
2014年度 (第 54回 )九州支部研究発表会

研究発表会・設計競技展示会 会場 :熊本県立大学

シンポジウム・懇親会 会場 :熊 本 大 学

研究発表会

日
'寺

 2015年 3月 1日 (日 )9100～ 17:00

会場  熊本県立大学 (熊本市東区月出 31100)

シンポジウム 【入場無料】

日時  2015年 2月 28E3(土)13100～ 17:15

会場  熊本大学工学部百周年記念館 (熊本市中央区黒髪 2391)

内容  建築の 「生き方Jサミッ トー建築をまもる つたえる いかす活動の最前線―

基調講演 :シ ンポジウムバネラーによる活動紹介

,シンポジウム :九‖1を中心に展開する建築を「生かすJ諸活動を紹介 し討論

・基調講演 パネラー :

松岡恭子 儀 岡建築ファウンデーション/スピングラス・アー率テクツ)

末属香織 (八 1暦市民会館 リポーン (再生 )委員会 学生提案展/九州大学 )

中村享― 帳 崎都市遺産研究会/一宇―級建築士事務所 )

田中智之 (けんちく寿プロジェク ト/熊本大学 )

・基調講演 ,コ ーディネーター :

倉方俊車甫 0し九州1子 ども建築ツアー/大阪市立大学 )

一般社団法人 日本建築学会 九州支部

懇親会

日1寺  2015年 2月 28日 (土)18100～ 20:

会場  熊本大学 くすの本会館 レセプションルーム

会費  一般 4.000円  学生 2′ 000円

設計競技展示会

日時  2015年 2月 28日 (■)～ 3月 1日 (日 )

会場  熊本県立大学

00(受付 17:30～ )

(熊本市中央区黒髪 2401)

内容  2014年度支部共通事業設計競技九州支部入選作品の展示 袋 :卜 腑



一般撞圃法人 口本建築学会 九剣1支郡

贔蜻蓋鶉儘繹L(第 54回 )ジЪFplltl蓼鐵麟屡爾蓼竃勒畿伶

日

本
ム

シンポジウム 【入場無料】

建築の「生き方」サミッ ト

ー建繁社まもる 0つたえる 。しヽかす活動の最前線一

時  2015年 2月 28日 (土)13:00～ 171]5

場  熊本大学工学部百周年記念館 (熊本市中央区黒髪 2391)

主 催  (―社 )日本建築学会九州支部

共 催 熊本大学大学院自然科学研究科/熊本入学工学部建築学群

Prl合せ tanakaoarCh kulramoto―u acjp(熊 本大学 田41智之)

現在、建築が「生きるJために、様々な取り組みが行われています。

通常このような場では単独の事業か、複数であれば解体なら解体、平常

時な l― 平常時としヽラように同種事案を扱うのに対ヒノ、

今回は、平常時、解体の危機など様々な状況での取り組みが集結し、それ

ぞれの視点や立場からお互いの活動をみることにより、新しい「建築の生

き方」に関する考えや、方法論へとつながる議論が行われます。

轟郡院議演 (バネラーによる活動紹介)

九州を中心に展開する、建築を「生かすJ諸活動の紹介

シン蠅 ●ム (パネラ による討論)

バネラー

松岡 恭子 (福岡建築ファウンデーション/スピングラス アーキテクツ)

末属 香織 (八幡市民会館リボーン(再生 )委員会学生提案展/九州大学)

中村 享― (長崎者F市遺産研究会/一宇―級建築士事務所)

田中 智之 (けんちく寿ブロジェクト/熊本大学)

コーディネーター

倉方 俊車南 (北九̀州子ども建築ツアー/大阪市立大学)

懇畿 奎

口 時  2015年 2月 28日 (土)18100～ 20100(受 付 17:30～ )

会 場  熊本大学くすの木会館レセプションルーム

(熊本市中央区黒髪 2-40-1)

会 費  一般 41000周  学生 2′ 000円

問合せ takedaoarCh kumamoto u acJp(熊 本大学 武田浩二)

識 計競 技震 示会

日 時  2015年 2月 28日 (土 )^ン 3月 1日 (日 )

会 場 熊本県立大学 (熊本市東区月出 3-1-100)

内 容  2014年度支部共通事業設計競技九,11支部入選作品の展示

※2月 28日 (上 )13100からのシンポジウムにおいて表彰

(受賞者代表 1ま懇親会招待)

松岡 恭子 Kyoko Matsuoka

九州大学卒業後、東京都立大学大学院、コロンビア大学

大学院で修士課程修了/1992年 ニューヨークで独立以

降、台湾、日本でも活動を開始 /現在は福岡を拠点に、

建築に加え、プログク トから橋梁などの土木建造物まで、

幅広いデザインを手掛ける/一方、国内タトの多 くの大学

でデザイン教育にも携わつてきた/日本建築学会建築九

州1賞、福岡県文化賞、グッ ドデザイン賞など受賞多数/
市民に福岡の優れた建築を紹介する NPO法人福岡建築

フアウンデーションの理事長も務める

薫庸 番織 Kacru sueh rO

1961年大分県生まれ /1984年 九り11大学工学部建築学科

卒業/1986年 九,洲 1大学大学院修士課程修 了/198690
年 SKM設 [1計画事 F‐

‐
所勤務′/199091年 EAT―級建築

士事務所代表 /199194年 Benage lnstttte建築大学

院オランダ政府給費留学生および彫亥]デ ザイン 建築基

金奨学生 /1993年 Herrnan Hcltzberger建 築設計事務

所/199498年 九,州 1大学工学部建築学科助手 /1998年
NKSア ーキテクツ共同主宰/200005年 有限会社エヌ

ケイ エス  アーキテクツ代表取締役 /2005年 一九 ,11大

学大学院人間環境字石F究科助教授 /現在司准教授

中村 享― KydCh Nakamura

1951年 長崎市生まれ/白石建設、都市企画設計コンサル

タン トをitて 1982年中村建築設計室を福岡市に設立/
2009年より九州大学大学院芸術工学府環境遺産デザイン

コースに社会人 ドクターとして在籍 し軍艦島誕生の背景

と日本近代建築史における影響を研究/2010年∃薔を機

に一宇―級建築士事務所に組織変更/2013年長崎に拠点

を移動 し原爆復興を象徴する長崎市公会堂解体危機を

きっかけに長崎都市遺産研究会を結成、副代表を務める

/現在長崎市公会堂存続支援会議代表 として復興に尽力

した先人達の記憶を未来に届けるための活動を行う

躍中 智之 Tom。ソutt Iぁ na ka

1971年埼玉県生まオ1/1994年 早稲田大学理工学部建築

学 T●卒業 /1996年 同大学院理工学研究引 多士課程修了

/1999年 同大学大学院理工学研究 ll博士後期課程単位

取得退 学 /1997年 早稲 田大 学専任 助 手 (～ 2000)/
2000年早稲田大学非常動講師 (′・2005)/2001年 早

稲 田大学芸術学校客員講ET(～ 2005)′/2005年
熊本大

学助教授′
′2006年株式会社 TASS建築 tlttD‐ を共同設

立/2007年 熊本大学大学院准教授 /2010年 よ り 「けん

ち く寿ブロジェク トJを 熊本の建築専門家らと開始/
2014年博士 (建 築学)を取得 /現在、彙「本大学大学院准

教授 学長特別補佐

倉方 畿車繭 Syttnsuke Kげakata

J971年 東京者F生ま1■/早稲 田大学大学院博士課程満期退

学 /伊東 忠太の研究て博士号取得後、西 日本工業大学准

教授 を経 で現在 、大阪市立 大 t‐ 大学院工学研究 ll准教授

/主に日本の近現代建築の研究を行 いなか ら いま目の

前 にある建築Ё勺な現象の意味を社会 につなげようと して

いる /2013年 か ら大阪市 t‐ 有識者会議委員の一人 とし

て 子生 きた建築 ミュ ー‐‐アム フェス テ ィバル大 阪Jを 中

心 とした事業 に関わる /著書 に『大阪建築 みる ある (

かたる』、『東京建築みる ある (IJたる J、 『 トコノモン』、

『吉 f7隆 正 とル  コル ビュシエ ].監 1多 解説書 に『伊東

忠太建築員t4集』ほか

艤福岡建築フアウンデーション

●八幡市民会館リポーン(再生 )委員会

0長崎者F市遺産石]究会

0けんちく寿プロジェクト

薩北九州1子とも建築ツアー

一般社爾法人日本建築学会九141支書β http/ル ews SV al ol」 p/kyushtr 〒3100001福岡市中央区天神4711ク レンビル5階  Te1 092 406 2416 Fax 092‐ 4062418 E-3・ a kyushuoa,orjp


