INFORMATION

Exhibition

状況をご確認の上，お出かけ下さい，

中山英之展「小さくて大きな家」
中山英之氏による国内初個展．氏の設計手
法を，新作や架空のプロジェクトも交えて紹介．

5 月8 日（日）まで 11:00 〜 20:00

シブヤエキタイ

銀座周辺の仕事

うつりかわり──渋谷駅の変遷

AGC 旭硝子が携わった銀座周辺の仕事の中
からガラスの使い方に特徴を持つ6つを紹介．
会期 5 月2日（月）まで（予定）
10:00 〜 18:00（金曜 〜 19:00，日・水曜，

渋谷駅 125 年の変遷を模型と映像・パネル

隣接する地域の解説を交え，ヨーロッパの木

でたどる．

造建築とその技術を図面，模型，道具で紹介．

担当／川勝

状態の構築

入場料

区道玄坂 1-12-5）

▶セミナー「ヨーロッパ大 工 の 技 ─ ベ ル

5 月13 日（金）〜 7 月9 日（土）
11:00 〜 18:00（金曜〜 19:00，日・月曜，

問合せ

昭和女子大学 田村研究室

会期

6 月3 日（金）まで 10:00 〜 18:00

（土・日曜，祝日休館，5/6，6/3 〜 17:00）
講師

鈴木博之

梶本教仁

花田佳明

曲田清維

和田耕一

竹中工務店東京本店 2F ABホール

日時 5 月 13 日（金）18:30 〜 20:00

講師

西山マルセーロ

5 月7 日（土）13:30 〜 15:00

会場

神戸市教育会館（兵庫県神戸市中央

静岡で活動する建築家による家づくりを紹

代表者の住所，氏名を記入の上，往復はが
きにて．または下記ホームページより．

出展者

石田正年

岩川卓也

近藤健太

堺利行

坂田卓也

杉山智之

望月美幸

会期 7 月 1 日（金）〜 6 日（水）
11:00 〜 19:00
問合せ・会場

神楽坂・アユミギャラリー（東

京都新宿区矢来町 114）

会場・問合せ

入場無料

東区新砂 1-1-1 竹中工務店東京本店 1F）

講師

担当／岡部

津田ホール（東京都渋谷区千駄ヶ谷

1-18-24）
定員 490 名（無料，要申込）
申込締切 5 月 22 日（日）
申込みは，下記ホームページより．
＊応募者多数の場合，抽選．
会場・問合せ TOTO ギャラリー・間（東京

tel. 03-6660-6011
e-mail m.okabe@a-quad.jp
http://www.a-quad.jp/
入場無料

GA HOUSES PROJECT 2011

都港区南青山 1-24-3 TOTO 乃木坂ビル 3F）

展覧会「もうひとつの京都──モ
ダニズム建築から見えてくるもの」

（日曜・祝日休館，5/1 〜 5/8 開館）
入場料

一般 200 円

大学生 150 円

京都工芸繊維大学美術工芸資料館

地で進行中の住宅プロジェクト50数件を紹介．

tel. 075-724-7924
http://www.cis.kit.ac.jp/~siryokan/
（本誌 22 頁に関連記事）

会期 11 月4日（金）まで 10:00 〜 17:00
▶ SPACESPACE
日時 5 月 22 日（日）まで

メタボリズムの未来都市展

▶ studio-L

近藤哲雄

青木健

島田陽

梅原悟

大室佑介

白須寛規
中村竜治

西山広志・奥平桂子

福士譲・福士美奈子

藤田雄介

元木大輔

前田茂樹

米澤隆

世界初，日本現代建築史を代表する建築

▶ジオ -グラフィック・デザイン・ラボ

運動「メタボリズム」の展覧会．

会場・問合せ radlab.（京都府京都市中

8 月19 日（金）〜 9 月19 日（月）
▶ dot architects
日時 10 月 4 日（火）〜 11 月 4 日（金）

（土）
〜 2012年1月15日
（日）
会期 9月17日

10:00 〜 22:00（火曜〜 17:00，会期中無休）
入場料 一般 1,500 円 学生 1,000 円

会場・問合せ プリズミックギャラリー（東

会場・問合せ

京区恵比須町 531-13-3F）担当／川勝
tel. 075-241-9126
e-mail info@radlab.info
http://exhibition.radlab.info/

京都港区南青山 4-1-9 秋元南青山ビル 5F）

本木 6-10-1 六本木ヒルズ森タワー 53F）

tel. 03-5770-4751
http://www.prismic.co.jp/gallery/

tel. 03-5777-8600（ハローダイヤル）
http://www.mori.art.museum

入場無料
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宮森洋一郎建築設計室 1F ギャラリー

（広島県広島市中区東平塚 1-1）

tel. 082-243-2717
問合せ

担当／佐々木

tel. 082-246-1716 fax. 082-264-1786
e-mail sasaki@ﬁne.ocn.ne.jp
入場無料

夢見る人が，夢見たデザイン
会期

出展建築家

会期 5 月 15 日（日）まで 13:00 〜 20:00

森美術館（東京都港区六

細見恵

宮森洋一郎

「SPACE OURSELVES」展

日時 6 月 10 日（金）〜 7 月 10 日（日）
日時

佐々木圭司

古本竜一

「倉俣史朗とエットレ・ソットサス」展
rep - radlab. exhibition project

木村吉成・松本尚子

（月曜休館，祝日の場合は火曜休館）

遠藤吉生

中西敏明

会期 5 月 8 日（日）まで 11:00 〜 17:00

界各地で住宅設計に携わる建築家の世界各

組を連続で紹介する展覧会．

石井浩

会場

入場無料

関西（大阪）を拠点に活動する若手建築家 5

出展者

会期 5 月 8 日（日）まで 10:00 〜 17:00

（京都府京都市左京区松ヶ崎御所海道町）

Meets 217［nie - ichi - nana］

広島の建築家 8 人による「空感」のかたち．

都におけるモダニズム建築の軌跡をたどる．

日本，アメリカ，ヨーロッパ，中国など，世

関西若手建築家展覧会シリーズ

通り4-18-25）
tel. 078-242-0216 fax. 078-241-4713
e-mail isakai.kana@dougukan.jp
http://dougukan.jp

谷村仰仕

tel. 03-3402-1010
http://www.toto.co.jp/gallerma/

5 月22 日（日）まで
12:00 〜 18:30（会期中無休）
入場料 500 円
会場・問合せ GAgallery（東京都渋谷区
千駄ヶ谷 3-12-14）
tel. 03-3403-1581
e-mail info@ga-ada.co.jp
http://www.ga-ada.co.jp

竹中大工道具館

──もうひとつの建築──

会場

会期

会場・申込み・問合せ

（〒650-0004 兵庫県神戸市中央区中山手

建築数人会 2011 展

1920 年代から1970 年代に建てられた，京

〈住宅プロジェクト 2011〉

（参加者全員）
，住所，電話番号，返信面に

真と「繋がる」をテーマにした家づくりの展示．

▶講演会「ローカルな必然性」

会場

80 名（申込先着順・無料）

定員

介．各出展者がこの 1 年間に撮りためた写

祝日休館）

日時 6 月 9 日（木）18:30 〜 20:30

区中山手通 4-10-5）
申込方法 往信面にセミナータイトル，氏名

tel. 03-3269-1202
http://www.ayumi-g.com

五十嵐淳

ギー，フランス，ドイツの木構造について」
日時

詳細は，下記ホームページ参照

GALLERY A4（東京都江

大高生 200 円

入場無料

静岡の建築仲間がつくる家づくり展
八 幡 浜 市 立 日 土 小 学 校と
松村正恒展

一般 300 円

http://sites.google.com/site/swutamlab

入場無料

会場
会期

5 月15 日（日）まで（月曜休館，祝日

クリエーションスクエアしぶや（東京都渋谷

AGC Studio（東京都中央
区京橋 2-5-18 京橋創生館 1・2F）
tel. 03-5524-5511
http://www.agcstudio.jp

▶シンポジウム「学校建築の再生と保存」

五十嵐淳展

会期

の場合は翌日休館）9:30 〜 16:30

渋谷マークシティ WEST 4F

会場・問合せ

──木造モダニズムの可能性

tel. 075-241-9126
e-mail tobira@radlab.info
http://tobira.radlab.info/

会期 6 月 9 日（木）まで 10:00 〜 18:00
会場

祝日休館）

5-17-1 AXISビル）
京都市中京区恵比須町 531-13-3F）

渋谷駅体展

ベルギー南部のワロン地方の建築を中心に，

会場 AXIS ギャラリー（東京都港区六本木
問合せ とびらプロジェクト事務局（京都府

ベルギー 木の匠の技展

AGC studio Exhibition No.00

「HELLO」展
展覧会

会期

＊東日本大震災の影響で掲載している情報
が変更されている場合がございます．開催

（月〜水休館，祝日開館）

入場無料

7 月18 日（月）まで
11:00 〜 20:00（火曜休館，5/3 開館）
入場料 一般 1,000 円 大学生 800 円
会場・問合せ 21_21 DESIGN SIGHT（東
京都港区赤坂 9-7-6）
tel. 03-3475-2121
e-mail info@2121designsight.jp
http://www.2121designsight.jp/
（本誌 23 頁に関連記事）

東京都現代美術館の催し
▶田窪恭治

風景芸術

フランスノルマンディー地方，四国琴平で
の再生プロジェクトの東京バージョンを紹介．
会期

5 月8 日（日）まで

INFORMATION

10:00 〜 18:00（月曜休館）
会場

東京都現代美術館 企画展示室 1F，

B2F
入場料

一般 1,200 円

学生 900 円

会期

渋谷区神宮前 3-7-6）

tel. 03-3402-3001 fax. 03-3405-7714
e-mail ofﬁcial@watarium.co.jp
http://www.watarium.co.jp

（本誌 23 頁に関連記事）
▶名和晃平──シンセシス
「Cell」という概念をもとに，先鋭的な彫刻・

講師 イェンス・イェンセン

生誕 100 年 岡本太郎展

テーマ

6 月11 日（土）〜 8 月28 日（日）
10:00 〜 18:00（ 月 曜，7/19 休 館，7/18，
8/15，8/22 開館）
会場 東京都現代美術館 企画展示室 B2F・
アトリウム

入場料

入場料

一般 1,100 円

会場・問合せ

学生 800 円

東京都現代美術館（東京都

江東区三好 4-1-1）

ホンマタカシ
ニュー・ドキュメンタリー

Takashi Homma：New Documentary

会期 6 月 6 日（月）まで 10:00 〜 18:30

実践 Y チェアの簡単エコ・メンテ

日時 5 月 28 日（土）15:30 〜 16:30

▶内藤廣による建築ツアー

（日）
まで 10:00〜17:00（月
会期 5月8日

定員

日時 5 月 7 日（土）15:00 〜 16:00

曜休館，5/2 開館）

申込みは，faxまたはメールにて下記まで．

会場

美術館ロビー

会 場・ 問 合 せ ROGOBA DESIGN ON

定員

30 名（申込先着順・無料）

LIFE_Tokyo（東京都千代田区平河町1-3-14）
tel.03-3221-8811 fax.03-3221-8812
e-mail tokyo@rogoba.co.jp

申込方法

またはメールにて下記まで，

入場無料

日時 5 月 7 日（土）17:00 〜 18:30

一般 1,300 円

会場・問合せ

大学生 900 円

東京国立近代美術館（東京

都千代田区北の丸公園 3-1）

かみの道具 4

ネンチャクシコウ展

各 50 名（申込先着順・無料）

カタチの日曜日

多摩美術大学出身クリエーターによる作品展

6 組のデザイナーが，「粘着」をテーマに，
暮らしにぴったりとくっつく道具を考え，提

出展者

案する．

田中由希子

青木孝親・新井佳奈
西村森衛

大平浩之

淀川寛子

11:00 〜 19:00
会場 リビング・モティーフ B1F（東京都

会場

展示室 A

定員

36 名（申込先着順・無料）

問合せ リビング・モティーフ

企画チー

島根県立石見美術

化センター「グラントワ」）

tel. 0856-31-1860 fax.0856-31-1884
e-mail zaidan@grandtoit.jp

杉本博司 アートの起源

多目的スペース「シンポジア」（AXIS

Hiroshi Sugimoto Origins of Art

高嶺格：とおくてよくみえない

会期

11 月6 日（日）まで 10:00 〜 18:00

ム 担当／谷口

高嶺格氏の 2000 年代初頭の作品，「God

tel.03-5575-8383（ダイヤルイン)
e-mail taniguchi_ma@axisinc.co.jp
http://www.livingmotif.com

Bless America」，「ベイビー・インサドン」

▶歴史 History 5 月 29 日（日）〜 8 月 21

など代表作，広島市現代美術館コレクショ

日（日）

北欧家具がつくる Hygge な暮ら
し展

▶宗教 Religion 8 月28 日（日）〜 11 月6

7 月10 日（日）まで
10:00 〜 17:00（5/3 〜 19:00，月曜休館）
入場料 一般 1,000 円 大学生 700 円

日（日）

会場・問合せ

広島市現代美術館（広島県

広島市南区比治山公園 1-1）

何度でも入場できるパスポートチケット）

デンマークの名作家具と共に北欧の Hygge

会場・問合せ

な暮らしを体感する企画．

▶建築 Architecture 5 月 15 日（日）まで

ン作品と自作を組み合わせた作品を展示．
会期

入場料 一般1,000円 学生800円（会期中
ワタリウム美術館（東京都

回 30 分程度）
会場

館（島根県益田市有明町 5-15 島根県芸術文

会期 7月31日（日）まで

会場デザイン 平田晃久建築設計事務所

上村なおか 鈴木広志

5 月8 日（日）14:00 〜／ 16:30 〜（各

会場・申込み・問合せ

ビル B1F）

祝日開館）

出演
日時

会期 5 月 22 日（日）まで

入場無料

11:00 〜 19:00（水曜 〜 21:00，月曜休館・

100 名（当日先着順・無料）

▶「赤縞」のためのスペシャルパフォーマンス

術館観覧券またはミュージアムパスポート）

▶ワークショップ

を展示．

多目的ギャラリー

定員

会場・問合せ リビングデザインセンター

日時 5 月 15 日（日）14:00 〜 17:00

北イタリアの小都市レッジョ・エミリアの幼

会場

〜 19:00（水曜休館）

tel. 03-5353-0756
e-mail ag-press@toccf.com
http://www.operacity.jp/ag/

児教育が開拓した「学びのワンダーランド」

▶公共建築賞受賞記念内藤廣 特別講演会

三星安澄

山田佳一朗

港区六本木 5-17-1 AXISビル）

驚くべき学びの世界展

氏名，連絡先を明記の上，電話

サダヒロカズノリ トラフ建築設計事務所

寺田尚樹

ラリー（東京都新宿区西新宿 3-20-2）

大高生 800 円

大学生 200 円

定員 各回 100 名（当日先着順・無料，要美

安積伸

OZONE 7Fリビングデザインギャラリー（東
京都新宿区西新宿 3-7-1 新宿パークタワー）
tel. 03-5322-6500
h t t p : / / w w w. o z o n e . c o . j p / e v e n t _
seminar/event/detail/1097.html

東京オペラシティアートギャ

一般 300 円

日時 5 月 12 日（木）〜 24 日（火）10:30

会期 6 月26 日（日）まで 11:00 〜 19:00
一般 1,000 円

展示室 A

太郎がめざしたものの今日的意義を探る．

現在のホンマタカシの全貌を伝える．

会場・問合せ

会場

入場料

出展者

入場料

計した内藤廣氏によるインスタレーション．

ナンス

2005 年以降に手がけた作品群を中心に，

（金・土曜〜 20:00，月曜休館，5/2 開館）

島根県芸術文化センター「グラントワ」を設

岡本太郎の生誕 100 年にあたる今年，岡本

tel. 03-5777-8600（ハローダイヤル）

tel. 03-5777-8600
http://www.mot-art-museum.jp

［特別展］内藤廣の赤縞

（火曜休館，5/3 開館）

▶特別セミナー 2

空間表現を展開する名和晃平氏の個展．
会期

5 月20 日（金）〜 6 月19 日（日）
10:00 〜 19:00（火曜休館）
▶特別セミナー 1
テーマ 北欧の Hygge な暮らし
日時 5 月 25 日（水）15:30 〜 16:30

tel. 082-264-1121
http://www.hcmca.cf.city.hiroshima.jp

入場料

一般 950 円

大学生 650 円

年間

パスポート2,500 円
会場・問合せ 丸亀市猪熊弦一郎現代美術館
（香川県丸亀市浜町 80-1）担当／中田

tel. 0877-24-7755 fax. 0877-24-7766
e-mail mimoca_info@mimoca.org
http://mimoca.org/

関西若手建築家展覧会シリーズ
Meets 217［nie - ichi - nana］
「地面と屋根上の家」

中山英之展「小さくて大きな家」
「Yビル」中山英之建築設計事務所
本誌 1003 147 頁 撮影：新建築社写真部

SPACESPACE
本誌 1104 111 頁

撮影：新建築社写真部

五十嵐淳展 状態の構築
「Small Atelier」五十嵐淳建築設計
本誌 1012 144 頁 撮影：新建築社写真部
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INFORMATION

Symposium
講演会・セミナー

ること Communicating（オフィス／劇場／

tel. 03-3230-4876 fax. 03-3230-2557

美術館／医療施設／教育施設／スポーツ施

▶セミナー

設など）

講師

賞 JCD 大賞（1 点）賞金 50 万円／ JCD デ

▷福岡

ザインメッセージ2011 での講演 JCD 金賞

日時

椿啓二

他

新人賞（数点） 特別賞数点

6 月14 日（火）12:00 〜 16:30
会場 アクア博多 A 会議室（福岡県福岡市
博多区中洲 5-3-8）

詳細は，下記ホームページ参照．

▷大阪

問合せ 日本商環境設計家協会

日時

e-mail info@jcd.or.jp
http://www.jcd.or.jp

会場 イトーキショールーム（大阪府大阪市
中央区淡路町 1-6-11）

入場無料

▷東京

（5 点） JCD 銀賞（10 点） 審査員賞（数点）

第 19 回 PC 建築技術講習会

戸谷英世

6 月15 日（水）12:00 〜 16:30

Overseas
海外情報

仕事中のパッラーディオ
ドローイングを中心として，パッラーディオ

▶ NTT 東日本研修センタ 新 5 号館

日時

6 月16 日（木）12:00 〜 16:30

のデザインが展開・議論・訴求されたプロ

講師

会場

新木場ホール（東京都江東区新木場

セスを見つめる．

中川明徳

石川静

平成 23 年度 現代美術入門

パブリックアートについて考える講座．横浜

問合せ ワシントン州政府商務局日本事務所

▶ PC 技術の建築分野への展開と可能性

みなとみらいクイーンズスクエアに焦点をあ

講師

大野義照

てる．

日時

6 月9 日（木）13:00 〜 17:00

▶講義

tel. 03-3508-2061 fax. 03-3508-2062
e-mail wsjoban@N0SPAM.gol.com
h t t p : / / w w w. b u y u s a . g o v / j a p a n / j a /
hseminar11.html

5 月22 日（日）まで
Canadian Center for
Architecture（Canadian Center for
Architecture, 1920, rue Baile, Montreal,
Quebec, H3H 2S6, Canada）
tel. +1-514-939-7026
e-mail info@cca.qc.ca
http://www.cca.qc.ca

archiforum in osaka 2010-2011

ドイツの DAM 建築賞

▶大阪府営堺戎島住宅第 1 期耐震改修工事
講師

長井栄治

▶東京大学
講師

パブリックアートについて考えよう

定員

各 60 名（要申込・無料）

詳細，申込みは下記ホームページ参照．

総合研究実験棟

伊藤潤一郎

応募締切

1-18-6）

中村諭樹生

会場 日本建築学会 建築会館大ホール（東

講師

北川フラム 国吉直行

京都港区芝 5-26-20）

日時

6 月25 日（土）13:30 〜 17:00

定員

300 名（当日先着順）
1,000 円（資料代含む）
問合せ 富士ピーエス「PC 建築技術講習

会場

埼玉県立近代美術館

参加費

▶見学会
日時

会係」

会場 横浜みなとみらいクイーンズスクエア

tel. 03-5858-3164

参加費

シンポジウム「木の魅力を拡げる」
──木でつくる2050 年ゼロカーボン社会

講座室

7 月2 日（土）13:30 〜 16:30

「世代・職域を超えて，議論の共
有を目指す」
テーマ 誰がために建築は建つか

再建に焦点を当てる．

＊応募者多数の場合は抽選．

コーディネーター

応募締切

申込方法

TOTO テクニカルセンター大阪（大阪
府大阪市中央区久太郎町 3-6-8 御堂筋ダイ
ワビル 2F）
▶第 13 回（シリーズ最終回）

下 記ホームペ ージ内 の 専 用

フォームより申込み．
申込期間

5 月2 日（月）〜 28 日（土）

満田衛資

山口陽登

会場

中村勉

問合せ

司会

中谷正人

たま市浦和区常磐 9-30-1）担当／伊豆井

講師

tel. 048-824-0110
http://www.momas.jp/16-3.htm

タイトル 構造家 40 年の歩み

定員

300 名

埼玉県立近代美術館（埼玉県さい

申込方法

氏名，ふりがな，電話番号，住所，

所属を明記の上，faxにて下記まで．
問合せ

東京原木協同組合事務局

問合せ

テーマ 米国建材の仕入れ方と使い方

tel. 06-6443-0167
http://www4.osk.3web.ne.jp/~ryuryudo/
http://www.archiforum.jp

木材の強度と安定供給／建材のデザイン性

入場無料

と施工性

日時 6 月 18 日（土）11:00 〜 15:30
会場

東京デザインセンター B2 ガレリア

ホール（東京都品川区東五反田 5-25-19）
審査員

1 次審査（ネット審査）：阿部秀夫

岩佐達雄

往蔵稲史仁

折原実紀

他

奥平与人

講師

柳々堂書店

戸谷英世

217［nie-ichi-nana］

▷福岡県福岡市近郊
日時 6 月 13 日（月）10:00 〜 18:00

ゲストスピーカー

五十嵐淳

視察地

メインスピーカー

芦澤竜一

荻浦ガーデンサバーブ ウェルネ

JR 博多駅 10:00

6 月17 日（金）9:30 〜 18:00

視察地

南アフリカ出身のアーティスト，ガイ・ティ

会場

inter ofﬁce（大阪府大阪市西区北

応募締切 6 月 14 日（火）まで
会場・問合せ

Design Exchange（Design
Exchange, 234 Bay Street, Toronto ON
M5K, Canada）
tel. +1-416-363-6121
e-mail info@dx.org
http://www.dx.org

堀江 1-19-1 八光心斎橋 AIR Bldg.2F）

▷茨城県つくば市近郊
日時

平沼孝啓

日時 5 月 27 日（金）18:00 〜 21:30

スタウン花立花
集合場所

ガイ・ティリム：アベニュー・パ
トリス・ルムンバ

リムの強烈な写真の数々を展示．

▶国内輸入住宅開発地見学ツアーと商談会

公開審査

5 月21 日（土）17:00 〜 19:00
80 名（当日先着順）
参加費 一般 1,000 円 学生 500 円

日時

アメリカ住宅建材セミナー

tel. 03-3649-8111 fax. 03-3649-8115

JCD デザインアワード 2011

佐々木睦朗

5 月29 日（日）まで
Deutsches
Architekturmuseum（Deutsches
Architekturmuseum, Schaumainkai 43,
60596 Frankfurt am Main, Germany）
tel. +49-（0）-69-212-38844
fax. +49-（0）-69-212-37721
http://www.dam-online.de

会場・問合せ

定員

会場 日本建築学会 建築会館ホール（東京
都港区芝 5-26-20）

DAM 建築賞受賞作品である，ベルリン博
物館島の「新博物館（ノイエス・ムゼウム）
」

2,000 円（2 回分受講費）
定員 30 名（要申込）

講師

日時 6 月 24 日（金）18:00 〜 20:00

会場・問合せ

中根・金田台地区緑住農一体型開

入場料

一般 1,000 円

学生 500 円

定員 100 名（申込先着順・無料）

レナート・サルヴィ

発 つくば豊里の杜 プレストガーデン桜が丘

申込みは，5/24までにメールまたは下記ホー

2次審査（公開審査）：飯島直樹 五十嵐太郎

集合場所 JR 東京駅 9:30

ムページより．

レナート・サルヴィの展覧会．ポラントリュ

小坂竜

参加費

申込み・問合せ アートアンドアーキテクト

イの「ヴィラ・モンタヴォン」を中心に，様々

近藤康夫

中村拓志

韓亜由美

一般各 25,000 円

住宅生産性研

皆川明

究会会員各 20,000 円

フェスタ 担当／古川

な住宅作品も紹介．

課題カテゴリ 1. 買うこと Buying（ショップ

定員 各 20 名

tel. 075-200-3106 fax. 075-200-3106
e-mail 217aaf@khaa.jp
http://www.aaf.khaa.jp/217/

会 場・ 問 合 せ

／ストア／ショールームなど） 2. 食べるこ

申込方法

と Eating（レストラン／カフェ／バーなど）

号，fax 番号，メールアドレスを明記の上，

3. 集うこと Gathering（大型商業施設／

氏名，所属，会社住所，電話番

faxにて下記まで．

デパート／複合商業施設など） 4. 楽しむこ

問合せ・申込み グローバル研修企画

と Enjoying（サービス・アミューズメント

担当／小林

／美容室／ホテル／リゾートなど） 5. 伝え

e-mail kobayashi@hgkk.co.jp
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応募締切 6 月 30 日（木）まで

Swiss Federal Institute
of Technology Zurich［ ETH Zurich ］
（ETH Zurich, Wolfgang Pauli-Strasse
15 8093 Zurich, Switzerland）
tel. +41-（0）-44-633-2897
http://www.gta.arch.ethz.ch

INFORMATION

建築的詩学

坂本一成建築展

Poetics of Architecture, Kazunari
Sakamoto Architecture Exhibition

会場

新宿・工学院大学キャンパス 1F アト

リウム（東京都新宿区西新宿 1-24-2）
審査員

内藤廣

乾久美子

宮崎浩

第27回 北陸の家づくり設計コンペ

松岡拓公雄
審査員

吉村靖孝

蜂谷俊雄

濱田修

高島猛

他

問合せ 日本建築家協会 関東甲信越支部

テーマ 魅力のある内外の境界領域のある家

展 （南京市鼓楼区四牌楼 2 号）

担当／菊地

賞

会期 5 月 15 日（日）まで

tel. 03-3408-8291 fax. 03-3408-8294
e-mail info@jia-kanto.org
http://www.jia-kanto.org

んぽぽ賞，北日本新聞社賞，北國新聞社賞
（3 部門：高校の部，短大・専門学校の部，

入場無料

（同 3 部門・各 2 点）賞金 5 万円

会場

東南大学・建築学院前工院北楼 1F

10:00 〜 20:00
問合せ

水晶石数字科技有限公司

上海分

建築的詩学 坂本一成建築展 策

公司

最優秀賞（1 点）10 万円

特別賞：た

大学・大学院の部・各 1 点）5 万円

優秀賞

応募資格

tel. +86-21-62497280
fax. +86-21-62498916
e-mail sakamoto.exhibition2011@
google.com
http://bbs.far2000.com/forum-70-1.
html

生以上の学生，および北陸 3 県の出身学生

コンテスト・設計競技

入場無料

Diploma

SDレビュー 2011

卒業設計展・公開講評会

第 30 回 建築・環境・インテリア
のドローイングと模型の入選展作
品募集

審査員

第 34 回 学生設計優秀作品展

──建築・都市・環境

隈研吾

小泉雅生

募集対象

槇文彦

鹿島昭一

実施を前提として設計中または

くり設計コンペ係（〒939-0303 富山県射水

最優秀賞（1 点）30 万円 優秀賞（1 点）
15 万円 入選（3 点）3 万円
登録締切 9 月 12 日（月）
提出締切 9 月 20 日（火）当日消印有効

市西高木 1184）

詳細は，下記ホームページ参照．

fax. 0766-55-4202
e-mail info@odakehome.co.jp
http://www.odakehome.co.jp/compe/
index.html

問合せ・提出先

賞

9 月9 日（金）

応募締切

申込み・問合せ オダケホーム 北陸の家づ

第二回 鈴木禎次賞

審査員

内藤廣

小野徹郎

田中孝典

野呂一幸

若山滋

審査・表彰

ンペなどの応募作品は募集対象外とする．

明治大学 駿河台校舎 アカデミーコ

申込み・問合せ

800 名（当日先着順・無料）

▶ポートフォリオレビュー

講評・レクチャー

ポートフォリオを審査・講評し，賞を決定．
日時

5 月5 日（木）14:00 〜 16:00

会場

会場内プレゼンテーションスペース

施工後 5 年以内の建築作品．建

応募締切

会場

田区神田駿河台 1-1）

応募条件

鹿島出版会 SDレビュー

2011 事務局（東京都中央区八重洲 2-5-14）
tel. 03-6202-5202 fax. 03-6202-5205
e-mail info@kajima-publishing.co.jp
http://www.kajima-publishing.co.jp/
sd2011

鈴木

設地は国内外を問わない．種類・規模は問
わない．再応募も可．

詳細は，下記ホームページより．

定員

鈴木禎次賞本賞（1 点）30 万円

17:00 必着

5 月3 日（火）10:30 〜 17:00

モン 2F，3F アカデミーホール（東京都千代

賞

空間」を提案する学生デザインコンペ．

岡本賢

禎次賞入選（数点）10 万円

日時

膜･空間デザインコンペ
膜を用いて，膜にしかできないような「膜・

馬場璋造

＊審査結果によっては佳作を選出．

トム・ヘネガン 山代悟

事務局（〒244-0806 神奈川県横浜市戸塚
区上品濃 14-17）

造的な設計者および建築作品を讃えること

募時点で完成しているもの，雑誌などに発

6 月20 日（月）〜 24 日（金）

ハーフェレジャパン「第 3

回ハーフェレ学生デザインコンペティション」

e-mail news@hafele.co.jp
tel. 045-828-3111 fax. 045-828-3110

表されたもの，実施見込みのないもの，コ
応募期間

学校，高等専門学校等に籍をおく学生の個

る授賞式に出席できること．

▶講評会 ポスターセッション，発表・講評，
小嶋一浩

内の大学院，大学，短大，専修学校，専門

登録締切 7 月 15 日（金）

施工中の建築，屋外空間，インテリア．応

木下庸子

乾久美子

詳細は，下記ホームページより．

5 月3 日（火）〜 6 日（金）
10:00 〜 19:00（5/6 〜 16:00）

高橋 一

妹尾正治

人またはグループ．受賞者は2011 年 11 月ド

会期

審査員

横河健

イツ大使館（時期，会場共に予定）で行われ

を目的として設立．

金田充弘
アドバイザー

審査員

カール・ハーネ

録後，郵送，宅配便，持ち込みにて下記まで．

日本の組織型設計体で活躍する優秀かつ創
渡辺真理

Multi Functionality ─のある住空間をデザ
インする

応募方法 はがき，faxまたはメールにて登

実際に建つことを見据えた建築家の思考を
表す作品を募集．

課 題 「 環 具（KANGU）
」で 多 機 能 性 ─

応募資格 2011 年 9 月 12 日現在，日本国

北陸 3 県の学校に在籍する高校

委員会

Competition

第 3 回 ハーフェレ学生デザインコ
ンペティション

審査員

小嶋一浩

乾久美子

佐藤淳

平田晃久 トム・ヘネガン
賞 最優秀賞（1 点）50 万円 優秀賞（2 点）
10 万円 佳作（7 点以内）記念品
応募資格 5 月 31 日時点で在学中の学生
（大学，専門学校，短大，大学院ほか）
エントリー締切 5 月 2 日（月）17:00

7 月15 日（金）必着

一次応募締切 6月6日（月） 当日消印有効

7 月16 日 ( 土）

応募方法は，下記ホームページ参照．

公開二次審査

提 出 先・ 問 合 せ

詳細は，下記ホームページ参照．

鈴木禎次賞事務局

（〒466-8555 愛知県名古屋市昭和区御器所
町 名古屋工業大学 24-314 室）担当／夏目

tel. & fax. 052-735-7967
e-mail yn@nitech.ac.jp
http://archi2.ace.nitech.ac.jp/kokokai/

一 次 提 出 先・ 問 合 せ

日本膜構造協会

（〒105-0001 東京都港区虎ノ門 1-13-5 第
一天徳ビル 7F）

e-mail compe@makukouzou.or.jp
fax. 03-3501-3548
http//www.makukouzou.or.jp

詳細は，下記ホームページ参照．
問合せ

学生設計優秀作品展組織委員会

（東京都千代田区神田駿河台 2-6-12レモン
画翠）

tel. 03-5298-8010
http://www.lemon.co.jp/lemongasui/
event.html
入場無料

［特別展］内藤廣の赤縞（201 頁）
「赤縞」内藤廣建築設計事務所
本誌 1006 45 頁 撮影：新建築社写真部
（
「建築はどこにあるの ? 7 つのインスタレーション」より）

第 20 回東京都学生卒業設計コン
クール 2011
東京都内の建築学科の卒業設計作品 53 点
を展示，入賞作品を選定する．

5 月 28 日（土）9:30 〜 17:00 公 開
審査 5 月 29 日（日）10:00 〜 15:00 展示

日時

シンポジウム「木の魅力を拡げる」
─木でつくる2050 年ゼロカーボン社会─
「七沢希望の丘初等学校」中村勉総合計画事務所
本誌 0906 38 頁 撮影：新建築社写真部
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INFORMATION

第 6 回 NISC イソバンドデザイン
コンテスト

提出期間 9 月 1 日（木）〜 6 日（火）必着
▷現地見学会

7 月31 日（日）

日時

第 13 回シェルターインターナショ
ナル学生設計競技

▷プレゼンテーション・表彰式及び記念講演会
イソバンド・エスガード・イソダッハを使用

日時

10 月15 日（土）11:00 〜 16:00

課題

した建築物の完成写真によるコンテスト．

会場

名古屋市中小企業振興会館・展望

審査員

審査員

ホール（愛知県名古屋市千種区吹上 2-6-3）

芦原太郎

小嶋一浩

武田厚

賞 グランプリ（1 点）500,000 円

優秀賞

（2 点 ）各 300,000 円

部 門 賞（5 点 ）各
150,000 円 審査委員賞（3 点）各 100,000
円 NISC 賞（数点）記念品
応募条件 2008 年 5 月 1 日〜 2011 年 10 月
31 日迄の期間に竣工した作品．イソバンド・

▷作 品 展「第 41 回 建 築 総 合 展 NAGOYA

2011」
日時 10 月 13 日（木）〜 15 日（土）
会場

名古屋市中小企業振興会館 吹上

ホール

10 月17 日（月）
応募締切 10 月 31 日（月）18:00 必着
申込方法

下記ホームページより，応募台

紙をPDFファイルでダウンロードの上申込み．
提出先・問合せ 「第 6 回 NISC イソバンド

西沢立衛 トム・ヘネガン

中田千彦

古谷誠章

元倉眞琴

Roland Schweitzer
賞 最優秀賞（原則 1 点）80 万円 優秀賞
（原則 1 点）30 万円 入選（原則 3 点以内）
各 10 万円 奨励賞 若干名
大学等教育機関の学生であるこ

と．9 月 26 日（月）の公開プレゼンテーショ

詳細は，下記ホームページ参照．
提出先・問合せ

登録締切

大自然の家

応募資格

エスガード・イソダッハを使用したもの．

tel. 027-226-3672
fax. 027-221-5566
http://www.kendoseibi.pref.gunma.jp/
chiiki/tomioka/index.htm

第 11 回 関西建築家大賞
審査員

香山壽夫

賞状，賞牌，副賞 100,000 円

賞

JIA 正会員であること．非会員

応募資格

の場合，応募締切日の 5 月 27 日までに JIA
正会員資格を取得していること．

2001 年 1 月 1 日〜 2010 年 12 月

ンに参加できること．

応募条件

ペ特別委員会（〒460-0008 愛知県名古屋

一次審査予定日 8 月 6 日（土）

末日までにつくられた作品 2 点を応募．近畿

市中区栄 4-3-26 昭和ビル 5F）
tel. 052-261-1451 fax. 052-261-0251
e-mail compe@asanet.or.jp
http://www.asanet.or.jp/

公開プレゼンテーション 9 月 26 日（月）

支部地域内（滋賀県，京都府，奈良県，和

7 月25 日（月）必着

歌山県，大阪府，兵庫県）に完成した建物．

愛知建築士会

学生コン

提出締切

事前エントリーが必要．

応募締切

詳細は，下記ホームページ参照．

登録費

5 月27 日（金）当日消印有効
10,000 円

デザインコンテスト」事務局（〒113-0034

提出先・問合せ

東京都文京区湯島 2-30-8 建報社内）

ルターインター ナショナル学生設計競技

ンロードの上，事前に送付．その後作品提出．

第 12 回 KAJIMA 彫刻コンクール

担当／遠藤

tel. 03-3818-1961 fax. 03-3818-1968
http://www.kenchiku.co.jp/nisc/

テーマ 彫刻・建築・空間 SCULPTURE

ARCHITECTURE & SPACE

パッシブデザインコンペ

聞く・繋がる・応答するかたち

審査員

酒井忠康

澄川喜一

槇文彦

谷口吉生

鹿島昭一

安田侃

賞 KAJIMA金賞（1点）200万円 KAJIMA
銀 賞（1 点）100 万 円 KAJIMA 銅 賞（1 点）

住宅の提案，住宅計画をサポートする技術・

50万円 KAJIMA奨励賞（1点）20万円

詳細は下記ホームページ参照．
提出先・問合せ 日本建築家協会近畿支部

tel. 023-647-5300 fax. 023-647-5150
e-mail shelter@siac.jp
http://www.shelter-inc.net

建築賞分科会（〒541-0051 大阪府大阪市

第 18 回 空間デザイン・コンペティ
ション

応募方法

録フォームに必要事項を入力して応募．

がアクティブに自然環境と応答し生活を楽し

登録締切

三宅雅博

んで暮らせる提案を募集．

作品情報締切

コーディネーター

野沢正光

中野淳太
賞

小林光

中村好文

大賞（1 点）50 万円

（2 点）10 万円

清家剛

難波和彦

桶井史郎

住宅部門 : 優秀賞

佳作（3 点）5 万円

部門（2 点）10 万円

技術

佳作（3 点）5 万円

下記ホームページより，応募登

詳細は下記ホームページ参照．

住まい手・ライフスタイル部門:優秀賞（5点）

提出先・問合せ

3 万円 佳作（10 点）1 万円
5 月20 日（金）
応募締切 5 月 31 日（火）

実行委員会事務局

登録締切

詳細は，下記ホームページ参照．
提出先・問合せ

審査員

伊東豊雄

古谷誠章

tel. 03-5561-2536
e-mail gad-sculpture@kajima.com
http://www.kajima.co.jp/sculpture/

佐々木睦朗

中谷正人

難波和彦

横河健

中井政義

賞 日本構造デザイン賞（作品賞，松井源吾

課題 サステイナブルな新世代のガラス空間
最優秀賞（1 点）100 万円

点）30 万円
賞

第 6 回 日本構造デザイン賞募集
審査員

馬場璋造

▶提案部門
賞

中央区備後町 2-5-8 綿業会館 4F）
tel. 06-6229-3371
e-mail jia@bc.wakwak.com
http://www.jia.or.jp/kinki/

北泰幸

優 秀 賞（1

入選（8 点）5 万円

▶作品例部門

KAJIMA 彫刻コンクール

ホームページより申込書をダウ

2011」事務局（〒990-2473 山形県山形市

の提案，の 3 つの部門を設けて，住まい手

6 月24 日（金）
8 月26 日（金）
応募期間 第 1 次審査作品（模型作品）：
9 月2 日（金）〜 4 日（日）
第 2 次審査作品（実物作品）：2012 年 2 月
18 日（土）まで

申込方法

松栄 1-5-13）

製品・手法の提案，住まい手の住まい方等

審査員

株式会社シェルター「シェ

特別賞）賞牌・賞状・副賞
応募対象

構造設計において独自性のある

技術をもって，社会性，文化性のある建築
作品の創造に貢献した個人，および構造家

最優秀賞（1点）50万円

優 秀 賞（1点）

としての活動が社会的，文化的功労の観点

10 万円 入選（8 点）5 万円
8 月5 日（金）
応募締切 8 月 19 日（金） 当日消印有効

から顕著な個人とし，自薦，他薦は問わない．

提出先・問合せ

提出先

エントリー締切

建報社

空間デザイン・

応募方法 申請書を要する．詳細は下記まで．

6 月15 日（水）当日消印有効

応募締切

日本構造デザイン賞運営事務局

（〒113-8501 東京都文京区湯島 2-31-2 新

パッシブデザインコンペ

コンペティション−提案部門係，作品例部門

事務局（〒431-1207 静岡県浜松市西区村櫛

係（〒113-0034 東京都文京区湯島 2-30-8）

建築社内）

tel. 03-3818-1961
http://www.neg.co.jp/kenzai/compe/
compe.htm

tel. 03-3811-7101 fax. 03-3812-8187
7 月初旬受賞者発表，8 月下旬授賞式．

町 4601） tel. 053-488-1700

e-mail info@pd-compe.com
http://www.pd-compe.com/

第3回 文化遺産防災アイデアコンペティション

堀川〜歴史的都市軸の再生

京都市の堀川およびその周辺地域をスタディ
第 6 回 愛知建築士会学生コンペ

熱田の杜のにぎわい

エリアとして文化遺産防災のアイデアを募集．
審査員
島田啓司

足立裕司
高田光雄

大窪健之

佐々木葉二

土岐憲三

歴史や商店街を活かした魅力的な「にぎわ
い空間」の構想と関連する建築プランを募集．
審査員

古谷誠章

原田さとみ
伊藤孝紀

山田久仁夫

矢野秀則

星野広美

佐藤東亜男

賞

-901 中田捷夫研究室内）
e-mail info@jsdclub.com
http://www.infojsdc.com/

上信電鉄の上州富岡駅の改築に伴い，富岡

最優秀賞（1 点）50 万円

次点（1 点）

25 万円 佳作（5 点）5 万円 特別賞（数点）
応募資格 30 歳以下の学生および社会人
一次応募締切 5 月 6 日（金）必着
二次審査 7 月 2 日（土）
提出先・問合せ

上州富岡駅舎設計提案競技

室﨑益輝

吉川哲雄
「熱田区役所周辺」を長期的な展望に立ち，

申込み・問合せ 日本構造家倶楽部事務局
（〒170-0013 東京都豊島区東池袋 5-39-16

立命館大学歴史都市防災

市の顔また世界遺産登録を目指す富岡製糸
場の最寄り駅として，末永く多くの人びとが

2011年 学生 住宅設計コンペ課題

利用する施設についての提案を募集．
審査員

隈研吾

西村浩

乾久美子

菅孝能

梅沢良三

他

応募登録 5 月 23 日（月）まで

賞状＋30万円 優秀賞
（2
賞 最優秀賞
（1点）

研究センター事務室「文化遺産防災アイデ

提出期限

5 月31 日（火）

課題

環境住宅

テーマ 光と風
審査員
賞

点）賞状＋10万円 佳作（4点）賞状＋1万円

アコンペ」係 （〒603-8341 京都市北区小

その他，詳細は下記ホームページ参照．

参加資格 大学院，大学，高等専門学校，専

松原北町 58）

問合せ・提出先

門学校，高校で建築を学ぶ学生．公開プレゼ

tel. 075-467-8801 fax. 075-467-8825
http://www.bunkaisan-competition.jp/

計画課街路係（〒371-8570 群馬県前橋市

応募資格

大手町 1-1-1）

登録締切

ンテーション（10月15日）に参加できること．

2 0 4 |2011|05

群馬県 県土整備部都市

吉田研介

豊田正弘

最優秀賞（1点）100万円

宮晶子
優秀賞（2点）

10 万円 佳作（27 点）1 万円（ただし模型
提出者に限る）

4 月1 日現在在学中の学生
5 月3 日（月）17:00

INFORMATION

一次応募締切

5 月9 日（月）17:00 必着

登録・詳細は，下記ホームページ参照．
一次提出先・問合せ 全日本学生建築コン
ソーシアム
（〒950-0148 新潟県新潟市江南区
東早通1-1-40 ステーツ内JACS新潟事務所）

tel. 025-383-3003
e-mail info@jacs.cc
http://www.jacs.cc/

提出先・問合せ Taichung City

講師

三分一博志

Government, No. 89, Sec. 2, Taichung
Port Rd., Xitun Dist., Taichung City
40756, Taiwan, R.O.C.
e-mail jm320745@tccg.gov.tw
http://www.tgpark.com.tw

定員

100 名（当日先着順・無料）

e-mail jscad@jsca.or.jp
http://www.jsca.or.jp/

申込先・問合せ アートアンドアーキテクトフェ
スタ（京都府京都市西京区桂春日町6-2-101）

tel. & fax. 075-200-3106
e-mail workshop@khaa.jp
http://www.aaf.khaa.jp/workshop/

平成 23 年度 CASBEE 戸建評価
員養成講習
CASBEE 戸建評価員資格取得のための講
習および試験．

ユーロパン 11

Call for...
募集

ヨーロッパの若手建築家をはじめとして，誰

建築写真家・吉村行雄と行く北
欧近代建築《アールト，ヤコブセ
ン》の旅
期間

でも参加できるオープン形式．ヨーロッパ

6 月17 日（金）〜 25 日（土）

5 月19 日（木）

申込締切 5 月 6 日（金）
▷東京 2

6 月13 日（月）

申込締切 5 月 30 日（月）

全土に跨るさまざまなアイデアを募集．

訪問地

登録締切 6 月 10 日（金）

ペンハーゲン

応募締切

6 月30 日（木）
Europan Europe,
Grande Arche de la Defense, Pilier Sud,
92 055 Paris-la-Defense cedex, France
e-mail contact@europan-europe.com
http://www.europan-europe.com

訪問先 マイレア邸，セイナッツァロの町役

定員

提出先・問合せ

場，パイミオのサナトリウム，アトリエ・アー

▷名古屋 6 月 15 日（水）

ルト，アールト自邸，コペンハーゲンヤコブ

会場 ダイテックサカエ（愛知県名古屋市中

セン作品，ルイジアナ美術館

区錦 3-22-20）

建築学生ワークショップ滋賀2011
建築学生を中心とした学外体験ワークショップ

対象

竹生島（滋賀県長浜市）

建築および環境デザイン等の分野を

学ぶ学生および院生．

ロンドン：オリンピック競技情報館

▷現地説明・調査

2012 年オリンピックの期間中ロンドンの中

▷各グループ課題の制作

日時 7 月 2 日（土）

日時

7 月3 日（日）〜 8 月5 日（金）

間限定のフリースタンディングの情報館をデ

▷提案作品講評会（1 泊 2 日）

ザインするに当たり，そのアイデアを募集．

日時

8 月6 日（土）〜 7 日（日）

心部，トラファルガー広場内に設置される期

登録締切 6 月 15 日（水）

▷各グループ課題の制作

6 月30 日（木）
提出先・問合せ Architectural
Competition Concours d Architecture,
Vertadis, 17 Ensign House, Admirals Way,
Canary Wharf, London E14 9XQ, UK
e-mail london@ac-ca.org
http://ac-ca.org/project

日時 8 月 8 日（月）〜 9 月 5 日（月）

応募締切

tel. 03-3561-5050
fax. 03-3561-5051
e-mail sakai@travelplan.co.jp
http://www.travelplan.co.jp

日本青年館（東京都新宿区霞ヶ丘町
各 200 名

5 月31 日（火）
200 名
▷大阪 6 月 1 日（水）
会場 大阪 YMCA 国際文化センター（大
阪府大阪市西区土佐堀 1-5-6）
申込締切 5 月 18 日（水）
定員 300 名
申込締切

定員

▶試験

JSCA 構造デザイン発表会 2011
発表作品募集

日時

構造設計の主たる担当者が日本建築

7 月8 日（金）

▷東京
会場 日本青年館
定員

日時

350 名

▷長野

9 月6 日（火）〜 12 日（月）
100 名（要申込）
参加費 実費（約 35,000 円）

構造技術者協会（JSCA）会員である作品で，

会場

定員

2006 年 4 月以降に竣工したもの．

1098）
定員 100 名

＊現地までの交通費は各自別途負担．

をダウンロードの上，応募

▷名古屋

▶参加説明会／開催記念講演会

応募締切 7 月 4 日（月）

会場 ダイテックサカエ

▷東京会場

▶発表会

定員

プロジェクターを用いた講演発表，発表時

▷大阪

間 15 分／ 1 作品（発表 7 分，質疑・討論 8 分）

会場

東京大学工学部 1 号館 1F15 講義室

（東京都文京区本郷 7-3-1）
日時

5 月19 日（木）18:30 〜 20:30

講師

吉村靖孝

会場

京都大学吉田キャンパス工学部 3 号

市景観となり得るエコ・パークにするための

館 4F N8 講義室（京都府京都市左京区聖護

アイデアを募集．

院川原町 53）

応募締切 6 月 30 日（木）

日時

建築学生ワークショップ滋賀2011

担当／酒井

対象

▷京都会場
世界中から，旧空港跡地を台中の新たな都

他

申込み・問合せ トラベルプラン

▷合宿にて原寸制作ファイナル（6 泊 7 日）

会場

台中ゲートウェイ・パーク国際設
計競技再募集

会場

7-1）

398,000 円

参加費
開催場所

ヘシルンキ，ユヴァスキュラ，コ

▶講習会
▷東京 1

5 月20 日（金）18:30 〜 20:30

応募方法

下記ホームページより応募用紙

10 月4 日（火）10:00 〜 18:00
会場 日本大学理工学部駿河台校舎 1 号館
（東京都千代田区神田駿河台 1-8-14）
提 出 先・ 問 合 せ JSCA 事 務 局（〒1020075 東京都千代田区三番町 24 林三番町ビ
ル 3F）
tel. 03-3262-8498 fax. 03-3262-8486
日時

定員

長野県教育会館（長野県長野市旭町

150 名
大阪 YMCA 国際文化センター
200 名

申込み・詳細は，下記ホームページ参照．

CASBEE 受付センター
tel. 04-7170-6781 fax. 04-7170-6780
http://www.ibec.or.jp/CASBEE

申込先・問合せ

ボランタリー建築機構 東北地方太平洋沖地震 支援 募金のお願い（206 頁）
「避難所用間仕切りシステム PPS4」坂氏によるジョイント部のスケッチ．
提供：坂茂建築設計

東京会場
「中川政七商店新社屋」（左）
吉村靖孝建築設計事務所
本誌 1005 144 頁
撮影：新建築社写真部
京都会場
「自然体感展望台 六甲枝垂れ」
（右）
三分一博志建築設計事務所
本誌 1009 110 頁
撮影：新建築社写真部
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INFORMATION

Help for Japan
震災支援の取り組み

エクスコンテナ・プロジェクト

コンテナ規格を流用して被災地に家を届け
るプロジェクト

詳細は，下記ホームページ参照．

WEB http://karizumai.jp
Twitter http://twitter.com/karizumai_wa
Facebook http://www.facebook.com/
karizumai

吉村靖孝氏による，海運コンテナの規格を
流用した建築物「エクスコンテナ」をつくり，

東北地方太平洋沖地震 建築関係
者のメッセージと取り組み

など含め，幅広い賛同者，協力者を募集．

東海大学チャレンジセンター
「3.11 生活復興支援プロジェクト」
応急住宅「どんぐりハウス」
行政がプレハブ式仮設住宅を設置するまで

被災地に届けるプロジェクト．仮設並の価格

の期間，被災者の簡易的居住スペースや現

で，常設並の性能を有する「エクスコンテナ」

地ボランティアの活動拠点として利用する簡

によって，一刻も早い日常の回復に向けた

易的住居スペースの提供を行う「応急住宅

生活拠点の提供を目指す．

チーム」
，被災地に必要な情報を伝える「ラ

銀行名：三菱東京 UFJ 銀行

募金口座

四

Artist's Action for JAPAN
── 1 枚の絵からはじめよう──

イフメディアチーム」
，被災者の方々の健康
アーティストやアーティストを志す学生が，

谷支店

面やメンタル面のサポートを行う「コミュニ

新建築社は，WEB 上で緊急特集「東北地

口座番号：普通 0099295

ティケアチーム」の 3 チームに分かれ各方面

来場者と対話しながら，1 枚のドローイング

方太平洋沖地震 建築関係者のメッセージと

口座名：エクスコンテナキキン ダイヒョウ

から被災者の支援を行うプロジェクト．

を描き上げ，その作品を 1 枚 1,000 円で来

取り組み」を公開しています．
参加者

五十嵐太郎

ヨシムラヤスタカ（エクスコンテナ基金 代表

詳細は，下記ホームページ参照．

場者の方へ販売，売り上げを被災地へ送る．

櫻井一弥

重村力

吉村靖孝）

＊学生スタッフ新メンバー（東海大学に在

日時 5 月 1 日（日）11:00 〜 17:00

竹内昌義

手島浩之

中田千彦

西田司

＊寄付後は e-mail にて下記まで要連絡．1

籍する学生限定）募集中．

会場

芳賀沼整

宮本佳明

本江正茂

山崎亮

口 1,000 円．何口でも．

問合せ

8-8-3 東京銀座資生堂ビル 9F）
日時 5月7日（土）8日（日）11:00 〜 17:00
会場 イーアスつくば 2F イーアスホール
A・B（茨城県つくば市研究学園 C50 街区 1）

杉本洋文 中谷ノボル NOSIGNER 坂茂
（4/22 現在）

http://bit.ly/sk_earthquake2011

＊導入を検討される地方自治体や個人，活

室 湘南校舎 8 号館 2F（神奈川県平塚市北

動協力企業，設計作業支援の学生ボランティ

金目 4-1-1）

アなど，さまざまな協力者も募集中．

tel. 0463-58-1211 fax. 0463-50-2472
e-mail lifecare_3.11@live.jp
WEB http://deka.challe.u-tokai.ac.
jp/3.11lcp/index.html
Facebook http://www.facebook.com/
lifecare3.11

連絡先・問合せ エクスコンテナ・プロジェクト

e-mail excontainer@ysmr.com
http://exc.ysmr.com/

ボランタリー建築機構
東北地方太平洋沖地震 支援
募金のお願い
坂茂氏らボランタリー建築機構による，被
災地の避難所に簡易間仕切りをつくる活動

間仕切りプロジェクト

被災者支援の為のパーティション提供プロ
ジェクト

への支援金を募集．
募金口座

銀行名：三菱東京 UFJ 銀行

東

東海大学チャレンジセンター推進

安藤陽子氏，岡安泉氏らによる，避難所での

ワード資 生 堂（東 京 都 中 央 区 銀 座

問合せ

武蔵野美術大学 油絵学科

担当／吉田

tel. 090-1408-3898
e-mail A.A.For.JP.assist@gmail.com
Twitter http://twitter.com/AAFJ_
WEB http://aa4j.org/
入場無料

仮り住まいの輪

思いの輪が繋がる住まい探し・住まい提供
のプラットフォーム

OLIVE

生きろ日本．被災地での生活で作れるデザ
イン／飲食料／アイデアの wiki.

松原特別出張所

生活の質の向上のために，少人数で簡単に取

口座名：ボランタリーケンチクカキコウ バ

り外しのできる間仕切りの提案．
体育館のキャッ

ンシゲル（ボランタリー建築家機構 坂茂）

トウォークの手すりを利用しワイヤーを張るだ

願う方と，それを支援したいと思う方のため

口座番号：普通 3636723

けでさまざまな使い方をする事ができる．

の， 住まい 探し／ 住まい 提 供 のプラット

OLIVE は，NOSIGNER 氏による被災者に

＊寄付後は e-mail または fax にて下記まで

＊使用してみたい方，輸送・現地での設置・

フォームをつくる．発起人，中谷ノボル氏の

役立つデザイン・アイデア・ノウハウを共

要連絡．活動の様子など詳細は，下記ホー

予算の面での協力者を募集中．

ムページ参照．

問合せ

連絡先・問合せ ボランタリー建築機構

e-mail van@shigerubanarchitects.com
fax. 03-3324-6789
http://www.shigerubanarchitects.com/
（本誌 46 頁に関連記事）

震災を乗り越え次の一歩を踏み出したいと

有するWEB および印刷プロジェクト．

「阪神大震災復興支援の経験と反省を活か
し，不動産・建設業界人である私たちが今，

詳細は，下記ホームページ参照．

（ 東 京 都 千 代 田 区 内 神 田 2-13-8 BM ビ ル

専門家としてできることに力をあわせて取り

302 岡安泉照明設計事務所内）
tel. 03-3251-7272 Fax. 03-3251-7273
e-mail info@ismidesign.com
http://majikiri.wordpress.com/

組もう!」という呼びかけに賛同し集結した，

WEB http://www.olive-for.us/
印刷版 http://www.olive-for.us/pdf
Twitter http://twitter.com/_NOSIGNER#

間仕切りプロジェクト東京事務局

業界関係者有志による組織や立場を超えた
プロジェクト．
運営サポート，不動産系以外の専門家の方

現在募集中のコンペ
◆第 7 回三井住空間デザインコンペ

芦原太郎

内藤廣

課題 アクティブシニアの都市住居をデザインする

応募締切

8 月1 日（月）

共催

日本国内からの送付は当日消印有効．

三井不動産レジデンシャル 新建築社

審査員

古谷誠章

光井純

渡辺真理

井上徹

登録・応募締切 5 月 9 日（月）必着
送付のみ受け付け．持込み，バイク便は不可．

1 次審査結果発表 6 月上旬
公開 2 次審査 7 月 16 日（土）
http://www.shinkenchiku.net/j-kukan/
詳細は本誌 1102 16 頁参照

隈研吾

1 次審査結果発表 9 月上旬
公開 2 次審査 9 月 28 日（水）
http://www.cgco.co.jp/kyougi/
詳細は本誌 1101 20-21 頁参照

場所に向かい合うコミュニティ施設

主催

東京ガス株式会社
隈研吾

岡本慶一

尾崎勝

佐藤信孝

田辺新一

課題 ふたりのアーティストの家

登録期間 5 月 2 日（月）〜 9 月 22 日（木）

審査員

主催 セントラル硝子株式会社

山本敏夫

審査員

登録締切 10 月 4 日（火）
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◆第 25 回建築環境デザインコンペティション
課題

◆第 38 回日新工業建築設計競技

課題 2050 年のガラスの建築
櫻井潔

http://www.nisshinkogyo.co.jp
詳細は本誌 1104 28-29 頁参照

審査員

主催 日新工業株式会社

岡本賢

送付のみ受け付け．持込み，バイク便は不可．

送付のみ受け付け．持込み，バイク便は不可．

◆第 46 回セントラル硝子国際建築設計競技

山本理顕

作品提出期間 8 月 26 日（金）〜 10 月 11 日（火）必着

高橋邦人

六鹿正治

青木淳

相臺公豊

千葉学

手塚貴晴

松田明彦

応募締切 10 月 6 日（木）必着
妹島和世

藤本壮介

送付のみ受け付け．持込みは不可．

http://kenchiku.tokyo-gas.co.jp/
詳細は本誌 14 頁参照

