
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9 月 1 日（土）・2 日（日）、東北大学片平キ

ャンパスと塩竃で開催されたこの大会は、東北

６県で構成される東北ブロック会の女性委員

会が2年に1度の大会形式で開催されるもので

す。まずは大会を成功に導いて下さった実行委

員会（男子ｽﾀｯﾌ含）の皆様をご紹介します。 

会計：庄野真紀子、菊地朱美 ｷｬﾝﾊﾟｽﾂｱｰ：

中村捷子、杉山ふじ子 会場ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ係：大瀬

あけみ、麓結 昼食係：松田和枝、佐藤睦子、

大瀬あけみ 会場受付係：槙ふくえ、村上真由

美、西條由紀子、遠藤陽子、古賀真澄、庄野真

紀子、松田和枝、佐藤睦子 講演会司会：清本

多恵子 ﾀｲﾑｷｰﾊﾟｰ：池田法子 事業係：西條由

紀子、佐藤美保子、大瀬あけみ、槙ふくえ、古

賀真澄 宿泊・懇親会受付：村上真由美、槙ふ

くえ、古賀真澄、西條由紀子、懇親会司会：田

代ふじみ、佐藤美保子、古賀真澄、塩釜見学：  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

清本多恵子、遠藤陽子、籔内しずか、撮影：宍

戸智美、編集委員：清本多恵子、佐藤喜子、麓

結 広告担当：麓結、高橋直子 男性ｽﾀｯﾌ：大

浦康宏、加藤勝弘、 

鈴木芳典、早川欣 

也、片山祐一、高 

橋芳人（敬称略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（公社）日本建築士会連合会東北ブロック会女性委員会みやぎ大会 

http://www.kensendai.blog.fc2.com/ 

白袋に「ございんみやぎ」を貼り付けた 

お手製の紙袋とﾉﾍﾞﾙﾃｨの一部 
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■9 月 1 日 10：20 キャンパスツアーに他県

の方 60 名が参加しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

東北大学特任教授杉山氏と東北大学史料館

加藤氏の解説で、特別に公開して頂いた魯迅の

階段教室などを１時間かけて見学しました。 

 

 

 

 

 

 

11：30 レストラン萩で昼食（90名） 

12：30 受付（金属材料研究所２号館講堂） 

13：00 （公社）日本建築士会連合会東北ブ

ロック会 勝部会長の開会の挨拶、宮城県知事

代理 宮城県土木部 技監兼次長 三浦氏と仙台

市長代理 仙台市都市整備局建築宅地部長 石

戸氏の来賓挨拶、砂金会長の開催県挨拶、東北

ブロック会女性委員長 星さんの挨拶があり、 

参加者 100名超の大会が始まりました。 

 

 

 

 

 

 

 基調講演ではまず、東北大学特任教授杉山氏

による「東北大学片平キャンパスの景観保存と

整備計画」について建物の時代ごと特徴に始ま

り、片平キャンパスの歴史的景観と調和を図る

ために、「茶色のスクラッチタイルによる連続

する壁柱」をデザインコードとして、新築や改

修を行っていること。保存に関する様々な事例

について、そしてキャンパス全体の整備計画に

ついて、と、まもり伝えていくいくものと新し

い技術という、タイトルそのもののとても濃い

内容の講演をして頂きました。 

 

 

 

 

 

安井妙子あとりえ主宰 安井妙子氏からは、 

「国登録有形文化財平源旅館 復活ものがた

りと建築性能」について、国登録有形文化財 

であったが、長期間放置され、荒れ放題だった

平源旅館が活用されるに至った経緯に始まり、

改修設計では「守る」部分と「犠牲にする」部

分を明確にすることで①用途を満足する、 

②文化財としての価値を損なわない、③耐雪、

耐震及び高断熱高気密の補強、を基本方針とし

て、既存の宿泊棟は「犠牲」にして宴会場を新

築。外観を改変しても支障がない部分へはサ 

ッシの変更と外貼り断熱。外観を改変できな 

い部分へは内部から断熱。土蔵は、断熱補強 

をしていないが、暖房システムの工夫により、

改修後 CASBEE は 2.6（改修前 0.3）となった

ことなど、未来へつなぐたてもの、として平源

旅館を訪れたくなるお話をして頂きました。 

 宮城県建築士会 砂金会長からは「女川町竹

浦地区高台移転事業 地域住民と建築士によ

る復興まちづくり（景観と風土に配慮したまち

づくり）」と題して震災復興事例の報告をして

頂きました。その後、各県建築士会から事例発
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表があり、宿泊懇親会会場へと移動しました。 

■9 月 2 日 10：00  NPO みなとしおがまガイ

ドの方に、勝画楼・亀井邸・ゑびや旅館・杉村

惇美術館を案内して頂きました（59名）  

 

 

 

 

 

 

■各県の方からの感想です。 

見どころ満載の二日間でした。特に、東北大

学片平キャンパスの見学。解説して頂きなが 

ら歴史的建造物を見る事ができ、保存改修の 

経緯がよくわかりました。午後からの基調講 

演では、今見てきたばかりのキャンパスの整備

計画が手に取るように分かりました。夜の懇親 

会では、宮城建築士会女性部の違った一面を垣

間見ることができ、とても楽しいひと時を過ご

すことができました。計画、準備等大変だった

と思います。宮城建築士会の皆様ありがとうご

ざいました。（山形県建築士会 原田江美子） 

東北大の見学では、歴史的建造物の素材やデ

ザインを大切に残し、内部空間は今の時代に合

うように考えられていて、今回のテーマにぴた

りと嵌る建物を見させていただきましてとて

も良かったです。また、外壁を当時のまま残し

内側だけ新築するという技術力の高さにも驚

きましたし、デザインコードを決め、改修建物

も新築建物も街並みとして統一されていて違

和感がなく、学園都市として市民の憩いの場 

に相応しいキャンパスだなと思います。 

それから、懇親会での芸達者な仙台人のおも

てなしは楽しい時間で未だ目に焼き付いてい

ます。ありがとうございました。 

（岩手県建築士会 大坂久子） 

東北６県から集うブロック会は、同じ東北

人のＤＮＡが流れていることもあり親近感を

持って参加でき、各県の活動を知る大切な場で

あると思います。今回の杜の都仙台を象徴する

ような東北大キャンパスの景観・整備計画と 

雪深い秋田の個人所有の老舗旅館の改修事例

の基調講演は、それぞれの東北独自の地域の伝

統や建物の特性を活かした保存・維持について

再考する機会となる大変興味深い内容でした。

東北大では建物内に立ち入り、貴重な見学体験

ができました。翌日訪れた塩竈市も活きたまち

づくりを大切にしていると感じました。今回の

テーマにあるように、懐かしさと新しさが心地

よく混ざり合い統一された環境をいかに創り

上げられるかを熟慮した２日間となりました。

宮城県建築士会の皆様、ご準備ありがとうござ

いました。 

懇親会の圧巻のパフォーマンス‥大いに楽

しみました。女性委員会パワー健在！です。 

（福島県建築士会 菅野稔子） 

■最後になりましたが、皆様方のおかげで大会

が無事に終わりました。深く感謝申し上げます。 

 なお、多才でｱｲﾃﾞｱ豊富な実行委員の方々に

よる打合せは 3月から月 1 回の計 6 回行われ、

それ以外に行なわれた、宿泊先等との打合せや

ｷｬﾝﾊﾟｽﾂｱｰ等、各担当ごとの打合せにより、ｽｹ

ｼﾞｭｰﾙはより細やかに、よりｽﾑｰｽﾞに洗練され、

ひと手間かけた紙袋以外にも、名札には各県の

花の絵が描かれ、墨書のございんみやぎ、案内

板、食券等々の作成、ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ等の収集を 

おもてなしの気持ち満載でして頂きました。領

収書作成、振込の確認等、最初から最後までの

会計さん含め、本当に本当にお疲れ様でした。 

■大会冊子は宮城県建築士会HPにUPしてい

ます。基調講演の詳細内容や各県建築士会事例

発表など、是非ご覧ください。 （小林淑子） 
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「学校ブロック塀」 

 今回の大阪北部地震でお亡くなりになった

皆様へお悔やみを申し上げます。在ってはなら

ない事故が自然災害の影響で起こってしまい

ました。指摘をしたにも関わらず守れるはずの

命を守ることが出来なかった事へ非常に残念

です。 

 

私は防災・減災アドバイザーとして、三度の

震災経験者として危険性を１００で伝えました。

受け取った側も１００で受け取って頂き、次へ１

００で伝えて頂きました。しかし、最終現場が専

門的知識での対応がなされていなかった。 

学校現場のブロック塀は現在撤去が進み保

護者は残るは通学路との話になっています。し

かし個人所有・企業所有へは強制力がない為、

不安が残っているのも事実です。四十年前の

宮城県沖地震の教訓が得られて居ないのも事

実です。熊本地震では個人所有のブロック塀

が倒壊し亡くなられた方のご家族からの訴えで

裁判になり、裁判所は損害賠償の判決が出 

ました。ブロック塀解決には様々な課題を乗り

越えなければならない。 

 

地域の不安を取り払うには 

個人所有のブロック塀対策は国・県・市町村

の理解と協力が必要不可欠です。法律を作り、

法律に基づいて補助金制度を考える必要があ

ります。 

 

(案)適マークの実施方法 

⑴ 二年ごとに耐震検査を。 

(ブロック塀耐震士) 

⑵ 合格へは適マークを発行し、 

ブロック塀に取り付ける。 

⑶ 不合格の時には撤去費補助か 

修繕費補助。 

⑷ 撤去後は生垣に補助 

(仙台市助成があります) 

 

地域の安全とは 

 地域の安全とは自助・共助が災害への危機

感を持ち地域安全への理解と協力で成り立ち

ます。自然災害の基本は危機感と想定以上の

備えが基本です。 

普段からの備えが在る、無いで全てが変わり

ます。個人だけが備えていても地域全体で災

害への危機感と想定以上の備えで地域安全が

成立します。 

 

防災減災危機管理 

学校地域防災アドバイザー 

吉田 亮一氏 
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