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妹島和世氏最新作！
大阪芸術大学「アートサイエンス学科新校舎」見学と 芸大校舎群を巡る見学ツアー
企画/事業部会

女性委員会・社会貢献部門地域委員会 建築士の会南河内

2018 年竣工から約半年の 2019 年 5 月 26 日（日）に開催。定員を超える 62 名の参加がありました。
妹島和世氏最新作！ということもあり、会員外の方や遠方から参加の方、学生の参加が多数ありました。 設計（妹島
事務所：降矢宣哉氏）
・施工（大成建設：卯野和紀氏）を担当された方のお話を聞き、説明を伺いながら建築見学する と
いう贅沢な時間でした。
新校舎（30 号）は緑豊かな丘陵に広がるキャンパスの一番手前に立つ建物でリング状に重ねられた 3 次元曲面の屋
根スラブは緩やかな起伏を持ちながら柔らかくカーブしてまるで丘の一部のように感じられました。共有スペースの広
がり、天井のコンクリー ト面の反射やスレンダーな円柱など空間体験の豊かさに驚きました。テラスでは学生がダン
スの動画を撮っていたり、くつろいだ り、作業したり、建築と環境が一体となった風景のようでした。
キャンパスは第一工房の高橋靗一氏により 30 年かけて設計され、起伏を持った地形を巧みに生かした素晴らしい造
形群 が展開されています。通称ドレミ広場の奥にある 3 号館音楽学科では 3 台のピアノの音比べを体験させてもらい
ました。 今回は短時間の過密スケジュールの為に周囲の建物見学時間が短くなり残念でした。
（松田 加代子）

丘の一部のような外観
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新入会員歓迎企画 見学会

がんこ「平野郷屋敷」
（旧辻元
家住宅）と平野のまちあるき
4/13
江戸時代初期に建てられた がんこ
「平野郷屋敷」
（旧辻元家住宅）の見
学会と平野のまちあるきを開催しま
した。参加者は 27 名でした。
（公社）
日本建築士会連合会女性委員会によ
る「魅力ある和の空間ガイドブック」
ＷＥＢ版が公開されたことを受けて
の企画です。
「魅力ある和の空間ガイ
ドブック」とは、人々のライフスタ
イルが変化する中で、日本の住まい
で培われた和室や縁側といった和の
空間がなくなりつつある状況をふま
え、和の空間の魅力を体感できる全
国各地の建物を紹介することを目的

第 29 回

全国女性建築士連絡協議会
（東京大会）参加報告
7/13、14
テーマ「未来へつなぐ居住空間づく
り～和の伝統技術の継承と創造～」
として開催されました。
1 日目の基調講演では有限会社原田
左官工業所 代表取締役原田宗亮氏
より「和の伝統の継承と創造～新た
なプロの育て方～」についてのお話
を聞きました。伝統的な技術と新し
い工法を取り入れられた施工例を見
せて頂きました。原田氏は左官の啓
蒙活動を行っておられ、特に女性の
左官業界の参加に力を入れておられ、
厳しい状況が続く建築業界を「女性
の参入で業界を変える」ことをモッ
トーに、社内に女性専用休憩室や育
児休暇制度を設け、女性が働きやす

として、日本建築士会連合会のＨＰ
上で公開されているもので、大阪か
らは「がんこ・平野郷屋敷」も含め
て 6 つの建物を紹介しています。
旧辻元家住宅は江戸時代初期に豪農
辻元家の本宅として建設されたもの
で、現在はレストラン「がんこ平野
郷屋敷」の施設となっています。レ
ストラン開店前に建物内部を見学さ
せていいただき、昼食時には店長よ
り、この建物をレストランとして活
用するに至った経緯や、今後の展開
についてのお話を伺いました。
引き続き、平野郷界隈のまちづくり
活動に詳しい建築士会会員の羽木み
どりさんより、平野郷の町屋の特徴
とまちづくりに関する資料の説明を
受けました。昼食後は、同じく江戸

時代初期に建てられたとされる、重
要文化財奥田家住宅に移動しました。
ここではご当主奥田様から、豪農と
しての風格と遺構を残す大庄屋屋敷
についての説明を伺いました。内部、
外部の見学後に解散。参加者の皆さ
んは地図を片手に、平野のまちを散
策しながらそれぞれ帰路につかれま
した。
（山本 尚子）

い職場をつくることを目指し、現在
は社内には現場で働く女性が 10 名
在籍されており、
「女性ならではの感
性を発揮している」とのお話があり
ました。トークセッションでは原田
氏の会社から独立され、子育てをし
ながら女性左官職人として活躍され
ている marumo 工房金澤萌氏をお迎
えして行われまた。

2 日目は 8 つの分科会に分かれて参
加しました。私はＡ分科会「被災地
支援の取組み」に参加しました。
「熊本地震被災
地支援の取組み～垣根をとっぱらっ
た！3 年間の記録～」として、活動
のきっかけから住民自主ワークショ
ップに至るまでの経過について福岡
建築士会より報告がありました。私
もそのころ福岡おり参画していまし
たが、はじまりはただ住民の話を聞
くことでした。次第に住民の中から
声があがり、
“まちづくり”が始まる
中で、地域のコミュニケーションが
地域力につながることを体感しまし
た。分科会では活発な意見交換など、
いつも刺激を受けて帰ることになり
ます。今年は延期になりましたが、
次回第 30 回大会に皆さんも一緒に
参加しませんか？
（春岡須磨子）

がんこ平野郷屋敷内部：店長のお話

最新版

『安心・安全・安らぎの家』
住まいを考えるにあたって、だれも
が快適に暮らし続けることができる
ことは、とても重要なポイントの一
つです。けれども、時と共に周囲の
環境のみならず、自分自身の状態も
変化していくことは避けられない

事実です。住まい方については千差
万別、それぞれの生活環境によって
個々の暮らし方をじっくり考える必
要があります。ほんの少し配慮を加
えるだけでも、長く住み続けること
ができます。それぞれ、自分や家族
にとってどのようにすれば一番良い
かを考えるうえで参考にしていただ
けると思います。
日本語版

英語版

大阪府建築士会・女性委員会からのお知らせ
★ 女性委員会とは ？
女性会員が中心となって企画・運営を行っています。公私ともに多忙な女性建築士ですが、チームワークと
協力体制で、実り多い活動をモットーとしています。
（女性会員 246 名
委員会メンバー 17 名）

＜2020 年度メンバー募集！＞
*** 2020 年度のメンバーになっていただける方を募集しています ***
2020 年度も、会員にとっても有意義な活動を展開していくとともに、一般市民の方々に向けて、建築士という職種
を広くアピールしていきます。皆様のご意見、ご希望をもっと活動に反映したいと願っています。興味のあること、
知りたいこと、なんでも一緒にやってみませんか？ 職場の限られた人間関係だけでなく、いろいろな人と出会い、
交流を楽しみながら、建築士としての知識を増やし、また、日々の仕事に役立つこともたくさん見つかります。困っ
たこと、わからないこと何でも気軽に相談できる仲間がたくさんできます。ぜひご参加下さい。

*** 他の委員会への参加もあわせて募集しています ***
大阪府建築士会には様々な委員会があります。女性委員会に限らず、委員として名乗りを上げていただきたくお願い
します。

★ 女性委員会令和 1 年度活動内容
委員長／三宅登美恵
女性委員会メンバー／

副委員長／春岡須磨子
石貫方子 石丸優子 上田仁美 大野治代 材寄法子 曽我部千鶴美 竹田敦子 田代加奈
中島薫 西田多美子 西野智子 野上珠理 松田加代子 巳波智佳子 山本尚子
委員総数 17 名
女性委員会全体会議開催日：4/13 5/28 6/25 7/23 8/27 9/24 10/29 11/26 12/24 1/28 2/25 3/24

Ａ

セミナー・見学会の企画

建築計画や設計・施工に関するセミナーはもとより､日頃から興味を持っている建築物や構造物に直接出向き､その
由来・根拠・テクニック等々についてのお話を伺いながらの見学など、盛りだくさんに活動を広げています。企画が決
まりましたら「建築人」などで建築士会会員の皆様にお知らせし、実施します。参加は勿論のこと､メンバーになって
貴方の企画を実現させてみませんか。
＊令和 1 年度に企画・実施した事業
○ 新入会員歓迎企画
5/26（土）妹島和世氏最新作!「大阪芸術大学新校舎」見学 and 芸大校舎群を巡る見学ツアー」参加者：67 名

Ｂ ユーザー向け事業等
○ 大阪市立住まい情報センター 令和 1 年度 住まいのなるほどセミナー
6/15（土）
「女性建築士と考える住まいのリフォーム上手な進め方」 参加者：51 名

Ｃ

講師：田代・西野

その他の活動

① 第 29 回全国女性建築士連絡協議会
『未来へつなぐ居住環境づくり』 ～和の伝統技術の継承と創造～
基調講演「和の伝統の継承と創造～新たなプロの育て方～」講師：(有)原田左官工業所 代表取締役原田宗亮氏
開催地：東京
7/13(土)、7/14(土)
第 30 回全国女性建築士連絡協議会は福岡で 2020 年 7 月 18 日(土)、19 日(日)に開催予定でしたが、
2021 年夏に延期となりました。

② 近畿建築士会協議会女性部会
○ 第 5 回 くらしとすまいをみつめる継続セミナー
「高齢社会とすまい～老いを知り 建築士ができることを考える～」
開催日：2019 年 11 月 2 日 場所：ひと・まち交流館京都
第一部 講演会
講師：愛知建築士会 竹中氏
第二部 うらしま太郎体験（高齢者疑似体験）
○ 近畿の魅力ある和の空間巡行 見学会
がんこ「平野郷屋敷」（旧辻元家住宅）と重要文化財奥田邸 見学会
担当：大阪府建築士会
人々のライフスタイルが変化する中で、日本の住まいで培われた和室や縁側といった和の空間がなくなりつつ
あることが危惧されています。このような状況をふまえ日本建築士連合会女性委員会では 2019 年 9 月、全国
各地の和の空間を体験して、その魅力を再認識できるような建築を紹介する「魅力ある和の空間ガイドブック」
をＷＥＢ版で公開しています。近畿建築士会協議会女性部会では、このガイドブックを活用して、近畿２府４県
から会議で集まる機会を利用して、魅力ある和の空間の巡行を行なっています
③

集まれ！建築女子 World Café ～異業種交流！輝く女性のコミュニケーション～
開催日：2020 年 2 月 29 日(延期・日程調整中) 開催場所：竹中工務店いちょうホール
今年で三回目となる「集まれ！建築女子」は仕事で多忙な女性の交流を広げることを目的として、ラウンド
テーブル方式のワークショップを行います。建築以外の様々な分野で活躍する「異業種でイキイキと働く女性
達」にお集まりいただき、「家族」「社会」「経済」「ライフスタイル」「友達」といった 5 つのテーマに
分かれて、お互いの自由な意見を交換会します。人と関わること、人を理解することで人は成長します。
社会で輝く女性にお互いが刺激を受け、女性の更なるスキルアップを期待します。
大阪の五つの団体が持ち回りで建築女子会を開催しています。2017 年度は大阪府建築士会、
2018 年度は一般社団法人建築学会近畿支部男女共同参画のための女性会員の会主催で開催。
第 3 回は日公益社団法人本建築家協会近畿支部主催で開催いたします。
（一般社団法人日本建築学会・一般社団法人日本建築協会・公益社団法人大阪府建築士会
公益社団法人日本建築家協会近畿支部・一般社団法人大阪府建築士事務所協会）

Ｄ

勉強会活動について

毎月の勉強会開催はいたしませんが、学びたいこと、観たいこと、知りたいことの勉強を続けていきます。
勉強会開催のお知らせは随時いたしますので、ひとりでも多くの方にご参加いただきますようにお願いいたします。
男性会員の方も参加歓迎です。
■女性委員会からのお知らせ！

ホームページ

Facebook

私たちからの
メッセージをたくさん
掲載しています。
是非一度
ご覧ください！

大阪府建築士会女性委員会
＊ホームページ：
http://www.aba-osakafu.or.jp/josei/
＊Facebook：
https://www.facebook.com/%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%BB%BA%E7%AF%89%E5%A3%
AB%E4%BC%9A%E5%A5%B3%E6%80%A7%E5%88%86%E7%A7%91%E4%BC%9A-1664812610438963/
■ 事務局からのお願い
下記の方はメール・ＦＡＸ・郵送で事務局に必ずご連絡下さい。
・本会への届出事項に変更が生じた方
・建築士合格後、準会員から正会員になる手続きをされていない方
・2 級建築士の方で、1 級建築士になられた方
※特に新しく建築士になられた方や 2 級から 1 級になられた方で大阪府以外での登録の方は必ずご連絡下さい

