤吾という日本を代表する建築家

の作品が現存する八

幡・戸畑・若松界隈を散

策します。 

残りわずか 

△ 
集合   9：00  シーサイドツインズホテルももち 

解散  14:00  同上ホテル 

受付中 

〇 
集合 10：00  ＪＲ八幡駅     

解散 15：30  ＪＲ戸畑駅  

Ｂ 
コース 

博多 
(定員) 

20名 

太閤秀吉によって町割りされた博多。ＪＲ博

多駅周辺に多く残る寺社・仏閣(東長寺、博

多千年門、櫛田神社な

ど）を散策し、往時の姿

をしのびます。 

Ｄ 
コース 

門司港 
(定員) 

20名 

明治から大正にかけ、九州の玄関口として栄

えた門司港界隈を散策します。駅舎として初

めて国の重要文化財に指定されたＪＲ門司

港駅を含む「門司港レトロ地区」は、北九州

観光の目玉ともなっています。 

受付中 

〇 
集合   9：00  ＪＲ博多駅総合案内所 

解散  12:30  同上 

受付中 

〇 
集合  10：00  ＪＲ門司港駅     

解散  15：00  同上 
 

  ●博多祇園山笠観覧「追い山」 （7 月 15 日 4：59 スタート） 

お時間の許す方に、ぜひおススメしたい山笠のクライマックス、早朝 4：59スタートの「追い山」です。 

大変勇壮なお祭りで14日夜から15日早朝に掛けての熱気は言葉では伝えられません。 福岡支部では、見どこ

ろポイントも事前に調査し、全国の皆さまをお迎えする準備を整えています。 14日夜の宿泊（仮眠場所）について

は、会員宅等確保しています。 参加申込みの方に、詳細はご連絡いたします。  

ホテル 

ガスト 

 

７ 

地下鉄 西新駅７番出口 

地下鉄での移動が便利な場所です 

  福岡空港―(5分)－博多―(13分)－西新 

●九州大学西新プラザ    西新駅 7番出口より徒歩 10分 

博多 

山笠見物 福
岡
空
港 

ホテル 

九大西新プラザ 

西
新 

すでに、｢集団山見せ｣観
覧、一部のオプショナルツ
アーで、多くのお申込みを
いただいています。定員を
増やしましたが、申込み状
況によっては、ご希望に沿
えない場合があります。 
ご了承ください。 



 

  

宿泊の申込み・問い合わせ先（宿泊以外にも、航空券の手配など、個人ツアーについても、相談いただけます） 

旅行会社  株式会社ハル・トラベル （担当：古賀）   TEL  092-408-6248 

■セミナー参加費 
 7月 12日（金） 7月 13日（土） 

第 1講座 第 2講座 大交流会 第 3講座 第 4講座 昼食 第 5講座 懇親会 

会員・一般 1,000円 1,000円 
3,000円 

1,000円 1,000円 
1,000円 

0円 実費 
(4500円 

程度) 学生 500円 500円 500円 500円 0円 

※1 日目の大交流会、2 日目の昼食・懇親会の 7/4 以降の申込み取消は、キャンセル料が発生する場合があります。ご了承ください。 

■セミナー申込み  「Ａ申込書」  

① 「A申込書」に必要事項をご記入の上 FAX または

メールで送信してください 

   新建築家技術者集団 全国事務局   

      FAX  03-3260-9811   

      E-mail   shinken@tokyo.email.ne.jp 

② (宿泊以外の)参加費は、以下の口座にお振込みを

 お願いします。 

    みずほ銀行 新宿新都心支店   

    普通 3914020     新建築家技術者集団 

    ※振込手数料は、ご負担願います 

 

 

 

 

宿泊について（12・13 日同ホテルを確保）  宿泊費：8000円/1泊朝食付き・税込 

 シーサイドツインズホテルももち   福岡市早良区百道浜 1丁目７-４  

  西鉄バスご利用の場合： 福岡タワー南口行き ｢医師会館・リサーチパーク前｣下車 

        徒歩 1分 

 ※部屋数に限りがありますので、先着順で受付け、満室になり次第締切ります。 

 ※1部屋2～4名となります。部屋のタイプに関わらず、同一料金。部屋割りについて

は事務局に一任をお願いします。 

 ※6/1以降はキャンセル料が発生します。詳しくは、宿泊申込書(申込書 B)裏面で

ご確認ください。 

   ●宿泊申込み方法   「Ｂ申込書」 

 ① 「B申込書」に必要事項をご記入の上 FAXまたはメールで送信してください。 

           株式会社ハル・トラベル  FAX  092-408-6248   

   E-mail   i-koga@haru-t.com 

 ② 宿泊費につきましては、申込者に対し 4/12以降にハル・トラベルより振込先等の案内を送ります。 

 

 

■主催  新建築家技術者集団    https://www.shinken-nuae.com/ 
代表幹事  片方信也（日本福祉大学名誉教授）、黒崎羊二（まちづくり研究所顧問）、 

垂水英司（前兵庫県建築士会会長）、中島明子（和洋女子大学名誉教授）、 

本多昭一（京都府立大学名誉教授）、山本厚生（建築家） 

全国幹事会議長  久永雅敏（建築家）     

セミナー実行委員長  巻口義人（福岡支部幹事） 

セミナー申込み・問い合わせ先 

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 

E-mail    shinken@tokyo.email.ne.jp 

「建築とまちづくりセミナー2019 in 福岡」 

実行委員会(新建福岡支部事務局）  

〒815-0041 

福岡市南区野間 3-9-20-4Fケイプラッツ内  

TEL / FAX  092-541-8128   

E-mail     shinkenfuku@gmail.com 

 

追加募集締切 5/24 

｢集団山見せ｣観覧、オプショナルツアー

など、申込状況(定員を超えた場合等)に

よっては、申込期間内であってもご希望

に沿えない場合がありますので、ご了承

ください。 

宿泊最終案内 

5/24最終締切 

以後の申込みについて

は、山笠シーズンですの

で対応いたしかねます。 

お申込み忘れのないよう

お願いします。 

 

みなさまのご参加を 

心よりお待ちしております 

 

実行委員会一同 


