
常置
委員会

部会 実 施 事 業 実施時期 概             要

　ＡＡＣＡ賞・芦原義信賞(新人賞)　

　　応募総数　42作品

　　現地審査　12作品

　　受賞作品発表　12月10日　平成26年度設立記念会

　全体テーマ「パブリックプレイスとアート」　

　　分科会　1,バランス創造科学と人の心に科学

　　　　　　2,エコロジーとアート

　　　　　　3,地域風土に根ざした文化芸術活動

　　　　　　4,評価・政策システム

　「パブリックスペースとアート」

　　ＡＧＣスタジオ　参加者　42名

　第一部　「パブリックスペースとアート」

　　講師　工藤安代氏（NPO法人アート＆ソサイエティー

　　　　　　                           研究センター代表）

　第二部　「アーティスト選定要項及び基準試案」

　　講師　南　三一郎会員

　第一回　石　巻

　　　東京大学弥生講堂・セイホクギャラリー　参加者　60名

　　出演者　狩野　章氏（元マリンピア松島水族館）

　　　　　　阿部紀代子氏（料亭八幡屋女将）

　　　　　　野口隆亮氏（イベントコーディネーター）

　　　　　　黒木正郎（㈱日本設計）

　　司　会　髙橋圭太郎（織部製陶㈱取締役東京支店長）

　第二回　久之浜

　　　東京大学弥生講堂・セイホクギャラリー　参加者　76名

　東北地区　三地域横断座談会 　　出演者　松本光司

　3.11以降～東北の文化を考える 　　　　　　木村謙一郎

　　「なぜ　その地域に 　　　　　　栗田祥弘

　　　　居続けたいのだろう？」 　　　　　　濱中　峻

　　司　会　露口典子

　第三回　田　村

　　　東京大学向ヶ丘ファカルティハウス　参加者　48名

　　出演者　渡辺辰夫

　　　　　　逸見克己

　　　　　　上遠野伸一

　　　　　　吉野ヨシ子

　　　　　　坂上直哉

　　司　会　露口典子

　第44回　芦原義信記念杯　参加者　40名

　　　場　所　川崎国際生田緑地ゴルフ場　

　虎ノ門ヒルズ見学会　参加者　39名

　　　虎ノ門ヒルズ森タワー　東京都港区虎ノ門1-23—1　

　　　・オフィス基準階とムービーに依る全体概要の説明

　　　・52Fアンダーズ東京のアート　・商業施設　

　　　・住宅エントランスとアート ・ オフィスエントランス

会員交流
部会

文化事業
委員会

調査研究
部会

9/26

　建物見学会 10/2

　会員交流会 5/22

10/17

7/1～12/5
　ＡＡＣＡ賞・芦原義信賞
(新人賞)

研究会の実施と実地調査 随時

11/28

7/22

　７）委員会による実施事業報告　（4月1日～3月31日）

調査研究
委員会

情報文化
部会

　aaca調研トーク

表彰
委員会

表彰事業
部会

　第24回
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　第9回　aaca阪神間・姫路・備前地区建物視察会

　　　　　参加者　会員25名　一般15名

　　・大阪弁護士会館　・甲子園会館 旧甲子園ホテル

　　・武庫川女子大学建築スタジオ　・竹中大工道具館 新館

　　・ジェームス邸　

　　・備前焼・窯元 伊勢崎晃一郎氏 自邸・工房

　　・閑谷学校　・シーショア御津岬　・姫路城

　第51回　aaca 講演会　　

　　「ジェームス邸と周辺の景観のサスティナブルな存続」

　　　講師　松隈 章（竹中工務店設計本部設計企画部副部長）

　　　　　　中村圭祐（竹中工務店大阪本店設計部主任）

　　　会場　AGC スタジオ

　　　参加者　50名

　第52回　aaca 講演会　　

　　「庭と風景のあいだ～近年の仕事を通じて思うこと」

　　　講師　宮城俊作（奈良女子大学大学院住環境学専攻教授

　　　　　　　　　　　設計組織　PLACEMEDIA・パートナー）

　　　会場　AGC スタジオ

　　　参加者　40名

　第184回フォーラム

　　「彫刻その宇宙への夢（宇宙モデリング）」

　　　講師　米林雄一

　　　会場　AGC スタジオ

　　　参加者　34名

　第185回フォーラム

　　「資生堂銀座ビルを通して 

 　　　　～ 芸術と技術をシームレスに融合させる」

　　　講師　濱野裕司　㈱竹中工務店　東京本店　設計部

　　　会場　AGC スタジオ

　　　参加者　76名

　 「街に飛びだす展覧会」

　　　会場　建築会館1階展示室・イベント広場

　　　主催　街に飛びだす展覧会実行委員会

　　　共催　スターツ株式会社

　　　テーマ　アートで街の景観創造

　企画展 　　　　　　　　街＋アート＝美・楽・空間

　「街に飛びだす展覧会」から 　　　出展　37作品　

　　　「街中ミュゼ」へ 　　　　出展作品より「街中ミュゼ」へ推薦　20作品

　　「街中ミュゼ」　

　　　採用作品（各計画地建築主選定）

　　　・神奈川計画　4作品（平成27年6月竣工予定）

　　　・向島計画　6作品（平成27年4月竣工）

　　　・春江町計画　2作品（（平成27年2月竣工）

6/12 　議案　25年度事業･決算報告の審議

　　　　定款一部変更の審議

　　　　長期会費滞納者の取り扱いのの審議　　

　　　　　以上３議案について満場一致にて可決した。

総務
委員会

  平成26年度　通常総会総務部会

9/3

3/11

　aacaフォーラム
フォー
ラム
部会

10/25～11/3

会員交流
部会

　建物視察会 11/14・15

　aaca講演会

10/28

4/18

事業実行
部会

文化事業
委員会

展覧会
部会
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　報告　26年度事業計画･予算

　特別講演　「（仮称）虎ノ門ヒルズの計画 」　

　　弓削昌義氏　森ビル株式会社　設計統括部担当部長　

　　　懇親交流会 　出席者　当日出席　52名にて実施　

　設立26周年式典　　

　　来賓　真住貴子氏　文化庁文化部芸術文化課専門官

　第24回AACA賞・芦原義信賞発表及び表彰式

　　受賞者表彰、本賞・優秀賞作品プレゼンテーション

　　　懇親交流会 　出席者　当日出席　87名にて実施　

　任意団体　建築美術工業協会（昭和

　社団法人　日本建築美術工芸協会（平成元年～同25年10月）

　一般社団法人　日本建築美術工芸協会（平成25年11月～）

　　以上の実施された事業別にパネル展示

　故加藤名誉会員 　協会運営の為、尽力された2名の方々との係りを出席者が

　・故日高副会長を偲ぶ集まり 　述べられた。　18名　

  役員・委員会・新入会員 　理事・監事・委員会委員長・部会部員・新入会員交流

　　夏季交流会 8/28 　参加者　54名　丸の内ポールスター

　　新春交流会 2/16 　参加者　50名　丸の内ポールスター

　Ｒ＆Ｒ建築再生展 　ＡＡＣＡ賞・芦原義信賞・企画展　ポスター展示

　　パネル展示 　　（東京ビッグサイト）

　三菱地所㈱所有の　迎賓施設「開東閣」の見学

　　参加者　37名

　表紙「宇宙に立つ」　曾田雄亮会員

　平成26年度通常総会

　特別講演　「（仮称）虎ノ門ヒルズの計画 」　

　　森ビル株式会社　設計統括部担当部長　弓削昌義氏　

　寄稿　「創造は既存の枠組みの打破から」　本　耕一会員

　　　　「芦原義信のこと」　芦原初子氏

　　　　「芦原義信のこと」　芦原初子氏

　　　　「東京芸術劇場　改修」　近田玲子氏

　　　　「25周年記念作品展に出展して」　浦波寛弥氏

　時代の華一輪　「Power of Art」　小野寺優元会員

　第183回aacaフォーラム

　　「美味しい美術館の美味しいところ」　飯田郷介会員

　第51回aaca講演会

　　「ジェームス邸と周辺風景のサステナィブルな存続」

　　　　法人会員　㈱竹中工務店　本社設計本部　松隈　章

　加藤貞雄名誉会員を偲んで

　　「人生の助っ人」　澄川喜一名誉会員（新美術新聞転載）

　日高單也副会長を偲んで

　　「日高單也氏に捧ぐ　－時鳥　今朝鳴く声に　驚けば

　　　　君に別れし　時ぞありけり－」　坂上直哉会員

　トピックス

　表紙「陶織」　曾田雄亮会員

　景観シンポジウム

　　「新しい都市景観へ　—東京のこれから－」

　　　　三井不動産ＡＥ㈱会長　岡　房信会員(協会常務理事）

　会報　６８号　発行 7/1

　平成26年度　通常総会

総務部会

　平成26年度　設立記念会
12/7

6/20

6/16～22　設立25周年記念　パネル展示

7/3～5

　開東閣見学会 9/16

総務
委員会

会報編集
部会

　会報　６９号　発行 11/26
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　時代の華一輪　「彫刻と空間」　乕屋　正会員

　　　　　　　　「空間に絵を描くように」　高柳登美会員

　aaca調研トーク　「パブリックスペースとアート」　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　南　三一郎会員

　第184回フォーラム　「彫刻その宇宙への夢」　米林雄一会員

　会員活動レポート「箱根研修旅行記」　三上紀子会員

　文化事業委員会（展覧会部会）レポート

　　街に飛び出す作品展「街中ミュゼ」出展作品報告

　総務委員会レポート

　　夏季　役員・委員会交流会

　　開東閣　見学会

　トピックス

　表紙「陶の庭」　曾田雄亮会員

　平成26年度設立記念会・協会賞表彰式

　平成26年度　ＡＡＣＡ賞・芦原義信賞（新人賞）

　ＡＡＣＡ賞を受賞して

　　「建築を通して素材からあるべき風景へと導く」　

　　　　中薗哲也会員

　第52回aaca講演会

　　「庭と風景のあいだ～近年の仕事を通じて思うこと」

　　　　宮城俊作氏の講演を聞いて　㈱大林組　川瀬俊二

　街に飛び出す作品展

　　「“賃貸集合住宅×アート”プロジェクト～街中ミュゼ～」

　　　　　　関戸博高会員　乕屋　正会員　安河内敦子会員

　　街中ミュゼ　設置作品

　　街に飛び出す作品展　出展作品

　第9回aaca阪神間・姫路・備前地区建物視察会

　　「光と建築の旅」　㈱久米設計　設計本部　小見山信巳

　時代の華一輪　「白の色彩からＭＡＺＩＯＲＡへ」　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　甲谷　武会員

　　　　　　　　「軽やかな空間と素材力」　大河内久子会員

　調査研究委員会（情報文化部会）レポート

　　３．１１以降～東北の文化を考える～

　　　　三地域横断座談会

　　　　　『なぜ　その地に居続けたいのだろう？』

　　　　　　１．石巻編

　　　　　　２．久之浜編

　　　　　　３．田村編

　トピックス

　協会ホームページの全面リニューアル

　　aacaニュース　会員の活動　催し物等のページ刷新

　　aaca紹介ページの充実、会員投稿ページの新設　他

　ホームページの維持・管理 通期 　情報の更新、バナー広告新設のテストラン

　平成27年度 ・小原澤綾子（非会員）32才　空間造形　横浜美術短期大学卒

　　文部科学省 　　派遣希望地　アメリカ合衆国　ニューヨーク　研修期間１年

　　新進芸術家海外研修制度 　　　岡本会長名で推薦提出　一次申請にて　不採択

　会報　７０号　発行 3/26

ホーム
ページ
部会

　ホームページのリニューアル

事務局

6/1

　会報　６９号　発行

会報編集
部会

総務
委員会

11/26
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実 施 事 業 実施時期 概             要

　「新しい都市景観へ —東京のこれから－」

　　　東京ガス株式会社　本社　大会議室

　　　参加者　393名　

　第一部　講演「新しい都市景観へ —東京のこれから－」

　　講師

　　　尾崎　勝氏（鹿島建設　専務執行役員建築設計本部長）

　　　栗山茂樹氏（清水建設　執行役員設計本部長）

　aaca2014 　　　車戸城二氏（竹中工務店　執行役員設計本部長）

　　第1回　景観シンポジウム 　　　河野晴彦氏（大成建設　常務執行役員設計本部長）

　　　小林照雄氏（大林組　常務執行役員設計本部長）

　第二部　パネルディスカッション

　　ファシリテーター　馬場璋造氏（建築評論家）

　　パネラー　上記５氏

　第三部　交流懇親会

　　　東京ガス株式会社　本社　14階大食堂

　　　参加者　190名

　「アートが創る都市空間　

　　　　新宿アイランドタワーから虎ノ門ヒルズへ」

　　　早稲田大学総合学術情報センター・井深大記念ホール

　　　参加者　239名

　第一部　

　　講演　「都市型複合開発におけるアート小史　1995—2015」

　　　講師　南條史生氏（森美術館館長）　

　第二部　プレゼンテーション・ディスカッション

　aaca2014 　　ファシリテーター　南条史生氏

　　第2回　景観シンポジウム 　　プレゼンテーション　石井リーサ明理氏

　　　石井リーサ明理氏（照明デザイナー／Ｉ.Ｃ.Ｏ.Ｎ代表）

　　　名和晃平氏（彫刻家・京都造形芸術大学准教授）

　　　本　耕一氏（森ビル株式会社　取締役常務執行役員）

　第三部　交流懇親会

　　　早稲田大学25号館　大隈ガーデンハウス

　　　参加者　99名

　・「個人情報保護指針」の見直しを行った

　・協会主催事業における参加者からのアドレス収受と運用に

　　ついて検討し、各案内書及び参加申込書での記載文章を

　　統一した。

　・憲章の策定及び制定　会員証への記載による憲章の周知

　・会員証への記載及びＨＰによる憲章の周知

　・新規会員勧誘キャンペーンの実施

　・協会賞受賞者・展覧会入選者の入会制度の導入

　・26年度新規入会者　個人会員　23名　法人会員11社

　・会員証導入により会員サービスシステムの構築

　・美術賞の創設へ向け準備を進める

　・青年部会(仮称）の創設へ向け環境を整備する。

特別委員会

シンポジウム
委員会

7/3

　・国際コンペティション開催の為情報の収集活動

倫理委員会 　コンプライアンスの強化

aaca憲章策定
制定特別委員会

　aaca憲章の策定及び制定

通期

国際コンペ
テション委員会

会員増強
特別委員会

　個人会員・法人会員の増強

　国際コンペティションの準備

通期

通期

通期

1/30
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