


6ace会員 有議会11ヒ ‐― シ… ■ジル
創鐵会会員
晨本画 ステン ドグラス
SH18ATA NASA■ OSHi

柴 難  長 悛
長野弊J研な久郡軽井沢椰T姦熊宇T夕 潟3974
■El.0237‐ Z16‐ 4650

「風の四季」
軽井沢痛鍵
2337X5:72337× 296

手欧きのアンティークガラスには欧しヽた人の気持ちが

映る。日本国の絵具か引よ得られない透明感。鉛線と

ガラスでどうやって自分の線を出そうか。外と内をつ

なぐ風景として、ステンドグラスをイメージするのが

とでも楽しい。
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素4/1の持つ質と、そこから搬しだす「かたち」の調和
を求めてcあかりをともした時、和んだ空気が漂うこ
と、様々なイマジネーションが拡がることを願ってい

ます。
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自作の布のオブジェを結んだり、捻つたりしてできる

形を平面に表現するためにネパールの分厚いロクタ紙
にNttCOと いう手法で、あえて走査線を粗く露呈す
ることによって、横稿状のイリュージョンで覆わ/1‐こ
いく、温もりの内包された作品を制作してしヽます。
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内丼昭蔵先生の思い出

■表紙デザイン

高部 多恵子

表紙の作品を募集しています。

事務局までお問い合わせください。  ・ ｀

尚表TIの レイアウトは、広報委員会で行しヽます

のでこ了承下さい。

||■
‐
|■ ||■ ■ ||■ |||||■ | ‐■ | |||‐  ‐■ ||||

発行 :取日本建築美術工芸協会
Pho∩e03-3457-7998
Fax  03-3457-]598
〒108-00]4

東京都港区芝 5-26-20

建築会館 6F
URL i httpl〃 ww7v aacajp com

E― mal‖ i nf。 @aacap com

郵便振替 :00110-2-365085

編  集 :(社 )日 本建築美術工芸協会 広報委員会

広報担当理事 llll澤孝彦

委 員 長 玉見 満

昌J委 員 長 高部多恵子

北村孝昭、石田員人、山崎輝子

長谷川亨、瀬川秀之、佐田興三

事 務 局 長 伊藤留雄

制作協力 :中栄印刷工業株式会社

1

4

6

9

aace全員
漆芸
AKA30RI理 〈UHIK0

赤 堀  雛 彦
横浜義栄区機陽:e-4-103
TEL045-803-ア 572

「策芸Bへの震璽」
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この作品1よ 、漆の壁面装飾として制作 tノ たものです。

広大な宇自に向つていく物体が大気圏に突入するとき
|よ 、大変な衝撃が起ります。これ|よ 現代社会の組織の

中1こ しヽる空 _7さ と同じです。技法は、漆 ステンレス・

金箔等。



裔立鶉 饉褥儡 瞼躊贔

一商いと都市空間―

■虹見ゆる処市を立つ

虹が立ったら市をたてなければな l~な

い一古代から中世の日本ではそう云われ

ていました。

中御門右大臣 公卿藤原宗忠の 日記

『中右記』の寛治六年 (1092)に は、

「抑々世間の習、虹見ゆる処市を立つ」

とあ ります。康永三年 (1344)六 月

に花山院、貞治三年 (1364)二 月 に

四条室町、応永五年 (1398)ノ 月ヽ に

興福寺などと、虹が立ったため市が開か

れた記録が残つているようです。

歴史学者の勝俣鎮夫氏や網野善彦氏に

よると、中世では、物には所有者の心が

籠っていると考えられていたため、その

ままでは物の交換が贈与互酬の関係にな

ってしまい、商品としての売買になりま

せん。そこで、物を世俗の関係の切れた

「無縁Jの場、人の力の及ばない神仏の

空間に一度放り込む必要があつたとされ

ています。

「市は地上におけるひとつの小さな虹J

と、哲学者の中沢新―氏は解釈 していま

す。虹は大地に秘められてきた力を大空

に解き放ちます。神仏の世界と俗界との

架け橋です。

故に人は、海と陸、山と平地、道と道

など異界との境、神聖なる場所に市を立

ててきました。そこでは世俗の「結び」

はほどかれ、神仏による、あらたな結び

応永20年 (1413)の市庭

宇佐八幡宮末社和間浮殿放生会絵指図 (部分)([大分県史』

第7巻)(桜井英治 [市の伝説と経済』より)

直しが行われていきました。

■市の伝承は中世の経済システム

現代社会の出発点は、都市が各地に姿

を見せ始めた中世 (12～ 16世紀)に
あるといわれています。中世は、言語、

文化、あらゆる面で多様なものが混在 し、

共存していました。

中世では専業化した商人はまだまだ少

なく、多種多様な人びとが世俗の「結びJ

がほどかれる市で、神に斎祀るため、盛

んに交易売買を成 し、芸能を催 し、歌垣

を行つていました。南北朝時代の「庭訓

往来』には、市に集う人々として、酢造

り、滴酒、蚕養、染殿、綾織、紺掻、炭

焼、猟師、樵夫、海人、鍛冶、鋳物師、

巧匠、壁塗、石切、輸輻師、塗師、絵師、

仏師、本道、弓矢細工、笠張、縫物師、

陰陽師、修験行者、上人、医者、舞々、

愧儡師、自拍子 と、実に80種近 くの

職が列記されており、その中にはaaca

会員のルーツともいうべき人びとも見ら

れます。

中世は国家が正規の貨幣鋳造を行わな

かつた時代でもありました。商いで、物

品と併用さ/1nて ぃた銭貨はこれまた多種

類の輸入物で、基本的には種類にかかわ

らず全て一文でした。

度量衡も多元的で、本秤、国秤、蔵人

秤に加えて、民衆は日常の必要性から自

分たちの秤をもっていました。長さを測

る物差しも、容積を計る枡も、地域こと

に、職種ことに違つていたようです。

このような中で展開されていた市は、

市神を祀る市祭が行われることによつ

て、初めて起動 していました。市は神仏

と交流できる季節、時間 (朝 と夕)に開

かれることが多く、 1年ことに初市と立

中世の商人 (五番本、徳江家蔵本 I東北院職人歌合』)

(石井進『商人と市をめぐる伝説と実像』より)

研究委員会

ち納めを繰 り返す「円環的な時間」の中

にありました。毎年の市祭は、市に集う

人びとの共同関係を更新する儀式でもあ

りました。また、新市を立てるに|ま 、親

市から土を盗んで敷いたり、市神を勧請

する習わ しがあり、それにより、全ての

市相互の関係が秩序づけられていたよう

です。

中世では、神仏に支えられたこのよう

な市の伝承が、多様性を包括するひとつ

の経済システムと して機能 していまし

た。そして、それを成り立たせていたの

は各地を商う人びとでした。

■「見えざる手」の及ばない市場経済

かつて神仏に支えられていた市は、今

では自由経済の名の下に、莫大な金融資

本が動 く巨大市場に膨 7‐ 上がつていま

す。近代市場経済では、すべての生産物

は勿論のこと地球資源や非物質的なもの

(学 問、芸術など)までが、貨幣を媒介

にして、商品となり、商われています。

今や世界の金融市場は連結され、瞬時

に膨大なマネーが世界を駆け巡り、自己

増殖を遂げる「マネー経済化」の時代に

なっています。

驚くべきことに、地球上に存在するす

べての国のGDP(国内総生産)の合計

が約30兆 ドル、世界中の輸出入高はわ

ずか8兆 ドルにすぎない時に、世界で年

間300兆 ドルものマネーが流通 してい

るそうです。

近代の経済システムは、私たちの手は

もとより、アダム スミスの「見えざる

手」すら及ばないところで、暴走 し、暴

力化 しているように思えます。市場で売

買さねているほとんどの商品の、作り手

たちの顔を私たちは知りません。大量生

産、大量消費、大量破棄のツケは、環境

破壊、地域格差、コミュニティ崩壊、均

―社会、エネルギー問題 と、噴出して

います。

21世紀が始まつたその年に起こつた、

世界貿易センタービルヘの自爆テロは、

象徴的な出来事だつたように思えます。

■『モモJか らのメッセージ

ミ ヒ ャ エ ソレ エ ン デ (独 1929～

1995)の 『モ モ』(1973)は 、あ ら

ゆる世代の人たちに愛され、30カ 国語

以上に翻訳さね、世界で600万部が発

行さねたフアンタジーです。

ヴェルナー オンケン (独)は、この

『モモJの裏側に、現代の経済システム

に対するエンデの問題提起があることを

最初に気づいた経済学者です。少し Fモ

モJの要約を記 してみます。
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大きな都会のはずれの小さな円形劇場

の廃虚に、モモと名乗る一人の女の子が

住みつきます。モモは、人の話 しに耳を

傾けることで、人びとに自分自身を取り

戻させる不思議な力をもつていました。

ところが、ある日、「灰色の男たちJが
現れます。時間貯蓄銀行から来たその男

たちは時間泥棒で、時間を節約して銀行

に預ければ、 不」子がつい _、 将来は素晴

らしく多くの時間が自由に使えると、人

びとを言葉巧みにそそのかします。時間

を節約 tノ 始めた人びとの生活は日ことに

貧しく、画―的に、冷たくなっていきま

す。大都会の様子も変わつていきます。

無駄のない同じ形の灰色の高層住宅、同

じ道路 。モモは灰色の男たちと必死で

闘い、盗まれた時間を取り戻 します。

地球規模の解決できない問題の数々を

次世代に先送りしている現実は、利潤追

求と生産効率化の名の下に、時間泥棒た

ちに操られている結果かもしれません。

日3つの地域の取組み

ここで、「商いJを背景にした今の時

代の3つの事例をご紹介 したく、東京

丸の内、熊本 水俣、神田 岩本町と、

それぞれで活躍をされている方々に原稿

をお願いしました。

【東京・丸の内再開発】

丸の内は、明治2フ年に日本で最初の

近代的オフィスビルができて「―丁ロン

ドンJと呼ばれるのに始まり、大正、昭

和と常に近代的ビジネス街のシンボルと

して親 しまれてきた地域です。しかし、

世の中の推移とともに、サラリーマンば

かり、 (女の子たちに「どぶねずみ色」

と称されるような)が目立つ均一の街に

なつてきた傾向にありました。それが、

ここ2～3年の間に、オシャレなカフェ

も登場 し、世界のブラン ド店が軒を並べ

始めました。

査研究委員会

【熊本・水俣元気村のもやい通貨】

公害の原点といわllる水俣病が発見さ

れたのは1956年のことです。水俣病

は人の体のみならず、心も、地域さえも

すたずたにしてしまいました。しかし、

近年、水俣では「もやい直し」が進み、

地域を豊かにする動きが活発です。その

ような中から、地域通貨のひとつ「もや

い通貨」が生まれてきました。

【神田・岩本町の藍染稲荷】

岩本町は江戸時代から職人と商人の旧]

でした。明治、大正、昭和も震災前まで

は、落語に出てくるような向こう三軒両

隣、棟害」り長屋が軒を連ねていました。

そのような長屋は路地で結ばれており、

路地ことにお稲荷さんがTPら れていたと

いいます。今では高速道路にはさまれて、

細いビルの林立する、夜間人口の少ない

街のひと隅で、お稲荷さんを守つている

方がいます。

【東京・丸の内再開発】 三菱地所株式会社ビル開発企画部 恵良隆二

現在、丸の内には4100社 、24万人の就業者が活動 している。進

展するボーダレスエコノミーと高度情報化等の社会経済環境の変化に

対応し、活力と魅力ある都心形成が期待されている。東京都、千代田

区、」R東日本、大手日]丸 の内 有楽町再開発計画推進協議会の4者

で構成される「まちづくり懇談会Jでは、まちづくりの目標として、

「Fi代 をリー ドするビジネスJ「人びとが集まり賑うJP青報化時代に

対応した情報交流 発信」「風格と活力の調和J等を示している。

当社は、こうした考え方を踏まえ、丸の内の再構築に取組んでいる。

企業活動のボーダレス化は、スピーディな意志決定と創造力を求め、

ヮークスタイルの多様化、付力□価値の高いビジネスを生む環境を必要

としている。「Open l人々に親しまれる世界に開かllた街」剛∩terac

tve i価 値ある情報の受発信拠点」「Net1770rk:多 様なネットワーク

を形成し成長する街Jをキーワー ドに、ビジネス、ショッピンク等の

多様な活動の展開する街へ「新鋭ビルヘの連続的建替え劃「既存ビル

のりニューアルJ「街の運営 サービス」を具体的施策として進めて

いる。

本年9月 開業の丸ビルは、オフィスに加え、約 140の店舗とホール

会議室 ビジネス倶楽部等の交流ゾーンが設けられる。丸ビル開業に

合せ、丸の内仲通りの路面店の集積も進め、有楽町から丸ビルヘの回

遊性ある賑いゾーンの形成に務めてきている。又、1青 報化 交流空間

形成にも取組んでいる。先端的な社会人教育の場「丸の内シティキヤ

ンパスJ、 入居即ビジネスをスター トできる装備とサービスを提供す

るスモールオフィス「ビジネスセンター有楽町J、 ベンチャー&起業

の支援組織としてスペース、資金、経営指導、法務 会計サポー ト等

を提供する「丸の内フロンティアJ。 又、 T関連サービスとして、丸の

内エリアを光ファイバー網でネットワークする「丸のlAlダ イレク トア

クセスJ、 就業者の様々な要望に答えるコンシエルジュサービス「e―

conc erge」 等に加え、丸ビル開業時によ映像情報サービルとしての

■リア放送「丸の内ビジヨン」をスター トさせる。

丸の内は、四季を彩るアメニティ空間に、国内外のシヨップやレス

トランが軒を連ねた賑いのス トリー トとして、又、ビジネス 学術

文化の交流拠点として、24時間、365日 フルタイムに活動するグロ

ーバルビジネスセンターヘと発展していくことを目指している。

【熊 本 ・水 俣 元 気 村 の も や い 通 貨 】 水俣元節 寸参力賭 遠藤 険

ホ供えま,おもやい通貨

鰹鯰,50。雅もl
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もともと日本の田舎は「結いJや 「もやいJで暮らしが成り立って

きた。近代の貨幣経済―辺lllに よつてそうとう仕組みは壊されてきた

けれど、神社の掃除や用水路の整備や米作りではまだ活きている。

90年代か llの 水俣では、何をするにつけ住民参力口 行政参加が当

たり前となつてきている。それぞれの人の意見が違つていることは前

提だ。だから認識を同じくして何かやるのではなく、言い出しつぺが

行動することを出発点とした。水俣の地域通貨「結いJも こうして始

まつた。

やりとりは、「手伝えることJ「手伝つて欲しいことJを登録し、お

互い連絡しあい、手伝いの後「結い券Jを渡している。現在、190種
のサービスの登録があり、フ6名 (025]現在)の会員がいる。

もやい通貨 (0191よ り開始)

名称  「結L IJ

単位  ]00、 500、 ]000結い

(基本は500時間)

発行  10000結 い
.1人

方式  「結い券」の記録表に記入

運営  水俣市農林水産課が支援

0青報誌、もやい通貨メニュー発行)

丸の内仲通 り



調査研究委員会

やってみると、思つてもいなかつたことが起きる。以下は皆の会話

「大豆引きを頼まれてですね、てつきり石日で大豆を挽くものと思い

込んでスカートでいつたんです。そしたら畑で大豆を引つ張つて抜く

仕事だつたんですね。(笑)楽 しかつた、また呼んでね、つてJ

「町から来てちょこちょこつと作業して Fあ 一、気持ちよかつたJな
んて帰るなつて、今まですつと思つていたんですよ。ところがですね、

そうじゃないんだというの71J分 かりました。例えば]人の人が二時間

ぐらいでも、入れ替わり立ち替わりやつてくればそれはすこい量の労

働力だと思うんですよ。もうじいちゃんたちばつかりですからね、田

合は。」
「お金はね、縁を切るものだと思うの。はいつて渡せばそllで 終り。

でも、F結いJはあげたときに、ああ、何か自分にも返つてくるかも

知れないなと思うのね。その楽しみがあるの、これには。J

「これは芋煮会の時の手伝いでもらつた結しヽ券ですけど、『ありがとな ]

って書いてあるんですよ。J
「久木野の石積み名人の話しを聞いたんですが、そういう技術を学ん

だりするのにも F結い』のありがとうのやりとりが使えればと思うん

ですけど。J
「私はとてもだめだわ、声をかけるのもできないし、多分声もかから

ないだろうなんて勝手に思いこんでいたのが、声がかかつて、しかも

こんなにいただいて。次は結い券を使う方に と思つています。巡り

巡ることに結い券の意味も生まれると思いますので」
「水俣もやい通貨Jは人と人の新たな関わりをありがとうが結んで

いる。

ノ

もやしヽ通貨を使つて

【神田・岩本町の藍染稲荷】
わたしがこの町内にお世話になつて65年、亡くなつた親父からは、

かれこれ90年近くになりますか。
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にして参ります。

ビルの谷間の藍染稲荷 (右 から4人目が藤田さん )
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調査研究委員会

■国家通貨と地域通貨

欧州共通通貨ユー□の誕生に深く関わ

つたベルナル ド リエター氏は、今後、

持続可能な豊かさを実現するためのシス

テムとして、「国家通貨」と「補完通貨」

か・
~lな

る経済の全体象を示 しています。

両方が互いに補完 共存することによつ

て豊かさが生まれてくると言います。

国家通貨は、言うまでもなく、私たち

が現在使つている貨幣制度で、これは競

争経済に基づき世界市場を動かしていま

す。「24時間365日 フルタイムに活動

するグローバルビジネスセンターJを目

指す丸の内は、まさにこの国家通貨が活

躍する新 しい舞台になるはずです。

私たちは、今の時代を生きている以上、

このグローバルに展開する経済活動から

逃れることはできません。しかし、そこ

から弾き飛ばされて山積みにされてい

る、福祉、教育、文化、環境、エネルギ

ーなどの問題に目をつぶつている訳にも

いかなくなつています。競争ではなく、

「協働」によつて初めて手に入るもの、

ここに使われるのが補完通貨 (地域通貨 )

です。

地域通貨は世界大恐慌の後、 1930
年代から世界中で試みが続けられ、今も

世界で3000以上が流通 し、日本でも

100は あるとされています。おうみ (滋

賀 )、 かもん (神戸 )、 ピーナッツ (千葉 )、

優 (高知)、 がや (世田谷)、 COMO(多
摩)、 地域によつて単位も、レー トも、

方式も様々で、水俣のもやい通貨もその

ひとつです。

地域通貨の一番の特徴は、国家通貨が

世界に羽ばたき、なかなか帰つてこない

のに比べ、いずれも「地域で循環する」

ように「設計」されていることです。

補完通貨による経済の全体像

(ベルナル ド リエター Iマ ネー崩壊Jよ り)

■ヒン トは「こ縁」や「おかげさま」に

人間は、本質的に他者と支え合う社会

的な存在ですから、「商いJは人間の根

源的な活動で、幸せや豊かさをもたらし

てくれるものでなくてはなりません。

丸の内と神田は同じ千代田区にあり、

しかも隣接 している地域ですが、全く異

なる文化があります。

その千代田区の人口は意外なことに

39,473人 (夜 間人 口)で、31,379
人の水俣市とあまり変わりません。とは

言え、環境も条件も全く違う水俣と神田

のお2人ですが、守 り育てようとさ/1tて

いるのは共通 して「地域Jで した。福祉

も、自然エネルギーも、ゴミの問題も、

地域を離れては考えられません。

ますますグローバル化が進む一方で、

それぞれの地域が独自の循環システムを

持ち得れば、多様性に富んだ厚みのある

面白い時代を次世代に手渡すことができ

るように思えます。

そして、現代の多様性を包括するシス

テムは、お稲荷さんを通 して語 llれた「こ

縁」や「おかげさま」、もやい通貨の背

後にある「ありがとな」にヒン トが隠さ

れているのかもしれません。それは、中

世の昔から私たち日本人が引き継いでき

た「商い」の心のように思われます。

■30分先が見える

|モモ』には、時間を司るマイスター

ホラのところにモモを案内する、カシオ

ペイアというカメが登場 します。灰色の

男たちがモモを探し回る町中を、悠々と

進んで行けたのは、カシオペイアが30
分先を見通せる能力を持つていたからで

した。

芸術はこのカメのような役害Jをもつて

いるのではないでしょうか。灰色の街を

時間泥棒から解き放つため、変わりつつ

あるシステムの実現に向かつて、30分

先を顕在化 していく 。

中世の市において、8aca会員のルー

ツと見られる人々は、異界 (神々の世界 )

と人間界を結ぶ特別の能力をもつとされ

ていました。今の時代にモノづくりに関

わる私たちは、一体どのような形態の都

市を次世代に手渡そうとしているのでし

ょうか ?

(アー トアドミニストレーター 露口典子 )

原稿をお寄せ下さつた恵良様、遠藤様、藤

田様に心より感謝申し上げます。

カメのカシオペイア

(ミ ヒャエル・エンデ『モモ』より)

ｐ
ｌ
ｌ
」
´

生まll変 わる

丸 ビル (東京駅前 )

【aca通貨の提案】
ここ100年、アートも市場で売買されるため、国家通貨に縛られてきました。

パブリックな場の倉」造には地域通貨が相応しいのかもしllません。

協会内の通貨を試みるのはいかがでしょうか?単位はaaca(ア ーカ)、 芸術の協働システムです。 こ意見はE mal:fuba@pop01 odn ndip 露口まで

【お薦め資料】

地域通貨にこ興味のおありの方は → 『マネー崩壊J『エンデの遺言J「エンデの警鐘』など

中世にこ興味のおありの方は   → 『異郷を結ぶ商人と職人J『中世商人の世界J『「商いJから見た日本史Jなど
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鼈鑽輻雖―鼈
aaca理 事

(株 )日 建設計都市建築研究所所長
OGURA Y03日 IAく |

小倉 善明
東京都文京 |メ後楽2-1-3
TE1 03-3813-3861

新宿NSビルで、世界最大級の大ア ト

リウムにチャレンジすることになつたの

は、ちょつとした経緯があつた。この案

は企画案の検討時点で現行の法規のもと

ではまず無理であり、工事費も高くなろ

うから、断念することになった。別案を、

当時の広世現 日本生命社長にプレゼン

テーションをした時のことである。広世

社長の「他には案がなかつたのですか」

の一言から話が変わつた。私が何故か、

あきらめたはずの案の模型を持 つてい

て、それを見せると、「これは良い。難

しいほうの案をやりま しょう。Jとのこ

と。こllか ら苦闘が始まつた。

当時、ア トリウムという言葉も使われ

ていな わ` つた し、 1969年 -1970年
にかけて大幅な防災関係の法令改正が行

われ、吹き抜け禁止というのが建築界の

通り相場であつた。3階以上の吹き抜け

部分に対 しては、他の部分との間に防火、

防炎区画を構成させなければならなかっ

た。この規定により当時ア トランタの八

イアットリージェンシーのような、ア ト

リウムは法令上認められないことになつ

たのである。

ロノ字型平面形に対 しても、超高層ビ

ルの平面系として問題があると、行政側

から指摘があつた。吹き抜け空間は、そ

の空間の階数30階 ×ア トリウムの 1階

床面積分をア トリウム面積として加算 し

なさ t′ とヽいう解釈まで出された。当時、

アメリカには、多くのア トリウム建築が

出現 していた。日本で出来ないはずはな

いと思つていたが、何とか行けそうだと

いうまで2年近くかかつた。計画をした

ア トリウムは、23万立方(1と いう大気

積のものであつたから、万が一人災が発

生 して、熱と煙がガラスを破つてア トリ

ウムの中に出た場合でも、ア トリウムは

屋夕ヽ空間と同様の1生状を示 し、避難や消

火活動に支障がない事をシュミレーショ

ンすることが出来た。その結果を持つて

防災性能評定を受け、日本で始めての本

格的なア トリウムが出現 した。

できた空間の高さは下の広場から、ガ

ラス屋根まで 130メ ー トル、夏は広場

では気温26度近辺でも、最上部は、60
度を越す。竣工当時、夜のコール ドドラ

フ トにより、振り子時計が、毎晩、丑三

つ時に止まることがあつた。このことは、

理由を探るために徹夜で見張るまでは、

分からなかつたのである。

(写真)ア トリウムを見下ろす。床のデザインは片山不」弘氏による。
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鼈冬瘍揚――鰊
aaca理事
(株 )竹中工務店 専務取締役
MURAMATSU EICHI

村松 映一
東京都中央脇 艮圧8-21-1
TEし 03-3542-フ ]00

―東京宝塚劇場一

石り1純一郎の意匠設計による旧東京宝

塚劇場は収容人員2800名余 りの レビ

ュー大劇場として昭和9年 1月 1日 に開

場 ヒノている。これに先立ち大正 14年 に

本拠地 (兵庫)の宝塚大劇場が日本初の

3000名 収容の大劇場 と して開場 して

いる。収容人員の _/● さは宝塚歌劇の生み

の親である小林一三翁の「一般庶民の高

尚なる娯楽」の経営方針に依るもので、

芝居を広く国民のものにするためより多

くの人々に見せようとする理念に基づい

ている。このことは舞台と観客の親密さ

を助長するために設けらねている限 橋」

と共に、どこからも格差なく平等に良く

見える客席空間の指向へ展開 ヒノ、平成6

年改築された本lbll地の宝塚大劇場 新東

京宝塚劇場へと継承されている。翁のこ

の理念は 19世紀のワーグナーと建築家

ゼンバーによるバイロイ ト祝祭劇場の思

想とも共通 している。

宝塚歌劇団は約400名 の女性演者の

みからなる劇団であり、その魅力は溌刺

とした女性が醸 し出す美しさ、躍動感、

生命感であり、非日常的夢の世界を演 じ

現在も驚異的ともいえる高稼lll率を維持

し続けている。

そこで宝塚歌劇が果 してきた時代を超

えて変わることのない概念を建築作品と

してどのように表現 したかを簡潔に紹介

する。

新劇場は地下31M以上の階を賃貸事

務室に、地下2階に旧劇場にあつたスカ

ラ座を復活させ、残つた大部分の空間が

本拠地と同等の宝塚歌劇専用の施設とな

っている。夕ヽ観は高層部コーナーに塔を

設け都市のラン ドマークとし、全体が塔

に向けて階段状に上昇 してしヽく躍動感の

あるシルエットとし、淡いパープル色と

柔らかなベージュ色の色彩と繊細なデイ

テールが醸 し出す華やかさと、面出薫氏

によるライ トアップの夜景が相倹つて、

21世 紀 の幕 開 け「2001年 1月 1日 柿

落 しJを飾る相応しい都市のステージと

しての象徴性と祝祭性をもたせている。

赤 白 光の織りなす空間が劇場へと誘

い、赤 グレーのモノ トーンの色彩と光

の演出が幻想的で臨時感のある劇場空間

へと人々を招き入れる。

笹戸志津子氏のブロンズ像が演者を象

徴 して語りかけるように広場に伴づんで

いる。

東京宝塚劇場客席

■|IF

外観 (南東面)

行
十̈蝠

一

一
・
一
・一一
一
一

-0-



ざ‐―・鬱
aaca会員
造形作家
MACHIK K0

間地 紀以子
中野区野方●-37-6
TEl_03-3385-0385

「観るアートから参加する
アートヘ」

美術作品を美術館や画廊から解放 し街

角や公園、農村地域など屋外に設置 し、

より生活空間に近い場で観てもらおうと

するスタイルは最早珍しいものではなく

なりました。一方、作品を制作するのも

作家個人のみならず、2人以上の共同制

作、謂ゆる]ラボレーシ∃ンが多くみら

れるようになりましたcこれ迄の共同制

作では、作家とその制作を手伝うボラン

ティアというかたちが一般的でした。し

T」 lし近年、一般の人々を、自主的に発言

し参加するメンバーとして考える、とい

う動きが起つて来ました。美術の観賞者

であった人々が、アー トの創り手になり

コンセプ トから共に考え、作品決定 し共

同制作することにより、倉じる喜こび苦 し

みを共有 し、アー トをより身近に感 じ、

より大きな充実感を得る事が出来るもの

と考えます。ひとりではとても不可能と

思える様な大空間を使つてのインスタレ

ーシ∃ンや大きなスケールの作品、思い

もかけない様々な発想など、コラボレー

ションの可能性は大きく広がつていま

す。

:1999年か ら私が係わ つた「グルー

プ 等 (RA)」 の活動の記録を御報告 し

ます。

:1999年 光る森 参加5フ名

(写 真④)3700所の 雑 木 林 に 自 布

4000mを巻き、森の健康を願う。

:2001年 光る川 参加37名

(写真◎)川 巾20mの水面を流域100

右上●0光る森

右下●0光る川

mに わた り青布8000mをは りわた し

美しい川を願う。

:2001年 水の塔 参加3フ名

(写真③)1000本のペ ッ トボ トルに水

を入ねタワー状に組み、鉄骨フレームか
~l吊

り下げ、水の循環を表現。夜間ライ

トアップ。以上、茨城県。

:2001年 水琴窟 プロジ エク ト 参

加 11名 。

山里の静寂の村の広場に水琴窟を置き

人々のコミュニケーシ∃ンの場とする。

新潟県。

:2002年 我孫子野外美術展 (10月
～ 11月 )参加予定。千葉県。

―フー



鶯鶯鰈颯鍮中扮
aaca会員

美術作塞
KIYATAKE SADA0

喜屋武 貞男
千葉県|1市 宿連寺446 21
TEL 04--7]31 -353ア

「海からの幻想」

高校教師を定年退職 してから長年の夢

だったイギリス、ベルギー、スイスヘ旅

行し、ベルギーのアン トワープの彫亥J公

園を見学 した時に撮影 したスライ ドを皆

様にお見せ しました。沢山の興味深い作

品があり、街中にある広い公園で、しか

も入場無料です。日本では箱根彫刻の森

美術館の様に山の中にあり、有料なのと

比べると驚きです。国宝級の物に接 して

いると、それ以上の物を作らないと面白

くないし、見る側もそうでないとつま l~

ないと思います。子供のl_3か ら遊び場に

本物の美術品があるのはす l~い事だし、

ベルギーではそれが実現 している事が感

動的でした。

次に私の彫亥J作品の幾つかを紹介しま

した。学校に設置 している物が大半で、

彫亥Jの面白い所は実際の彫亥Jは小さい物

でも想像力でいくらでも大きな世界を考

える事ができる点です。

地球規模で物事を考えると、ある所か

ら先は全く違つた様相になり
誌語

。直線

を地球上で作ると赤道の様に大輪になつ

てしまいます。平面でも赤道で切断し、

南北に分けて、北極点で十字に南極点ヘ

向つて切断すると、そのひとかけらは球

の 1/8に な ります。そのひとつの三角

形は球体三角形で直角が三つの三角形に

なります。その三角形の各辺の中点にE日

をつけて線を引くとより小さな三角形が

でき、それをくり返えして行くと平面に

近い三角形になります。内角の相は270
度から180度に近くなります。

私達人間はどうしても自己中心の物の

見方、考え方になります。陸地で生まれ

たので陸から見た海の見え方になり、魚

は食糧として見てしまいます。人間中心

で陸側からの考えでは島の数だけナシ∃

ナリズムがあり、対立があり、戦争があ

ります。海は地球全体を一つの面で覆つ

ています。人間中心で物事を考えずに魚

の気持ちで海側から陸倶」を見るという視

点を持ちたいと思います。そうする事が

民族紛争も国旗、国歌の問題もないとい

う「海か・
~Iの

幻想Jなのです。

「や」(アルミニユーム)

千葉県立柏高校

「
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沐削ポ鬱仏
aac哺報委員会副委員長

SH‖ HlROMI

石丼 博美
東京都港区芝5-26-20建 築会館6F
TEL 03-3457-7998

ホームページの立ち上げ
と情報委員会の活動報告

情報委員会はこの5月 で約 1年間の活

動をしてきた事になります。

3月 末にはホームページのフレームが完

成し、5月 24日 の第 14回 総会では、出

席さ71た会員の皆様への紹介と説明が行

われました。その場に居られなかつた会

員の皆様にはこの誌上で意図と概略をお

話し、百間は の喩えでホームページに

アクセスして頂ければと思います。

調査研究委員会 1丁部会の提案による

「丁アンケー ト」の実施 (会 報a#34に

掲載)により、情報機器の導入による世

界への1青報発信と会員間のコミュニケー

シヨンの活性化は多くの会員の希望であ

る事が明らかになりましたのこのことを

受けて、一般に「IT化」と呼ばれるこの

改革の実施に向けて新たな委員会として

発足 したのが情報委員会です。

情報委員会設置の目的はここ数年の間

に日本の社会の中で急速に発達 した情報

化による社会そのものの変化に対し、協

会としての対応をどう考えるか、どうい

う具体的な施策を実施するかという事で

す。「ホームページの立ち上げ」「事務局

の1丁化J「会員の増強Jが緊急の課題と

して挙げられま した。本来で考えれば

各々「広報委員会」、「運営委員会 J、 「会

員増強委員会」の活動内容ですが、早急

な社会への対応と協会全体の方向性に関

わる内容である事かll「情報委員会Jと
いう形での対応が考えられ、理事会によ

つて承認されたわけです。

「会員の増強」については会員増強委

員会か らの要請が再三出されています

が、協会をホームページという新 しい言

語にall訳する事で、会員増強の一端とし

て相乗的な効果を期待出来るのではない

かと考えています。またこのツールが若

い世代のツールであると言うことから若

い会員世代の増強も期待できると思われ

ます。

「事務局の下化Jは ホームページの設

置に伴うインフラとしての必須の条件で

す。加えて理事会 委員会 会員の熱心

なボランテイアがあってはじめて世界に

発信できる協会のホームページが実現で

きると考えています。

「ホームページの立ち上げJによつて

情報委員会には「ホームページの運営J

という次の課題が課されています。ここ

からは、情報委員会の活動の枠内では収

まらない内容になります。情報委員に各

委員会からの代表の方々に入つていただ

いているのも「ホームページの運営」は

協会全体で取 り組まない限り貧弱なもの

におわると考えるからです。

ホームページの設置にあたつてその内

容 (コ ンテンツ)を検討するというのが

最初の基礎的な作業となりましたが、こ

れは協会全体の組織 活動を検討すると

いうことでもありました。その中から魅

力的な部分を発見 してホームページに載

せることで協会の理念と存在意義を世界

に発信 し、会員の誇りとなり、交流を活

性化させるような役割と効果をホームペ

ージに求めたからです。

新 しい時代の新 しいツールで慣れない

ことなのですが、協会の活性化を計りし

っかりとした方向性を築くべく1青報委員

会一同努力致 しますので、今後ともよろ

しくお願い申し上げます。また、会員の

方々の積 1019的 なホームページヘの参加と

ともに、運営に協力 して下さるボランテ

ィア精神溢れる会員の方々を募集 してい

ます。

協会HPア ドレスhttp//WWW aacalp COm

協会e― nna lア ドレス ∩fo@aacalp COm

-9-



豊かな緑、歴史 文化と調利1した愛″fグリーンヒルズフォレストタワー。国内最高レベルの耐震性能と閑静な周辺

環境にlllill和 したエクステリア、自然素材を活かしたインテリア、内外の単身ビジネスマンからファミリー層まで、

多様なライフスタイルに応えた最先端のハードとソフトが完備されています。この地 1142階 建超高層住宅棟の

各戸に、ツナシマllil事 が確かな実績と選択限でセレクトした、アプライアンスが採用されました。優れた性能、

洗練されたデザイス使い心地の良さ、環境への配慮、アフターケアーーキッチン、ランドリーに最適のパートナーです。

VVhite hA/estinghouse JL"″
"α

協噸c chJ年

ホワイ ト ウエステイング

八ウス社は、110年の歴史

を誇り、常に米国の家電業

界をリードしてきました。

性能 省エネ 耐久性を考

慮したニユーモデルを次々

に開発 製品化 輝かしい

実績と信頼を得ています。

特に 暮らしの洗浄 にこ

だわる開発コンセプトは高

く評価され 米国の公的機

関も品質を保証していま魂

アマナ社は1842年にアメ

リカに移住した グルマン

民族の末裔が設立した歴

史と伝統のある大型冷凍

冷蔵庫メーカーです。伝統

と実績に裏付けられた開発

力 技術力 優れた機能性

を追求して作られた風格と

環境と暮らしを考えた省工

ネルギー性能が ヨーロッ

パ諸国を女合めとする世界各

国で高く評価されていま軌

アメリカでガスレンジとい

えば マジックシエフ。マジ

ックシェフの歴史が築いた

調理のコツの全てが活か

されています。国産製品に

は見られない個性的な機能

特徴の数々。水分やおいし

さを包み込む強火から 愛

情と時間をかけて煮込む

とろ火まで 入力自在のバ

ーナーがお望みの大カロ減

で見事に調理をこなしま説

一
|プ鶴、`い

ジ f]

全自動食器洗い乾燥機

| 
…

…F
ドラム式全自動洗濯蒻 機

上記の他に、北欧のメーカーでASKO(アスコ)社や他メーカーの製品も取り扱つています。

製品のお問い合わせ カタログのこ請求は
・  |   ‐ ・  ‐   ` ‐    ::||

ツナシマ商事が取り扱う ユーティリティ局房機器の

詳ししヽ情報や仕様がこ覧いただけます。

本社 大阪ショールームヘお越しくださしヽ ..

係員がお客様のこ質問にお答えします .

また 製品のテストも行えます.

翼売発婦 Jオ 副 軍 商 事
本   社/東京ショールーム

大阪営業所/大阪ショールーム

〒]13‐ 0034東京者B文京区湯島32012
〒550-0006大 阪市西区 I之子島 |-7-3

TEL 03-3833-1331(イ t)

TEL 06-6448-4111(イ t)


