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瞬く間に一年が過ぎ、2015年の幕が上がりました。組合も創立32年目に突入し、山積する課題を克服していかなければ

ならない正念場の年となっています。そのために私たち組合も大きく変わらなければなりません。 

昨年の総会に於いて次世代委員会で育った若手を企画委員会に採用し、長年の懸案事項であった

「にいがたのまちづくり」に積極的に取り組んでいるところです。また、今まで通り次世代委員

会も30、40歳代の若手が将来について真剣に考え、新潟市若手職員と組合若手所員で構成する

「新潟市建築計画・設計技術研究会」のWG(ワーキンググループ)運営に積極的に取り組んでいます。

また、次世代型CAD(BIM)活用の研究等々、若い力を存分に発揮しており、これらのことが将来の建

築設計業界に大きく寄与することと思っています。 

さて、今年度の組合の受注状況は耐震補強、改修工事、監理受注など順調に推移しています。また、内野地区集会施設

建設事業、日和山小学校校舎増築工事、寺山公園屋内教養施設のプロポーザル3件全てに新潟市建築設計協同組合が最優

秀賞に選定されるなど、組合員の頑張りに感謝するところであります。 

今後も執行部、理事とともに組合の運営に努力して参りますので、組合員皆様全員の更なるご協力をお願い致します。 

■ごあいさつ 新潟市建築設計協同組合 

理事長：角南 邦彦
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今年度の総務委員会の事業内容の中から「工事監理業務

料の配分検討」「積算シートの継続的使用への対応につい

て」の二項目について活動状況をご報告いたします。 

１．工事監理業務料の配分検討 

各業務の担当事務所より監理業務終了時に各種書類

の提出をお願いし、昨年末に集計、分析を行いました。 

その結果を基に総務小委員会(メンバー：意匠3名、

設備2名、電気2名、構造2名)を開催し、現在までの比

率と告示15号の比率等を考慮し、一定の工事監理料配

分比率を総務委員会に諮問しました。 

今後はこの数字を基に、各工事での運用を検討する

ための工事監理料配分比率運用指針を検討した上で今

年度中に組合員の皆様に提示し、27年度からの運用を

目標に決定していく予定です。 

２．積算シートの継続的使用への対応について 

積算シート(902c)の他にEXCEL2010に対応している

「1303版」の積算シートを組合HPの会員専用ページ上

に公表しています。物件によりどちらのシートを利用

しても問題はありませんが、1303版については細かな

バグが見つかっており、現在開発者へこの問題の解決

をお願いしています。 

以上、総務委員会の平成26年度の報告です。また、各委

員会と連携しながら組合の事業に取り組んでいます。 

今年度も残りわずかとなり、春の足音が待ち遠しい今日

この頃です。 

組合員の皆様には、当委員会への日頃からのご協力に感

謝申し上げ、今年度掲げた事業の内、いくつかの活動状況

をご報告いたします。 

■新潟市が必要としている職能としての「まちづくり」の

検討について

企画委員会として「まちづくり」にどう取り組んでい

くべきかを探る為、「まちづくり」に関する識者から話

を伺いました。 

昨年の暮れに、相田幸一氏と久保田一徳氏のお二人を

迎え、「合併後の新潟市都市計画の問題点について」、

「都市計画の実例(新潟駅前再開発におけるまちづくり

事業)」という演題で話を伺い、年明けには、井村久行

技監より「新潟市が目指すまちづくり」(転勤族から見

た新潟)という演題で講演をして頂きました。 

それぞれ興味深い内容の話で非常に参考となりました

が、改めて「まちづくり」の難しさを認識し、気を引き

締めて取り掛からなくてならいと感じています。 

今年の暮れには、一つの成果を組合員の皆様にご提示で

きるように今後も精力的に活動して行こうと思います。 

■組合設計・監理担当物件のデータ、資料の収集・整理に

ついて

昨年末にデータ提出のお願いをした結果、多くのデー

タを収集することが出来ました。皆様には、ご協力に感

謝致します。 

まだ若干、未提出物件が残っていますので、近日中に

再度提出のお願いを各担当事務所様あてに送りますので、

まだ提出されていない方は何卒ご協力お願い致します。 

技術委員会は、技術を媒介として市の担当者と組合員の

親睦の場を【オモテナシ】の心で提供したいと思います。 

１．建物研修会 

平成26年11月28日(金)に「新潟市立中之口中学校」

にて建物研修会を開催いたしました。この研修会は、

新潟市公共建築第1課 企画管理係のご協力により､共

同開催する運びとなりました。 

  参加者は新潟市職員25名、組合員76名と多数の参加を

いただきました。 

【建物研修会の内容】 

１ 開会挨拶 

公共建築第2課係長(主幹) 小野 太  様

２ 設計概要説明 

・施設の概要 

公共建築第2課技師    丸山 圭  様

・計画の推移 

中之口中学校 校長       曽武川 隆 様

・設計の要点 

組合(翔アトリエ)    池田 博文 

３ 施設見学         2班に分かれて見学 

４ 質疑応答及び参加者レポート提出 

レポートを集計しましたら、参加者のほとん 

どの方が、研修会に参加して良かったと感想を 

いただきました。 

■総務委員会 委員長：本間 裕之

■企画委員会 委員長：丸山 健一 

■技術委員会 委員長：加藤 新一

「新潟市が目指すまちづくり」

  （転勤族から見た新潟）

  講師 井村 久行技監 

講演会風景 
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講師 小野 太係長 講師 丸山 圭技師 



 

２．実務者講習会 

平成27年1月30日(金)に新潟テルサにて実務者講習

会を開催いたしました。 

【実務者講習会の内容】

・講    演

「新潟市建築物の安全性の確保等に関する 

条例について」 

建築行政課監察指導係 副主査 田口 信雄 様 

・今年度のプロポーザルの結果報告 

(仮称)内野地区集会施設建設基本・実施設計業務 

㈱コンフォルト 

日和山小学校校舎増築基本・実施設計業務 

㈲石動建築設計事務所 

寺山公園屋内教養施設建設基本設計業務 

翔アトリエ 

・講    習

「省エネルギー基準概要、設備監理業務について」 

設備委員長 伊藤 徹

・講  習

「鉄がサポートするこれからの公共建築物」 

日本鉄鋼連盟 公共建築物の鋼構造化推進委員会 

委員 佐々木 正道 様

       

 参加した117名の方には、大変熱心に聴講していただき

御礼申し上げます。

 技術委員会は、組合員の技術研鑽のお役に立てるように

努めたいと思います。 

今後とも宜しくお願いします。 

今年の『すまいづくり教室』は参加者が50家族になり満

員御礼の講座になりました。講座は熱気であふれていまし

た。

12月の2回の講座はどちらも大雪に見舞われ参加者が集

まるかどうか心配でしたが、皆駐車場を捜しながらたくさ

んの方々に出

席していただ

きました。 

3時間ずつを4

日間に渡り開

催し計12講座

を開催しまし

た。 

それぞれに特

徴を持たせた

講座としまし

た。 

1日目の講座は新築住宅編で住宅支援機構の方から出席

していただき金融関係の講座を開催しました。 

2日目の講座は

新築・リフォー

ム編で液状化の

実験装置を使い

模型の住宅を実

際に地震の液状

化がおきたらど

うなるか試して

みました。 

3日目はリフォーム編に集中した講座とし紙模型の家を

使って筋違いの実験ができるキットをお土産に渡し家族で

楽しめるようにしました。 

4日目は新築・リフォーム編で最後に恒例の茶話会の時

間を拡大して開催し白熱した会話が止まない状況で大変盛

り上がりました。 

今年の出席者は若い方から年配の方まで幅広い家族が集

まり皆熱心に講座に聞き入って大変好評で大成功であった

ように思います。 

■住・環境委員会 委員長：羽二生 道夫

-３- 

会場は満席の状況で熱気にあふれています。 

液状化の実験をおこないました。

多目的スペース 

屋内体育館 

講師 田口 信雄副主査 プロポーザル結果報告の模様 

実務者講習会風景 



 

また『睦び』の編集も2回目になりましたが写真や図面

を取り入れながらの編集になるように努力しています。表

紙の写真は皆様より募集していますので腕に自身のある方

は是非応募していただきたいと思います。 

平成26年5月より委員長を務めさ

せていただき、ほぼ1年が過ぎよう

としています。 

さしたる変革もできず、可もなく

不可ばかりの委員長でしたが、委

員の方や役員と事務局の方々、組

合員の皆様に助けられて何とか務

められた様に思います。 

大変ありがとうございました。お礼申し上げます。 

さて前回「睦び」42号で委員会活動状況を報告させてい

ただいてから以降、平成27年1月末日迄の委員会活動状況

を報告させていただきます。 

なんと委員全員参加の委員会を1度しか開催する機会を持

てませんでした。 

委員長である私の怠慢ではなく、全ての担当者選考案件が

耐震診断後の耐震補強設計業務、工事監理業務等、継続の

業務であり担当事務所の瑕疵も辞退もなく、そのまま継続

していただきました。 

とりあえず担当者選考物件の内訳を記載します。 

プロポーザル当選案件3件、耐震補強＋大規模改造7件、耐

震補強10件、耐震診断10件、その他26件、工事監理60件と

いう内容でした。 

受注委託物件については、各担当をお願いしている事務

所の皆様には概ね順調に進行していることと思い、あらた

めてここでお礼申し上げますとともに納期が年度内の物件

ばかりですので体調を崩さないよう留意され納品日まで頑

張ってくださるようお願いいたします。 

27年度は委員全員参加の委員会を度々開催できることを

期待しつつ、委員会の報告とさせていただきます。 

1964年新潟地震(昭和39年6月16日13時1分)から50年、

2004年新潟県中越地震(平成16年10月23日17時56分)から10

年が経過しました。昨年から今年にかけて講演を幾つか依

頼され「地震被害と法律改正・耐震改修促進法・耐震調査

結果を踏まえて等」について話をしましたが、講演後のア

ンケートより参加者の関心は高いと感じました。 

1995年兵庫県南部地震(平成7年1月17日5時46分)から20

年が経過しました。被害状況から昭和56年以前の建物には

耐震性が低いものがあることが分かり、「耐震改修促進法」

が制定されました。文部科学省の小中学校等の耐震診断・

補強設計では、第3者の審査を受けることが義務付けられ

たことから、新潟県建築設計協同組合では耐震判定会を立

ち上げました。判定会の実施状況推移(資料1)をご覧下さい。

判定件数は平成21年度でピークとなり、今年度は10年前の

物件数とほぼ同数となっています。今後、耐震診断等はま

すます少なくなるものと思われます。 

 

 

 

 

平成27年2月10(火)に第1回「構造委員会(写真1)」を開催

しました。 

以下活動内容を記載します。 

構造委員会の活動内容 

１．構造設計技術向上のための活動 

1.1 「枠付き鉄骨ブレース直付け工法」検討 

1.2 「枠付き鉄骨ブレース(柱内付け・梁外付け

型)の施工要領」を設計担当者に配布 

1.3 「枠付き鉄骨ブレース(柱内付け・梁外付け

型)の設計(写真3)・施工検討会(写真2)」

開催 

■業務委員会 委員長：涌井 勝治

■構造委員会 委員長：梶井 照仁

茶話会ではたくさんの質問がでました。
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資料１ 判定会実施状況推移
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２．構造工事監理業務に伴う調査と研究 

今年度は「睦び」42号に記載した以外は、特に

活動等はありません。 

３．次世代構造技術者との意見交換開催 

組合員に事務所を開設している若手が少ないこ

とから、総合事務所および専業事務所の若手構造

技術者を構造委員会のメンバーにしてはどうかと

言う意見があり、検討することになりました。 

４．構造関係の相談窓口の設置 

今年度は「睦び」42号に記載した以外は、相談

はありません。 

 耐震関係業務については、今年度は2月現在で、公共建

築第1課から耐震診断9件(市営住宅7件・10棟、公共施設2

件)、補強設計10件(市営住宅9件・20棟、公共施設1件)、

公共建築第2課から学校施設の「大規模改造＋耐震補強設

計」が7件、耐震診断が1件、合計27件、また、耐震補強関

係の工事監理が27件発注され、受注件数の合計は54件とな

りました。昨年度(89件)より大幅な減少となっております。

これから先が危惧されるところですが、今後も技術力を確

保(向上)していきたいと思っております。 

改修工事・新築工事において設備の事故がありましたの

で、その項目と対策内容をお知らせさせて頂きます。 

今後の業務に反映して頂くと共に、確実な監理業務の遂

行をお願い致します。 

その中で、給油設備が事故対象となっておりますが、学校

の給油設備は、消防法も関係してきますので、内容を紹介

させて頂きます。 

特に、学校の改修工事においては、その取り扱いや申請に

十分注意頂きたいと思います。 

以下にその各内容を記載させて頂きます。 

「設備監理業務について」 

内 容 

１．学校改修工事、新築工事における事故について 

２．学校の給油設備 

１．学校改修工事、新築工事における事故と 

今後の対策(H26年度の工事) 

①小学校改修工事における油漏れ事故

 （対策）・設計図表記方法明確化 

 ・対象部施工後の写真撮影 

 ・気密試験実施 → 新たな工事費用の発生 

 ・監理者による上記内容確認の徹底 

②中学校新築工事におけるガス漏れ事故

 （対策）・施工後のチェック徹底 

 チェック履歴保存 

 ・監理者による上記内容確認の徹底 

  ２．学校の給油設備 

①学校の給油設備は、一般取扱所となる。

 ・給油設備改修、部分的な撤去において 

は、所轄消防の許可申請必要。 

 →トイレのPSにある戸別タンクの撤去 

は許可が出ないと撤去できない。 

但し、給油設備一式撤去の場合は、 

廃止届の提出後、撤去可能。 

■設備委員会 委員長：伊藤 徹 

写真３ 
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地下タンク、中継タンク、個別タンク（トイレ PS 内） 



 

今年度掲げた事業項目について、現在の状況をご報告致

します。 

１．新潟市職員と組合若手社員のWG(ワーキンググループ)

運営及び研究について 

今年の1月27日に新潟市主催の下『新潟市建築計

画・設計技術研究会』を開催して頂き、WG研究課題及

び今後の進め方について議論致しました。当日は研究

会座長の樋口公共建築第1課長補佐を始めとして新潟

市職員の方々と、建築士団体四会代表の方々、総勢16

名にお集り頂き多くのご意見を頂きました。 

現在集まっているWGメンバーは四会の13名、新潟市

職員の15名、計28名となっており今後、頂いた意見を

基にWGメンバーで課題を選定し研究を進めてまいりま

す。 

  運営スケジュールとしては平成27年6月に中間報告、

11月に最終報告をまとめられるようにと考えておりま

す。 

２．次世代型CAD(BIM等)の活用法の研究について 

現在、実物件のBIMモデル(南万代小学校)を作成し

ており、このモデルを用いて2次元CAD設計時、施工時、

BIMモデルの3パターンで数量チェックを行い、実施設

計での有効性と問題点を検証していきます。 

平成27年度は実物件にて、2次元CADとBIMにより設

計作業の比較を行い、メリット、デメリットを探って

いきたいと考えております。 

３．研修会、講習会などの活動について 

昨年11月14日にCM(コンストラクションマネジメン

ト)に関する講演会を受講してまいりました。 

CM方式の導入によって、建設プロジェクトへの設計

者の関わり方が大きく変わっていく転換期にいるのだ

と言う事を、強く認識させられる講演でしたので、委

員会として今後も動向に注目していきたいと思います。 

■次世代委員会 委員長：斎藤 学

BIM モデル

-６- 

ＣＭ講演会風景２ 

ＣＭ講演会風景１ 

給油バルブボックス露出型と床埋込型 



●下山小学校改築事業は、既存校舎
の南側グランドに改築校舎を建設し、
その後既存校舎の解体・グラウンド
造成工事という行程で、約3年間で
改築を完了しました。
●校舎のゾーニング計画は、管理・
特別教室棟を中央に配し、教室４CR
と教材室・水飲み流しを単位クラス
ターとする3階建ての普通教室棟を
東西２つのウイングとして配置し、
南に開いた中庭を形成しています。
東側の普通教室棟のさらに東側に自
然生態園(W=12m)を介して体育館棟
を配しています。普通教室棟ゾーン
への出入口を施錠すれば、他の部分
は地域開放を行いやすい基本ゾーニ
ングです。特別教室は２層にわたる
吹き抜けの通風・採光庭に面して配
置しています。(図：10)
●学校改築の際には児童生徒や教職
員のことはもちろん、地域の環境の
改善についても考えています。本校
では児童や隣接する中学校の生徒の
通学路として、さらに地域の皆さん
にも寄与できるように、校地の接道
面に歩道(W=1.5m)を設けています。
●校舎建設地の旧グラウンドからは
南東方向に五頭山や飯豊連峰を望む
ことができましたが、地域からの要
望もあり、校歌に歌われている「銀
の翼」（新潟空港）「五頭の嶺」の

　■作品紹介　　　　　　　　　　　　　「 新潟市立下山小学校 」　　　　　　　　翔アトリエ
■敷地面積：約22670ｍ2
■用途地域：第一種低層住居専用地域・法22条地域
■構造　　：校舎・RC造　地上4階
　　　　　：屋内体育館・SRC+RC+S造　地上2階建
■面積　　：建築面積約4510ｍ2　延べ床面積約9040ｍ2
■学校規模：普通教室・24CR　特別支援教室・2CR
■工事期間：H23.09~H26.04
■設計　　：意匠・翔アトリエ・U.建築計画工房
　　　　　　　　　羽二生建築設計事務所
　　　　　：構造・堀設計室：設備・総合設備設計

●下山小学校は1964年の新潟地
震で被災し、現在の場所に移転改
築されました。
　新潟空港の南側に位置する下山
小学校は、震災直後に新潟の第三
砂丘列を切り土開発した海抜3.7m
の土地柄です。
　土地条件図を読みとくと、敷地
は旧阿賀野川河道が大きく湾曲し
た位置に面し、南東側の土地に向
かって約-3m傾斜しています。
　新潟の海岸砂丘列は一般的に、日本海に面しない南斜面部は砂の粒
度が細かく、地盤の締まり方も緩めとなっています。反面、良質な地
下水が利用可能なエリアとなっています。本改築事業ではその豊富な
地下水の一部を利用しています。
　旧河道の近傍の敷地であったため、杭事業の際に幾本かの流木を地
盤面下で確認しています。(図：02)
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教室棟 教室棟 体育館

P

P
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中庭

歩道

歩道
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双方を眺望できる場を屋上プールサ
イドに設けいます。(写真：05)
●旧校舎と同様、中庭が児童の遊び
場（球技はグラウンド）として活用
し易いように、床素材は透水性のゴ
ムチップ舗装を施しています。また、
低学年の総合学習やプランターボッ
クスによる植物育成を考慮し、合成
木デッキを中庭周辺部に配置してい
ます。(写真：04) 
●中庭に面した多目的ホールは、学
校の中心空間となるよう、昇降口と
教務室の前に、２層の吹き抜け空間
としてを作っています。学年(4CR)単
位での集会や学習・PTA活動に対応
できる多用途空間であり、登下校時
や休み時間の児童の「居場所」を提
供しています。(写真：03)
●普通教室前の多目的スペースは、
午後の日射を考慮し教室の西面に配
置しています。内装は吸音性に配慮
したDR天井とGW-B天井を用い、授
業時間中の利用時に隣接教室に配慮
した視線コントロール建具（建具収
納壁は吸音壁）を装備しています。
(写真：06a,b)
●断熱は屋根スラブ下面と1F床スラ
ブ下面はPF-T50-B3を、外壁はPF-
T30-B3を用い、廊下以外の外部建具
はすべて複層ガラス(一部夏型LOW-E)
を用いています。また、開口部の欄
間の無目にはアルミの既製庇（D=600
雪止め付)を設け、日射コントロール
を計りながら、ライトシェルフとし
ての役割も果たせるよう計画しまし
た。(写真：04)
●屋内体育館は、昼間の授業利用時
には無照明で使用出来る開口を計画
しました。点検通路上部の開口を大
きく取り、天空光や直射光をガラス
の内側に貼った乱反射（防眩）フィ
ルムで内部空間を柔らかな光で満た
すように配慮しています。夜間の照
明は現場監理の段階で、三社のサン
プル照明を借り受け乱反射カバーの
タイプを確認しながら、LED照明に
変更しています。夜間の地域解放時
に、アリーナ照明が近隣に対しても
穏やかな明かりとなっているようで
す。(写真：07,08,09) 
●将来の学校の室変更や用途変更を
考慮し（長寿命化）、積載荷重を
2900Nと3500Nのほぼ2荷重に整理
し、階高は3.9ｍ～3.85ｍとし、大
梁がCH2.8mの天井内に納まる計画
としています。耐力壁を用いず、内
部壁はすべて乾式の耐火遮音壁を用
いています。また、3階部分には将
来の増級や増築に対応できるよう(約
190ｍ2)テラスを設けています。

（文責：池田博文） １階

２階

４階

３階

06a 06b
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弊社は1976年（昭和51年）4月に設立しました。来年

で40周年を迎えます。設立当初は上大川前通りに事務所

を構えていました。昭和55年に所長が念願の自宅（中古

の木造2階建）を沼垂西2丁目に購入しました。その折に

道路に面する側を増築し、そこへ事務所を移転しました。

以来この沼垂の地で日夜、業務に取り組んでおります。

事務所の白い建物は栗の木バイパスからも見えます。事

務所の内部は1階の吹抜けではないエントランスホール

を入ると受付ルームのほかに応接・打合せスペースが設

けられております。エントランス正面の階段を2階へ上

がるとスタッフの業務スペースとなっております。現在

のスタッフは所長を含め5名が在籍しています（一級建

築士3名、二級建築士2名）。年齢構成もバランス良く60

代から20代まで各年代が揃っています。ジェネレーショ

ンギャップは多少ありますが、それでも明るく、楽しく、

時には厳しく意見を交わしながら仕事をしています。 

昨年までは新潟市をはじめとする公共施設の仕事が大

半でした。最近では民間の仕事も徐々にではありますが

増えてきている状況です。昔と違いプロポーザルやコン

ペによる物件も増えてきましたので、それに対応できる

ような体制づくりが課題と考えています。 

課題といえば事務所内のリフォームも数年来の課題と

なっております。所長が自宅を東区へ移して以降、居住

スペースだった所は資料・機材保管室という名の物置部

屋となっており有効に活用されていません。2階の業務

スペースも何度かレイアウト変更の計画はあったのです

が、日々の業務に追われ、ついつい後回しとなり現在に

至っております。 

以上、簡単ではありますが弊社の紹介でした。今後も

皆様のご指導、ご協力の程、何卒宜しくお願い申し上げ

ます。 

■事務所紹介 ㈱鈴木設計企画

新津第二中学校

外観鳥瞰図
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仕事風景



 

趣味のひろばの原稿をお願いされ、さて現在の趣味

は？と考えてしまいました。 

以前は、スキー、キャンプ、釣り、ゴルフ、車、建築

見学、何でも収集癖等々、いろいろとあったように思い

ますが現在残っているものと言えば、スキー、ゴルフ、

最近は建築仲間と2年に一度の建築見学をメインにした

海外旅行くらいでしょうか。 

今回は2年に一度の海外建築視察について書くことに

しました。 

始まりは、どうして行くことになったのか今となっては

不明ですが、2006年に「ライト」の建築を見に行こう、

ということでシカゴ・ミルウォーキー・ピッツバーグ・

ニューヨークとレンタカーを借りながら、落水荘を始め

グッゲンハイム美術館等々多くのライト建築を見て廻り

ました。 

建築ばかりではなくニューヨークのブロードウェイで

はミュージカル「CHICAGO」を見学、別の日にはヤンキ

ースタジアムで、当時松井のいるヤンキースの試合も見

学することもできました。運悪く松井は手首を骨折して

欠場でしたが・・・ 

そして個人旅行の特権でもある多くの「ハプニング」

が起き、楽しさと緊張が入り混じった旅の記憶が鮮明に

残っています。 

その後、「アールト」を見にフィンランド、「カーン」

を見に再びアメリカ・ボストン、フィラデルフィア、ダ

ラスへ、4回目は「ルイスバラガン」を見にメキシコへ、

そして建築を少し離れて、ペルーのマチュ・ピチュまで

足を延ばしました。 

そして昨年、「ガウディ」ということでマドリッド、

グラナダ、マラガ経由でバルセロナへ行ってくることが

できました。 

マドリッドではレアルマドリッドのホームゲームを現

地で見ることができ、85,000人収容というスタジアムで

大きさに驚き、その後のバルセロナのスタジアムでは中

には入れませんでしたが95,000人収容という大きさにさ

らに驚いた記憶があります。 

グラナダではイベリア半島最後のイスラム王国の宮殿

と言われるアルハンブラ宮殿見学、マラガでは古城をホ

テルに改装した建物へ宿泊し、ここからの夜景は時間に

追われる生活を一瞬でも忘れることができたように思い

ます。 

その後今回のメインであるバルセロナへ入り、「ガウ

ディ」の作品群を数多く見たあと予約してあったサグラ

ダ・ファミリアへ入り、小塔の上部まで上がり百年以上

続く工事現場の教会を十分に堪能してきました。

ここでは一人2,000円程度で現地のアパートを短期で借

り、食料の買い出しから料理まで分担して行い、ちょっ

とした外国生活を経験することができ、大変楽しい旅に

なった事を思い出されます。

バルセロナから電車で30分ほど西に行ったところに、

ガウディの大パトロンであるエウゼビ・グエイ(グエル)

が自身の繊維業の工場と街を造り、ここに未完成のグエ

ル教会があります。ここもガウディが設計したものです

が、資金難から途中で工事がストップし現在は地下部分

のみが完成・公開されています。 

ガウディのどれも細部まで十分考慮された建築の中に

あって、厳粛さやちょうどいいスケール感もあって、こ

の教会がもっとも心に残ったものとなりました。 

この、建築行脚はこれからも続けていけたら、何より

の経験になると思っています。 

■趣味のひろば Ｕ・建築計画工房 本間 裕之 
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フランク・ロイド・ライト 

アルヴァ・アールト 
「マイレア邸」 

ルイス・カーン 
「キンベル美術館」 

マチュ・ピチュ 

「落水荘」 「ジョンソンワックス社」 

アントニオ・ガウディ 
「グエル公園」 「サグラダ・ファミリア」 

エスタディオ・サンティアゴ・ベルナベウ 

アントニオ・ガウディ  「グエル教会」 



～編集後記～

新潟市建築設計協同組合

機関紙「睦び」４３号

今回の表紙は、サグラダ・ファミリア大聖堂の天井です。

世界中から集まった観光客で入れなかった人も含めて聖堂内・外部は人々であふれ返っていました。

うわさには聞いていましたが、こんなに素晴らしい建物になっていたとは。

あと１１年、完成した建物を是非もう一度見たいものです。

表紙写真：サグラダ・ファミリア（撮影地：スペイン）

撮影・編集後記：(有)羽二生建築設計事務所　羽二生道夫

工事中にもかかわらず聖堂内部の空間に感動しました。

自信がある方もない方も事務局へお送り下さい。

住・環境委員会では、睦びの表紙を飾る写真を募集中です。


