
常置委員会 実 施 事 業 実施時期 概             要

　第26回AACA賞 　

　 受賞者紹介の集い 4/11 　G．Itoya(銀座・伊東屋）・織物の茶室～下鴨神社・糺の森～

　　　　　　　(第1回） 　実相寺　毘沙門堂・トイレの家・TSURUMI こどもホスピス

　　　　  〃 6/13 　富久千代酒造 酒蔵改修ギャラリー・MIZKAN MUZEUM・ヤマノイエ

　　　　　　　(第2回） 　北菓楼札幌本館・東京ガーデンテラス紀尾井町

　ＡＡＣＡ賞・芦原義信賞(新人賞)　

　　応募総数　41作品

　　表彰作品　8作品　現地審査　15作品

　　受賞作品発表　12/13　平成29年度設立記念会

　第27回応募作品写真集 3/28 　発刊

　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

　　「パブリックプレイスとアート」　

　　「建築・美術・工芸の技」　

　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

　街並みを構成する素材

　日本の都市文化を如何に残すか

　地域文化の調査 1/7 　柴又七福神巡り

　「都市に緑を・地下に光を」

　　都心工場の再整備により、地域に貢献する緑を生む計画事例

　　　会　場　日本大学理工学部駿河台キャンパス　CST]ホール

　　　参加者　139名　

　第一部　講演

　　「都市に緑を・地下に光を」

　　講師　山本茂義（㈱久米設計）

　　　　　John Loomis氏 (SWA Group)

　　　　　八尋 俊太郎氏 (SWA Group)

　aaca2016 　　　　　松延 晋氏 (Arup)

　　景観シンポジウム 　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（千葉工業大学准教授）

　　パネリスト　

　　　　　山本茂義（㈱久米設計）

　　　　　John Loomis氏 (SWA Group)

　　　　　八尋 俊太郎氏 (SWA Group)

　　　　　松延 晋氏 (Arup)

　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号館カフェテリア

　　　参加者　78名

　第47回　芦原義信記念杯　参加者　31名

　　　場　所　川崎国際生田緑地ゴル場（川崎市）　

　第48回　芦原義信記念杯　参加者　26名

　　　場　所　京葉カントリー倶楽部（千葉市）　

　第12回　aaca山形・酒田・鶴岡地区建物視察会

　　　　　参加者　会員33名　一般4名　計37名

　　　  　　旧済生会本館・山形美術館・文翔館・天童木工・山居倉庫
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　　  　　　酒田市国体記念体育館・土門拳記念館・加茂水族館

　　  　　　鶴岡市文化会館

　第60回　aaca 講演会　　

　　「自由をデザインせよ。～ストレス・レスが生む新たな建築」

　　　講師　田村慶太（㈱梓設計　執行役員　田村スタジオリーダー）　

　　　会場　サンゲツ品川ショールーム

　　　参加者　会員61名　一般15名　計76名

　第190回フォーラム

　　「プログラムをもったデザイン」

　　　講師　志村美治

　　　　　（㈱フィールドフォー・デザインオフィス 代表取締役社長）

　　　会場　ＡＧＣスタジオ

　　　参加者　会員35名　一般22名　計57名

　第191回フォーラム

　　「ペルシャ絨毯　文化と背景」

　　　講師　アリ・ソレマニエ氏（千代田トレーディング㈱　会長）

　　　会場　サンゲツ品川ショールーム

　　　参加者　会員10名　一般35名　計45名

　第192回フォーラム

　　「現在のアートをめぐるいくつかの問い」

　　　講師　藪前知子（東京都現代美術館　学芸員）

　　　会場　ＡＧＣスタジオ

　　　参加者　会員44名　一般7名　計51名

　「ＢＯＸ展」

　　　会場　建築会館　ギャラリー

　　　テーマ　「～繋ぐ～」

　　　実行委員長　鍵井保秀

　　　出展作家　37名　出展作品　40作品　

　　　最優秀賞　「再生」　久常久美子（一般）

　　　優秀賞　　「Vesel　ベッセル」　新實広記

　　　　　　　　「時を超えて」　大河内久子

　　　佳　作　　「うち‐そと」　榊竜太

　　　　　　　　「太陽の職人（スカラベ）」田中ショウ

　　　　　　　　「段を持つ箱―誘う土」小野寺恵美

　第四回　「街に飛びだす作品展」

　　　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　アートで街の景観創造　―街＋アート＝美・楽・空間―

　　　実行委員長　安河内敦子

　　　出展作家　28名　出展作品　34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）

　　　　・川崎市幸区南幸町計画　　　　 3作品

　　　　・横浜市西区宮崎町計画　　　　 2作品

　　　　・浦安市猫実計画　　　　　　　 1作品　

　　　　・東京都港区新橋計画　　　 　　1作品

　　　  ・横浜市神奈川区六角橋計画　　 1作品　　

        ・東京都目黒区東山計画　　　 　2作品

        ・東京都豊島区北大塚計画　　　 1作品

　表紙「MIRAGE DECK/蜃気楼舞台」　川上喜三郎（造形作家　会員）

　平成29年度通常総会

　　会長挨拶・役員紹介・協会組織図・委員会名簿

　日本建築美術工芸協会創立30周年記念と芦原義信生誕100年記念

　　　岩井光男（副会長　30周年記念事業実行委員長）

会員交流
委員会

広報委員会

　会報７７号 7/1

フォーラム
委員会

  aacaフォーラム

5/23

11/20

3 /27

展覧会
委員会

　企画展
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10/22
～29

　建物視察会
11/10
～11

文化事業
委員会

　aaca講演会 10/31
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　aaca景観シンポジウム開催報告 

　　「個と群」アーティストと建築家のコラボレーション

　　　　川瀬俊二（専務理事　景観シンポジウム実行委員長）

　aaca景観シンポジウム「個と群」に参加して 

　　　　松田真理子（森ビル㈱設計部　法人会員）

　ＡＡＣＡ賞優秀賞　「MIZKAN MUZEUM」

　      小川大志（㈱ＮＴＴファシリティーズ関西本部　法人会員）　

　ＡＡＣＡ賞優秀賞　「ヤマノイエ」

　　　　津野恵美子（津野建築設計室代表　会員）

　ＡＡＣＡ賞奨励賞　「TSURUMI こどもホスピス」

        出口　亮（大成建設㈱設計本部　法人会員）

　ＡＡＣＡ賞受賞者紹介の集い（第1回）開催報告

　　　　可児才介（理事・表彰委員長）

　時代の華一輪　

    「岡本雪子＋賢」　

　　　　岡本　賢（会長）

　　「再会―久しぶりのクラス会展」　

　　　　中野恵美子（織造形作家　会員）

　会員活動レポート

    「出会いが始まり」

　　　　五十嵐通代（造形作家　会員）

　　「豊かな空間の中で」　

　　　　加藤恵利（美術家　会員）

　  「タイルと歩んだ人生」

　　　　森田高年（監事　不二窯業㈱ＯＢ）

　　「組織としての竣工写真」

　　　　中平等　穣（㈱エスエス・法人会員）

　第189回aacaフォーラム　「フェーズフリー」という新しい概念

　ＢＯＸ展「－繋ぐ－」

　　審査講評　虎屋　正（展覧会委員会選考委員・㈱イリア）

　　受賞作品　最優秀賞「再生」久常久美子

　　　　　　　優秀賞　「Vessel」新實広記

　　　　　　　　　　　「風の通り道」大河内久子

　　　　　　　佳　作　「うち・そと」

　　　　　　　　　　　　　フィールドフォー・デザインオフィス

　　　　　　　　　　　「太陽の職人(スカラベ）」田中ショウ

　　　　　　　　　　　「段を持つ箱－誘う土－」小野寺恵美

　　応募者  吉田佑子、大谷美智子、深尾雅子、加藤恵利、松岡明子、

　　　　　　五十嵐通代、渡辺雅子、田中　毅、白野順子、谷口千恵子、

　　　　　　星　素子、椎橋文子、野口真理、吉田　実、常松欽治、

　　　　　　山崎和子、犬飼三千子、安河内敦子、神　まさこ、

　　　　　　平山健雄、山崎輝子、中村弘子、鍵井保秀、可児友紀、

　　　　　　ノグチミエコ、久野博美、甲田祐子、松田靜心、

　　　　　　松本治子、山本　誠、三上紀子、吉野よし子、

　　ＢＯＸ展に参加して　久常久美子（美術家　会員）

　　事務局だより　新入会員・会員の異動

　表紙「SKY DANCE 2003」　川上喜三郎（造形作家　会員）

　時代の華一輪　「パリ・シナジー展」　

　　　　平山健雄（理事・展覧会委員長・光ステンド工房）

広報委員会

　会報７７号 7/1

　会報７８号 11/28
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　　　 〃    　「建築家たちのスケッチ展」　

　　　　山本俊介（山本デザイン研究室　会員）

　会員活動レポート「街に飛び出す作品展の参加して」

　　「街に飛び出す作品展の参加して」

　　　　鈴木法明（彫刻家　会員）

　　「ベルギー・海外での初個展」

　　　　神　まさこ（美術家　会員）

　　「色彩はいつも、魅了する」　

　　　　松田靜心（美術家　会員）

　　「ガラスに向き合い どこまでも美しいガラスの可能性を」　

　　　　野口真里（ガラス工芸作家・会員）

　  「アーティストのコラボレートと展示空間について」　

　　　　吉田　実（美術家　会員）

　　「関係のひろがり」　

　　　　山下博満（建築家・法人会員）

　第３回街に飛び出す作品展　設置報告

　　東京都世田谷区南烏山計画

　　　「まるくひそむもの」野口真理（陶芸家　会員）

　　　「onTIME」山崎和子（造形家　会員）

　　東京都世田谷区玉川３丁目計画

　　　「やすらぎの詩」鈴木法明（彫刻家　会員）

　　　「Spiral 円」「Spiral」神　まさこ（美術家　会員）

　　横浜市都筑区池辺町計画

　　　「いやおいの風」井上勝江（版画家　会員）

　　東京都江戸川区西瑞江計画

　　　「YUZURIHA」堤　一彦（彫刻家　会員）

　　東京都江戸川区一之江計画

　　　「こだま」片岡雅子（美術家　会員）

　　調査研究委員会だより

　　　展覧会から　第８１回新制作展を通して

　　　　二井　進（造形作家　会員）

　　事務局だより　新入会員　会員の異動

　　訃報　池原義郎元理事　柳澤孝彦元理事

　表紙「AUROLA 2005」　川上喜三郎（造形作家　会員）

　設立３０周年記念事業ご協賛のお願い

　　岩井光男（副会長　記念事業実行委員長）

　平成29年度設立記念会・協会賞表彰式

　　会長挨拶・来賓祝辞

　第27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　「近畿大学 ACADEMIC THEATER」

    畠山文聡・岡 俊徳・伊藤裕也（㈱ＮＴＴファシリティーズ　）　　

　芦原義信賞　「ニフコ YRP 防爆棟・実験棟」

　　越野達也（㈱竹中工務店）

    森山　茜（Studio Akane Moriyama)

　ＡＡＣＡ賞優秀賞「桐朋学園大学　調布キャンパス１号館」

    「桐朋学園大学　調布キャンパス１号館」

　　    山梨知彦・羽鳥達也・笹山恭代・石原嘉人（㈱日建設計）

　会報７９号

広報委員会

3/28

　会報７８号 11/28

3/28
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　  「星のや東京」

 　　   ㈱三菱地所設計　林総一郎

　    　東環境・建築研究所　東利恵

　　    ㈱ＮＴＴファシリティーズ　一法師　淳

     「一華寺　無尽塔」

        宮森洋一郎（宮森洋一郎建築設計室）

  ＡＡＣＡ賞　特別賞

     「四国八十八ヶ所ヘンロ小屋　プロジェクト 」

         歌 一洋 (歌 一洋建築研究所)

     「洗足池の家／MONOLITH 」

         城戸崎博孝（城戸崎建築研究室）

　ＡＡＣＡ賞　奨励賞

　  　「特別養護老人ホーム　成仁ハウス　百年の里」

  ＡＡＣＡ賞を受賞して

　　「近畿大学 ACADEMIC THEATER」

　　　　畠山文聡（㈱ＮＴＴファシリティーズ　関西事業本部）

　芦原義信賞(新人賞）を受賞して

　　「環境のゆらぎえを取り込んだ開放思考の場」

        越野達也（㈱竹中工務店　東京本部設計部）

　　　　森山　茜（Studio Akane Moriyama)

  ＡＡＣＡ賞優秀賞を受賞して

　　「桐朋学園大学　調布キャンパス１号館について」

　　　　山梨知彦（㈱日建設計）

　　「星のや東京」

　　　　清水　聡（㈱三菱地所設計）

　　　　東　利恵（東　環境・建築研究所）

　時代の華一輪

    「そりのあるかたち～澄川喜一先生におききする」　広報委員会

　第４回　街に飛び出す作品展

　　「芸術性豊かな環境と景観の創造」実施報告

　　　　実施報告　安河内敦子（街なかミュゼ活動実行委員長）

　　　　推薦選考審査総評　乕屋　正（選考委員長）

　　出展者　池田善文、白野順子、加藤恵利、野口真理、吉野よし子、

　　　　　　渡辺雅夫、岡本直枝、岩佐敏子、三上紀子、渡邉たまえ、

　　　　　　犬飼三千子、山崎和子、鈴木法明、星　素子、川原　昭、

　　　　　　小野寺恵美、信ヶ原良和、神　まさこ、上江洲牧子、

　　　　　　小原輝子、平山健雄、堤　一彦、井上勝江、宮野仁美、

　　　　　　重田恵美子、浜崎ベア、

　aaca景観シンポジウム「都市に緑を・地下に光を」

　　「市ヶ谷の森」に期待する

　　　　今村創平（千葉工業大学建築都市環境学科准教授）

　第６０回aaca講演会に参加して

　　「自由をデザインせよ～ｽﾄﾚｽ・ﾚｽが生む新たな建築～」を拝聴して

　　　　石原智也（㈱ＮＴＴファシリティーズ地域創生室　法人会員）

　フォーラム委員会だより

　　「ペルシャ絨毯　歴史と背景」

　　　　アリ・ソレマニエ氏（千代田トレーディング株式会社　会長）

　会員交流委員会だより

　　「第12回　山形・酒田・鶴岡地区建物視察会」に参加して

　会報７９号

広報委員会

3/28
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　　　　渡辺　賢（大成建設㈱プロポーザル・ソリューション部）

　設立30周年記念事業委員会だより・事務局だより・芸術文化復興預金

　議案　28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　　

　　　　29・30年度　理事選任の審議　　

　報告　29年度事業計画･予算

　講演　「街なかミュゼ」活動実施報告及び将来展開について

　　　　　　日本建築美術工芸協会　展覧会委員長　平山健雄　　　　　

　　　　　　共同事業者　スターツＣＡＭ株式会社 執行役員　千坂真吾

　懇親交流会　１９時３０分～２０時３０分

　　出席者　当日出席　80名にて実施　

　設立29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

　　　一般社団法人 日本インテリアプランナー協会　会長　霜野　隆様

　第27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　88名にて実施　

  役員・委員会・新入会員 　理事・監事・委員会委員長・委員・新入会員

　　夏季交流会 8/23 　参加者　46名　丸の内ポールスター

　　新春交流会 2/26 　参加者　58名　丸の内ポールスター

　2017Ｒ＆Ｒ建築再生展 　第27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）

特別委員会 実 施 事 業 実施時期 概             要

　　応募総数　41作品

　　表彰作品　8作品　現地審査　15作品

　　受賞作品発表　12月13日　平成29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

　・29年度新規入会者　個人会員　25名　法人会員  6社

　・会員証給付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会員への協賛金の要請

　・記念誌の内容拡充と協力会社の決定

　・設置希望プロジェクトの確認と関係者との調整

　・貸与・買い上げ等の法的手続きの確認

　・展覧会への出品経費の補填

　・設置及び返却に伴う経費の補填

街なかミュゼ
活動特別委員会

街なかミュゼ活動
環境の整備

通期

会員支援の拡充

　会報７９号

広報委員会

会員増強委員会
　個人会員・法人会員

の増強
通期

30周年記念事業
実行委員会

　平成３０年記念事業
の確定

通期

協会賞
選考委員会

ＡＡＣＡ賞
芦原義信賞(新人賞)

選定

7/1～
12/13

倫理委員会
個人情報保護法改正

への対応
通期

3/28

総務委員会

  平成29年度　通常総会 6/8

　平成29年度　設立記念会 12/9

6/2～4

14


