
常置委員会 実 施 事 業 実施時期 概             要

　ＡＡＣＡ賞・芦原義信賞(新人賞)　

　　応募総数　44作品

　　表彰作品　10作品　現地審査　14作品

　　受賞作品発表　12月14日　平成27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

　調研トーク「エコロジーとアート」　

　　　ＡＧＣスタジオ　参加者　29名

　　　出演者　岩城和哉（東京電機大学理工学部教授）

　　　　　　　大野公士（造形作家）

　　　　　　　山本　誠（造形昨家・調査研究委員）

　研究記録誌：「エコロジーとアート」配本

　東北三地域　その後のフォローアップ

　日本文化に根ざした文化継承の手段・システムの研修

　伊豆韮山反射炉・江川邸　地域文化の検証

　伊豆長岡七福神巡り

　「としまエコミューゼタウン・豊島区新庁舎の計画とデザイン」

　　　会　場　日本大学理工学部駿河台キャンパス1号館121会議室

　　　参加者　182名　

　第一部　講演

　　「としまエコミューゼタウン・豊島区新庁舎の計画とデザイン」

　　講師　上村彰雄氏（豊島区庁舎運営課長）

　　　　　黒木正郎氏（㈱日本設計執行役員フェロー）

　　　　　平賀達也氏（㈱ランドスケーププラス代表取締役）

　第二部　パネルディスカッション

    ファシリテーター　

　　　　　今村創平氏（千葉工業大学准教授）

　　パネリスト　

　　　　　上村彰雄氏

　aaca2016 　　　　　黒木正郎氏

　　景観シンポジウム 　　　　　齊川拓未氏（㈱隈研吾建築都市設計事務所設計室長）

　　　　　平賀達也氏

　第三部　交流懇親会

　　　日本大学理工学部駿河台キャンパス１号館キャフェテリア

　　　参加者　124名

　「「個と群」　アーティストと建築家のコラボレーション」

　　　会　場　日本大学理工学部駿河台キャンパス1号館CSTホール

　　　参加者　166名　

　第一部　パネルディスカッション

　　パネリスト

　　　　　野老朝雄氏（ＴＯＫＯＲＯ.ＣＯＭ代表）

　　　　　宮地弘毅氏（㈱三菱地所設計設計担当部長）

　第二部　講演「大名古屋ビルヂングのファサードデザイン」

　　講師　上村彰雄氏（ＴＯＫＯＲＯ.ＣＯＭ代表）

　調査研究トークの実施

　７）委員会による実施事業報告　（平成28年4月1日～29年3月31日）

表彰
委員会

　第26回 7/1～
12/14　ＡＡＣＡ賞表彰事業

　研究会の実施と実地調査　　　　　　　通年

10/18

調査研究
委員会

8/22

景観シンポジウ
委員会

3/9

情報文化
委員会

　東北大震災後の検証

　地域文化の調査

通年

10/23
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　第45回　芦原義信記念杯　参加者　32名

　　　場　所　よみうりゴルフ倶楽部（川崎市）　

　第46回　芦原義信記念杯　参加者　27名

　　　場　所　よみうりゴルフ倶楽部（川崎市）　

　第11回　aaca愛知・飛騨高山・岐阜地区建物視察会

　　　　　参加者　会員29名　一般6名　計35名

　　　  　・MIZKAN MUZEUM、・半田赤レンガ建物

　　  　　・多治見モザイクミュージアム、・オークビレッジ、

　　  　　・高山吉島家住宅、・歓待の西洋館、

　　  　　・みんなの森メディアコスモス、

　第56回　aaca 講演会　　

　　「環境建築の未来」

　　　講師　横田昌幸

　　　　　（㈱ＮＴＴファシリティーズ

　　　　　　　　　プリンシパルアーキテクト）

　　　会場　AGC スタジオ

　　　参加者　会員55名　一般5名　計60名

　第57回　aaca 講演会　　

　　「建築家が見た、被援助邦の生活様式と建築様式」

　　　講師　平岡省吉（建築家　㈱大建設計代表取締役社長）

　　　会場　AGC スタジオ

　　　参加者　会員76名　一般8名　計84名

　第188回フォーラム

　　「精緻な美の世界—江戸小紋」

　　　講師　小宮康正（江戸小紋染め職人）

　　　会場　（株）アトリエユニオン１Fショールーム

　　　参加者　会員24名　一般3名　計26名

　第189回フォーラム

　　「フェーズフリーとは　その概念について」

　　　講師　佐藤唯行（スペラディウス株式会社代表取締役）

　　　会場　建築会館3階会議室

　　　参加者　会員26名　一般12名　計38名

　 「あわい展」

　　　会場　建築会館　ギャラリー

　　　テーマ　「色と形、手の仕事　2016」

　　　実行委員長　安原竹夫

　　　出展作家　15名　出展作品　15作品　

　第三回　「街に飛びだす展覧会」

　　　会場　建築会館　ギャラリー　イベント広場

　　　共催　スターツＣＡＭ株式会社

　　　テーマ　芸術性豊な環境と景観の創造

　　　実行委員長　安河内敦子

　　　出展作家　35名　出展作品　36作品　

　　　　出展作品より「街中ミュゼ」推薦（計画地建築主選定による）

　　　　・南烏山4丁目計画　　　　　　　3作品

　　　　・玉川3丁目計画　　　　　　　　3作品　

　　　　・池部町計画　　　 　　　　　　1作品

　　　  ・アリア・ソワン一之江計画　　 3作品　　

        ・西瑞江5丁目計画　　　　　　　2作品

　会員交流会

11/22

会員交流
委員会

　aaca講演会

11/7

3/29

  aacaフォーラム
フォーラム

委員会

5/27

　建物視察会
11/11
～12

4/11
～19

  会員展

展覧会
委員会

文化事業
委員会

10/22
～29

　企画展

10/12 

4/14
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　表紙「アカンサスの図」　井上勝江会員

　平成28年度通常総会

　　会長挨拶・役員紹介・協会組織図・委員会名簿・会員の移動

　第55回　aaca講演会「病院建築とアートのこれから」

　　　　藤田　衛（㈱山下設計　取締役常務執行役員本社長）

　第187回 aacaフォーラム 

　　「日本の伝統音楽を語り囃子を奏す。邦楽の魅力」

　　　　望月太左衛（邦楽囃子方　音楽博士）

　第56回　aaca講演会

　　「環境建築の未来」に参加して

　　　　三宅賢一（㈱大林組）

　時代の華一輪　「私の木版画展」　

　　　　香川　亮会員（沖縄県立芸術大学　絵画専攻准教授）

　　　〃　　　　「美津島徳蔵――画廊ビルを舞台に」　

　　　　天方光彦会員（フジカワ画廊専務取締役）

　　　〃　　　　「アーティストと経営」　

　　　　古後信二会員（建築家）

　会員活動レポート「日本橋の戦前倉庫をギャラリーに」

　　　　石川雅英会員（建築家）

　　　〃　　　　　「竹中工務店の仕事と写真家の眼」に参加して　

　　　　岩井光男会員（建築家・協会理事副会長）

　aaca2015「街なかミュゼ」活動　第2弾

　あわい展　「色と形　手の仕事2016」の開催

　あわい展に参加して

　　　　藤原和子会員

　アピアランス

　　中札内美術村、宇部建設資材販売㈱、㈱乃村工藝社

　　フジカワ画廊、スタッフナインハット㈱

　トピックス

　　広報委員会だより。芸術文化復興預金への募金のお願い。

　表紙「美しい瞳」　井上勝江会員

　景観シンポジウムの開催

　　「としまエコミューゼタウン・豊島区新庁舎の計画とデザイン」

　　　　川瀬俊二会員（㈱梓設計顧問・協会専務理事）

　　「としまエコミューゼタウン講演報告」

　　　　黒木正郎（㈱日本設計執行役員フェロー）

　　「としまエコミューゼタウン・豊島区新庁舎の計画とデザイン」

　　　　に参加して　　北　典夫（鹿島建設㈱）

　第57回　aaca講演会

　　　「建築家が見た、被援国の生活様式と建築様式」

　　　　平岡省吉（㈱大建設計代表取締役社長）

　街なかミュゼ活動

　　第2回　街に飛び出す作品展　設置報告

　　　　安河内敦子（ガラス造形作家　協会理事副会長）

　　受託事業作品設置報告

　　　　米林雄一（彫刻家・東京藝術大学名誉教授・協会理事）

　時代の華一輪　「芸術的な焼物文化を歴史に刻む仕事」　

　　　　常松欽治会員（㈱丸勝常任顧問・法人会員）

　　　〃　　　　「空間としての彫刻」　

　　　　田中ショウ会員（彫刻家　二紀会会員）

　会報７4号 7/1

　会報７5号　 11/28

広報委員会
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　寄　稿　「日本工芸の復興をめざして」

　　　　林田英樹（公益財団法人　日本工芸会理事長）

　　〃　　「トリッキーなヴィジュアルとオブジェで世界に発信！」

　　　　Ｕ.Ｇ.サトー（デザインファーム代表）

　会員活動レポート「第80回新制作展を通して」

　　　　二井　進会員（日本大学生産工学部教授）

　会員活動レポート「タイルモザイク展　浮遊する陶片2016」

　　　　松本治子会員（タイルモザイク作家）

　調査研究委員会だより　「エコロジーとアート」発行に際して

　　　　南　三一郎会員（建築家　調査研究委員会委員長）

　アピアランス

　　㈱大建設計、パナソニック㈱エコソリューションズ社

　　元旦ビューティー工業㈱、郡リース㈱

　訃報　阪田誠三会員（建築家、2016年7月21日逝去、元協会会長）

　　　　村井　修会員（写真家、2016年10月23日逝去、元選考委員）

　トピックス

　　広報委員会だより。事務局だより。

　　芸術文化復興預金への募金のお願い。

　表紙「もののあわれ」　井上勝江会員

　平成28年度設立記念会・協会賞表彰式

　　会長挨拶・来賓祝辞

　第26回　ＡＡＣＡ賞・芦原義信賞(新人賞)

　　審査総評　古谷誠章（建築家・選考委員長）

　　受賞作品紹介

　ＡＡＣＡ賞　「Ｇ.Itoya　ファサードからガレリア（みち）へ」

　　　中藤泰昭（大成建設㈱一級建築士事務所　設計室長）

　芦原義信賞　「建築的介入」の思考

　　　平瀬有人(佐賀大学大学院工学系研究科准教授、yHa architects)

      平瀬祐子（yHa architects)

　ＡＡＣＡ賞優秀賞　「にほんのあらたなてしごと」

　　　橋口新一郎（㈱橋口建築研究所代表取締役、近畿大学非常勤講師）

　ＡＡＣＡ賞奨励賞　「実相寺　毘沙門堂」

　　　山田誠一（山田誠一建築設計事務所代表）

　ＡＡＣＡ賞奨励賞　「島のローカリティーを写し出す」

　　　石井大五（＋フューチャースケール建築設計事務所代表取締役）

　時代の華一輪　「何故こんなにも心惹かれるのか」　

　　　　置鮎早智枝会員（グラフィックデザイナー、新制作協会協友）

　　　〃　　　　「まだまだ…未々…そしてこれから」　

　　　　吉野ヨシ子会員（日本美術家連盟会員　二科会会友）

　　　〃　　　　「―土に魅せられて―」　

　　　　小野寺恵美会員（美術造形作家、ＣＡＦ.Ｎ協会会員）

　　第3回街に飛び出す作品展　報告

　　　乕屋　正（展覧会委員会　選考委員長）

　調研トーク

　　「自然と愚直に格闘する」　岩城和哉（東京電機大学理工学部教授）

　　「エネルギーに対してのアプローチ」　大野公士（造形作家）

　第188回 aacaフォーラム 

　　「精緻な美の世界－江戸小紋　小宮康正（江戸小紋染め職人）」

　　　　中野恵美子会員（フォーラム委員会委員）

　会報７5号 11/28

3/28　会報７6号

広報委員会
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　調査研究委員会だより　「一日研修ツアー(北関東巡り）」

　　小野行雄会員（日時計作家　新制作協会会員　調査研究委員会委員）

　会員交流委員会だより　「aaca愛知・飛騨高山・岐阜地区建物視察会」

　　松隈　章（㈱竹中工務店法人会員、会員交流委員会ＳＤ）

　aaca愛知・飛騨高山・岐阜地区建物視察会　に参加して

　　「天空からタイルの女神が…」松本治子会員（モザイクタイル作家）

　アピアランス

　　㈱山下設計、㈱丸勝、㈱ユニオン、阪和興業㈱、㈱岡村製作所、

　　㈱タマ・アンド・ミラトン・ジャパン、ナカ工業㈱

　第17回「甍賞」瓦屋根設計コンクール　募集広告

　トピックス

　　広報委員会だより。事務局だより。

　　芸術文化復興預金への募金のお願い。

　議案　27年度事業･決算報告の審議

　　　　長期会費滞納者の取り扱いの審議　　

　　　　28年度　理事選任の審議　　

　報告　28年度事業計画･予算

　27年度AACA賞　奨励賞・特別賞受賞作品プレゼンテーション

　　「FARMUS　木島平」　三浦丈典氏

　　「アシックス　スポーツ工学研究所」　松浦真樹氏

　　「大手町タワー」　田口　晃氏　

　　「ザ・リッツ・カールトン京都」　大谷弘明氏

　懇親交流会　１９時３０分～２０時３０分

　　出席者　当日出席　67名にて実施　

　設立28周年式典　　

　　来賓　公益社団法人　日本建築家協会　会長　六鹿正治様

　　　　　芦原初子様

　第26回AACA賞・芦原義信賞発表及び表彰式

　　受賞者表彰、作品プレゼンテーション

　懇親交流会　１９時３０分～２０時３０分

　出席者　当日出席　111名にて実施　

  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 8/29 　参加者　48名　丸の内ポールスター

　　新春交流会 2/15 　参加者　48名　丸の内ポールスター

　Ｒ＆Ｒ建築再生展 　第26回ＡＡＣＡ賞・芦原義信賞 ポスター展示

　　パネル展示 　　（東京ビッグサイト）

広報委員会 　会報７6号 3/28

総務委員会

　平成28年度　設立記念会

6/9  平成28年度　通常総会

12/9

6/3～5
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特別委員会 実 施 事 業 実施時期 概             要

　　応募総数　作品

　　表彰作品　10作品　現地審査　14作品

　　受賞作品発表　12月14日　平成27年度設立記念会

　・個人情報保護法改正に伴う会員情報について、管理規定を作成し

　　管理責任者を選任し、改正に伴う運用をすることとした。

　・従来取得した情報は、改正に伴う使用目的を明示した内容にて、

　　再度告知を求め会員情報会員情報を整備した。

　・協会賞受賞者・展覧会入選者の入会制度の確認

　・27年度新規入会者　個人会員　23名　法人会員11社

　・会員証導入と会員サービスシステムの充実を図る

　・青年部会(仮称）の創設へ向け環境を整備する。

　・記念事業の立案及び資金計画の準備

　・記念誌編纂のための資料準備

　・国際コンペティション開催の為情報の収集活動
国際コンペ

テション委員会
　国際コンペティション

の準備
通期

　平成３０年記念事業
の準備

通期

通期
30周年記念事業

準備委員会

倫理委員会
個人情報保護法改正

への対応

7/1～
12/14

協会賞
選考委員会

ＡＡＣＡ賞
芦原義信賞(新人賞)

選定

会員増強委員会
　個人会員・法人会員の増
強

通期
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