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支部長あいさつ

Director's Greeting

公益社団法人 日本建築家協会（ JIA ）沖縄支部

Japan Institute of Architects (JIA) Okinawa Branch

支部長

伊良波 朝義

平素より（ 公社 ）日本建築家協会（ JIA ）沖縄

力向上に貢献できるように、建築士会・事務所

支部の活動に格別のご高配を賜り、心より感謝

協会と共に準備段階から公開審査まで関わりま

申し上げます。特に法人協力会員の皆様におか

した。

れましては、毎年各事業に対し多大なご協力を
賜り、この場をお借りしてお礼申し上げます。
沖縄支部は、1997年6月に九州支部より分離
し、支部発足23年目となります。その様な中、昨
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Director:

東南アジアとの国際交流では、今年3月に7年
ぶりのタイ国（ チェンライ・バンコク ）への訪
問を予定していましたが、新型コロナウイルス
の影響により延期となりました。

年5月の支部定期総会におきまして、第7代支部

沖縄建築文化の向上では、第23回卒業設計作

長を拝命致しました。全国単一組織であるJIA10

品選奨を開催し、工業高校、専修学校、県内外の

支部の1支部としての立ち位置をしっかりと踏ま

大学から多くの出展があり、レベルの高い作品

え、建築文化の向上に努めて参りたいと思います

に白熱した議論が交わされ、学生達も大いに刺

ので、どうぞ宜しくお願い申し上げます。

激を受けたのではないでしょうか。なお、最優

Tomoyoshi Iraha

I would like to extend my sincere appreciation for your

to contribute to the advancement of technical skills among

exceptional support for the activities of the Japan Institute of

young professionals, in which we took part in the preparations

Architects (JIA) Okinawa Branch. Particularly to our corporate

through the open screening.

members, I would like to take this opportunity to thank you for
the kind cooperation you continue to provide year after year.

For our international exchange with Southeast Asia, while we
planned to visit Thailand (Chiang Rai and Bangkok) in March

The Okinawa branch was split from the Kyushu branch in June

this year for the first time in seven years, due to the recent

1997 and has marked its 23rd year since its establishment.

coronavirus outbreak, the trip has been postponed.

With that, I was of ficially appointed to serve as the 7th
branch director in May last year at the general assembly

For the advancement of Okinawa's architectural culture, the

meeting attended by all the branches. Given the Okinawa

23rd Diploma Design Award was organized, drawing many

branch's standing as one of ten JIA branches independently

exhibitors from technical high schools, vocational schools,

administered, I intend to promote the advancement of

and universities in and outside the prefecture, and heated

architectural culture and welcome your participation.

discussions took place over the impressive designs, seemingly
offering much inspiration to students. The best work will go on

Our strategic plan and activities for the year 2019 were

to represent Okinawa and be exhibited at the National Diploma

centered on reexamining the architecture of Okinawa, as the

Design Award ceremony to be held at the JIA headquarters.

only place in Japan with a subtropical climate and with its

As no work from Okinawa has ever won a prize, I look forward

distinct culture, to form a future vision for an architectural

to seeing a winning work of architecture with absolutely

設計に掛けた想いをぶつけて入賞を果たして頂

culture we can proudly present to the world with the help of

everything put into it for the graduation design.

きたいものです。

our members. We worked on numerous projects as the JIA our

日本唯一の亜熱帯気候に属し、独特の文化圏を

秀作品は、JIA本部で開催する全国学生卒業設計

持つ沖縄建築を再考し、世界に誇れる建築文化の

コンクールへ沖縄代表として出品されます。こ

将来像を、会員と共につくりあげることを2019

れまで沖縄からの入賞はありませんので、卒業

年度の事業計画の中心に据え支部活動を行って
まいりました。市民に対して「頼れるJIA」とし
て、会員に対して「学べるJIA」として、また組織

また、毎年開催している建築展は、昨年 10 月

として「楽しめるJIA」を掲げ、様々な事業に取

31 日に焼失した首里城を中心とした企画展示

り組んで参りました。特に「若手建築家の育成」、

「 首里城の輪郭 」展〜首里城から考えること〜

community can rely on, the JIA our members can learn from,

Furthermore, while we planned an exhibit centered on the fire

and the JIA that we can enjoy as an organization. In particular,

that brought down Shuri Castle last year on October 31 as part

we planned and executed each commit tee's ac tivities,

of our annual architectural exhibit, titled, The Silhouette of

focusing on the topics of “professional development for young

Shuri Castle: What We Learned from Shuri Castle , in addition

architects”, “international exchange with Southeast Asia”, and

to the lectures related to the exhibit, the architectural cultural

“advancement of Okinawa's architectural culture.”

lecture which was scheduled to be held together with the long-

「東南アジアとの国際交流」、
「沖縄建築文化の向

を予定していましたが、展示関連の講演会と共

上 」を事業活動のテーマとして各委員会を中心

に、更に待望であった妹島和世氏をお招きし開

に企画・運営を担って頂きました。

催する予定であった建築文化講演会も含め、新

For the professional development of young architects, the

prevent the spread of the recent coronavirus. I truly hope that

若手建築家の育成では、45歳以下を対象とし

型コロナウイルスの感染拡大防止の観点より延

4th Okinawa Future Architecture Forum was held, welcoming

the current situation comes to an end and our ordinary days

た第 4 期沖縄未来建築塾「 建築に触ろう・沖縄

期となりました。この状況が早く終息し、平穏

those 45 years of age and under, comprising 8 sessions in

return soon.

に触ろう 」をテーマに、ものづくりの原点に触

な日々が到来することを切に願っております。

れることを基本としながら、国内外で活躍して

今年度も昨年同様、建築家を目指す学生や若

いる著名建築家を講師としてお招きし、双方向

手が育つ環境を整え、JIA の公益活動を通じて

で学び語り合える環境を整え全 7 回開催しまし

各会員が魅力的なまちや建築にづくりに責任を

た。また、毎年沖縄県にて開催しているティー

持って関わり、社会に信頼されるよう活動を推

ダフラッグス（ U40 コンペ ）では、若手の技術

進して参ります。

awaited lecture by Mr. Kazuyo Sejima were all postponed to

total. The theme of “Let's Get to Know Architecture & Okinawa”
was assigned to the forum with an emphasis on touching on

This year, we intend to continue as we did last year to provide a

the origins of manufacturing, inviting as lecturers renowned

landscape in which students working to become architects as

architects who work on projects in Japan as well as abroad and

well as young professionals can grow, support our members to

creating an environment in which participants could exchange

get involved in exciting urban and building developments with

knowledge. In addition, we joined forces with the Okinawa

a sense of responsibility through JIA's public activities, and

Society of Architects & Building Engineers on the Tida Flags

promote activities that instill credibility in our organization

(Under-40 Competition) held every year in Okinawa as a way

within our community.
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漢 那 潤「 本 部 町 の 新 民 家 」
2019 年度 J I A 環 境 建 築 賞
住宅建築部門 最優秀賞 受賞 !!

快挙 !

Brilliant
Achievement

Jun Kanna "SHINMINK A of Motobu-cho"
JIA Sustainable Architec tue Award; Residential Projec ts the First Prize

1976

ベネズエラ、カラカス生まれ

2001

神奈川大学工学部建築学科卒業

1986

来日

2002

株式会社ISSHO建築設計事務所 設立（2005年改定）

2008

イギリスのWallpaper誌［今後注目の世界の若手建 築 家

2010

経済産業省が実施するJAPAN DESIGN＋［若手デザイナー

2010

GOOD DESIGN2010にて2つの物件が［グッドデザイン

2018

沖縄建築賞の最高賞・正賞を受賞

1976

Born in Caracas,Venezuela.

2006-2017 神奈川大学非常勤講師

1986

2001
2002

2008
2010

漢那 潤 ISSHO建築設計事務所
JUN KANNA ISSHO Architects

2010
2018

50組］に選出
日本代表20組］に選出
賞］を受賞

Move to Japan.

Depar tment of Architec ture,Facult y of Engineering, Kanagawa
University.

Founded ISSHO ARCHITECTS,CO.,LTD (Incorporated 2005).
The World's 50 Hottest Young Architects ,UK ,WallPaper

JAPAN DESIGN + 20 Emerging Designers, the Ministry of Economy,
Trade and Industry Japan

Good Design Award, ,Japan

Received the highest prize of the Okinawa Architecture Award

コメント

漢那 潤

今、我々の目の前に立ちはだかる問題群は、一地域、一
国家の枠を超え、世界共通のこととなっています。

The problems that stand before us today go beyond the boundaries
of region and nation, and is global.

人類の最終的な目標とはなんだろうか。

What is the ultimate goal of humanity?

この問いの答えは、環境問題や社会問題の論壇から見い

The answer to this question was nowhere to be found in the rostrum
of environmental and social issues, but it began to present itself as I
made my attempt at architecture in Okinawa.

だせたことではなく、沖縄での建築を試みはじめたときに
見えてきたことでした。
それは、美しい沖縄の風景が、隅々まで蝕まれつつある
ことを痛感したこと。さらに、過去の状況を調べている中
で、琉球王朝時代の沖縄が持続可能な社会を形成し、その
建築様式や集落の配置が理にかなっていて、非常に美しかっ
たことです。
今、沖縄はどう考えても良い方向に向かっていません。
建築を取り巻く産業、行政のすべては、もっとそのことを
意識しなければならないと思うようになりました。
琉球王朝時代は様々な法律を作成し、林業にまで法律が
ありました。また、建築の取り決めは、住民の利害関係か
らではなく、地球との利害関係から生まれたものと見るこ
ともできます。そのことに気づいたことが建築家としての
大きな転換点でした。
地球の持つ生産力を把握し、人類の消費力がその生産力
を上回らない社会を構築すること 一発展を前提とする
ことではなく、定常を前提とした社会ではないでしょうか。
現代から遡ること150余年。地球の小さな島国が成し得
ていた定常社会は、現代のグローバル化の過程においても、
人類の一つの指標として再評価されるべきだと思うのです。
新しい木造の民家一新民家を創り、伝えていくことを
通して、その目標に向けた活動は、ようやく、はじまった
ばかりです。

4

Comments by Jun Kanna

It was the acute realization that the beautiful scenery was being
eroded in every corner of Okinawa. Furthermore, I could see as I
studied the past the extreme beauty in the architectural style and
rational layout of settlements as Okinawa formed a sustainable
society during the dynastic era of Ryukyu.
Today, it is dif ficult to believe that Okinawa is headed in the
right direction. I began to feel as though all of the industries and
government offices surrounding architecture should be more aware
of that.
During the Ryukyu dynasty, various laws were enacted, even laws
pertaining to forestry. So much so that architectural guidelines can
be seen as having originated from the interests of Earth rather than
the residents. Awakening to this fact was a major turning point for
me as an architect.
Understanding the productivity of Earth and building a society where
the consumption of humanity does not exceed its productivity — It
is not about the premise of development but a society that assumes
stability.
Dating back more than 150 years from the present day, I feel that
the stable society that this small island nation has gained on Earth
should be reevaluated as an indicator for humanit y in today's
development of modern globalization.
A new wooden house—through creating and passing on a new house,
activities aimed at that goal are just finally beginning to unfold.
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Kunigami-gun, Okinawa

沖縄県国頭郡

成長

35

琉球
林業

成長

21
建材

100年目

30

軒裏

4691

ISSHO Architects

ISSHO 建築設計事務所

解体
50年目

JUN KANNA

漢那 潤
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建材

484

SHINMINKA of Motobu-cho

本部町の新民家

210

01

909

新築

21

JIA 環境建築賞 住宅建築部門 最優秀賞
JIA Sustainable Architec tue Award; Residential Projec t s the First Prize

吸気スリット

植林

解体
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03
2345

建替

日中の日差し

防風屋敷囲い

防風屋敷囲い

→→

この作品はデザイン的にも構造的にも美しくて面白い。昔
の沖縄の台風に耐えられる家のエッセンスを持ちつつ新し
く、こぢんまりとしたとても気持ちが良い家だ。遮蔽と通
気がよく考えられている。余計な事がなく、シンプルで、
予算的にも素晴らしい。防風林と建物の関係性も大切にし
た環境建築となっている。昔からここに住んでいる人もこ
の建物は「新しい沖縄の家」と認めている。家のライフサ
イクルも考えて、沖縄の林業にも取り組み、新しい沖縄の
家を探求している夏の暑さにどう向き合うかということを
昔の知恵に求めた好例であり、最優秀賞に相応しい。
講評：彦根アンドレア
6

350

採石場の問題がこの『新民家』発案のベースとなっている。

530

何故これから沖縄に木造住宅が必要なのか、そして島内の

10150

通風

発泡ウレタン
埋め戻し

190
370

二重屋根吸気

1 100

160

→ → 二重屋根排気

50
100 300 180

→

→

西日

設計
▼ GL

断熱材

This “SHINMINKA” (new style of private house) idea is based on the
question of why timber-framed houses will be necessary in Okinawa
in future, and on the problem of stone quarrying on the islands. This
work is beautiful and interesting, in its design and its structure. It is
novel, while retaining the essence of an old home able to withstand
Okinawa’s t yphoons, and it is a ver y pleasant and coz y home.
Screening and air movement are well thought out. It is simple, with
nothing superfluous, and superbly economical. It is environmental
architecture that also values the relationship between the building
and the windbreak forest. People who have lived here since olden
times recognize this as a “new Okinawan home.” This examination of
what a new Okinawan home would be also considers the home’s life
cycle, and addresses Okinawan forestry. This is an excellent example
of looking to old wisdom for ways to counter the summer heat, and it
deserves the First Prize.
Reviewer : Andrea Hikone

写真：島村鋼一
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2019 年度

JIA25 年賞／ JIA25 年建築選
2019 JIA Silver Jubilee Award / JIA 25th Architec tural Selec tion
JIA25年賞では「25年以上の長きにわたり、建築の存在価値

The JIA Silver Jubilee Award recognizes and celebrates “over 25 years

を発揮し、美しく維持され地域社会に貢献してきた建築」を登

of demonstrating the existential value of architecture, maintaining its

録・顕彰します。
今回全国からの応募、その５点のうちに浦添市図書館が選ば

beauty, and contributing to the local community."
The Urasoe City Library was selected among five nominations from all over
Japan.

れました。

建物概要 Data

受賞コメント
応募はしたものの、あまり期待していなかったこの浦添市図書館が25年賞
に選ばれ、長く設計一筋に励んできた甲斐があったと素直に喜んでおります。
当時を振り返ると、若くして彗星のごとく登場した比嘉昇市長が、県内市
町村では初の図書館建設構想を打ち立て、また当時新進気鋭の建築家内井
昭蔵氏に基本設計を依頼、実施設計では地元事務所を活用するということ
で共同設計者に、当時市内10社のうち手を上げた中から、幸運にも私が選
ばれた。

浦添市立図書館

所在地

沖縄県浦添市安波茶2丁目2番1号

建築主

浦添市

用途

図書館
（株）内井昭蔵建築設計事務所・
（株）東設計工房 設計共同企業体

設計者
施工者

大晋建設株式会社

現所有者

浦添市

現建物名称

今ではありえないことですが、当時鉛筆で図面を書く時代、共同事務所を
地元浦添市内にとの条件で内井事務所から優秀なスタッフが常駐、浦添側も
わが社だけでなく、希望する事務所からスタッフを出向してもらい進められ

掲載出版物
面積

浦添市立図書館
『新建築』新建築社

敷地面積

4,133.00m2

建築面積

1,856.18m2

延床面積

3,036.58m2

た。時折内井先生が来島され、書き上げた図面に朱を入れ、何度も書き直す

建ぺい率

44.91%

繰り返しの作業で設計を終え、工事監理においても種々勉強をさせてもらい

容積率

73.50%

ました。

階数

2F
最高高

14.365m

軒高

8.2m

現在写真 Current photo

このように時間が経過して、その建築価値が評価されることは設計者冥利

高さ

に尽きることで、お世話になった今は亡き内井先生にご恩返しが出来たかと

構造

鉄筋コンクリート造

思っております。

竣工年月

1984年12月

設計期間

1年

施行期間

1年

Building name

Urasoe City Library

Location

2-2-1 Ahacha, Urasoe, Okinawa

Client

Urasoe City

While I submitted the nomination myself, I was surprised and truly delighted that the
Urasoe City Library was chosen for the Silver Jubilee Award, validating my long years of
commitment to architectural design.

Use

Library

Architects

Shozo Uchii Architectural Design Office
Co., Ltd. & Azuma Architectural Design Co.,
Ltd. Consortium

応しいと評価されており、外壁のコンクリート打放しと相まっ

Looking back, Mayor Noboru Higa, who came into sudden prominence at such a young
age, proposed to build the first municipal library in the prefecture and reached out to
architect Shozo Uchii, a rising star at that time, for the basic design. Luckily, I was chosen
from among ten companies in the city to work on the detailed design in a joint venture as
an initiative to utilize local architects.

Building contractor

Taishin Construction Co., Ltd.
Urasoe City

氏のコンセプト、本に囲まれた空間、書架を含め木そのものの

Current owner
Current building name

Urasoe City Library

Publication

“Shinkenchiku” by Shinkenchiku-Sha

In the days of drafting with pencils, as unthinkable as that may seem now, some of the best
talents were sent from Mr. Uchii’s office to work in a shared office set up in Urasoe City,
and staff from other local companies were welcomed and dispatched as the project moved
forward. Mr. Uchii would visit the island from time to time to mark up the drawings, and
after a repetitive process of redrafting, the design was completed. There was so much we
learned from the construction supervision stage as well.

Area

株式会社 東設計工房

代表取締役

山城 東雄

Comments by the Award Winner
Azumao Yamashiro, Representative Director, Azuma Design Studio Co., Ltd.

I feel blessed for the fact that the architectural piece has come to be appreciated in such
a way after so many years and hope that this will serve as a way to give back to the late
architect, Mr. Uchii, to whom I am grateful for all that he has taught me.
Azumao Yamashiro, Representative Director, Azuma Design Studio Co., Ltd.
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建物名称

1980年当時、市の構想で、県内初の市立図書館をつくるこ
とになり、建築家内井昭蔵氏に基本設計を依頼、のち実施設計
では地元設計者とのJVの条件で、私共が協力し設計がスター
トしました。外観デザインは、沖縄の伝統的な赤瓦を全面的に
取り入れ、また軒先の巴瓦は、浦添城址より出土発掘された高
麗瓦の模様をリメイク、浦添てだこ（太陽の子の意）の町に相
て、素朴な美しさを醸し出しています。内部においては、内井
持つ柔らかさを演出、現在もそのまま使われて利用者から喜ば
れています。

Lot area

4,133.00 m 2

その後、30年経過後、児童閲覧室でのお話コーナーの増築が

Building area

1,856.18 m2

Gross floor area

3,036.58 m

あり、委託を受け当初の外観イメージを大事にした設計としま

2

した。また、建物前面の木の外部パーゴラが朽ちていたためそ

Building coverage ratio

44.91%

Floor area ratio

73.50%

Floors

2F

ねらい通りそこにはブーゲンビレアが茂り、緑陰をつくると同

Maximum height

14.365 m
8.2 m

時に、いつも鮮やかな花を咲かせています。

Eaves height

Height
Structure

Reinforced concrete

Completion date

December 1984

Design period

1 year

Construction period

1 year

の取り換えを提案し実現、建築当初と変わらないデザインで、

市立図書館としては県内でも利用率が高く、管理運営もかな
りいい状況を保っています。
設計者の一人として、これまで何度もメンテナンス上の相談
を受け協力しています。

As part of the city's plan in 1980, it was decided that the prefecture's first
city-run library was to be built, and architect Shozo Uchii was appointed
for the basic design, followed by the detailed design, which was to be
a joint venture with a local architect; this marked the beginning of the
design efforts as our offices worked hand in hand. The exterior design
incorporated the traditional red roof tiles of Okinawa and featured commapattern roof tiles at the ends of eaves, which were reproductions of the
korai roof tiles uncovered at the site of the Urasoe Castle ruins, recognized
as fitting to represent the city of Urasoe tedako (meaning the child of
the sun) and coupled with the unfinished concrete of the exterior walls,
exuding a rustic beauty.
Inside, Mr. Uchii's concept of space surrounded by books, highlighted by
the softness of the wood itself as well as the calligraphy, remains as is and
continues to be cherished by visitors to this day.
Since then, after 30 years, the storytelling corner of the children's reading
room was added, the design for which our office was commissioned, and
we ensured the original facade remained intact. Moreover, the wooden
pergola outside in front of the building had become weathered, so it was
proposed to be replaced, which was done, and the unchanged architectural
design saw bougainvillea blooming once again, providing shade as they
showcased their vibrant flowers.
Boasting some of the highest visitorships among municipal libraries in the
prefecture, the operation and maintenance also remain in good standing.
As one of the designers, I have consulted on maintenance on numerous
occasions.
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通常総会・講話・建築懇親会

2019 年度（ 第 22 回 ）

沖 縄 未 来 建 築 塾［

2019 (22nd) Ordinar y General Meeting / Lec tures / Architec ture Reception
◉開催日：2019年5月24日（金） ◉ 会場：ANAクラウンプラザホテル沖縄ハーバービュー

第4期 ］

C our s e on " T he Futur e of Ok inaw an A r c hite c tur e" 4t h Ter m

◉ Date: Friday, May 24, 2019 ◉ Venue: ANA Okinawa Harborview Hotel Crowne Plaza
公益社団法人日本建築家協会（JIA）沖縄支部 総務委員会 総務委員長 株式会社ペンタグラマー 代表取締役 古後 信二

令和元年度開催

Shinji Kogo, Administrative Committee Chairman, Japan Institute of Architects (JIA) Okinawa Branch / Representative Director, PENTAGRAMer, Inc.

全 8 講 座（ 最 終 回 中 止 と な り 全 7 講 座 ）

H e l d in 2019 To t a l o f 8 l e c t ur e s ( 7 l e c t ur e s h e l d un t i l t h e c o ur s e w a s c a n c e l e d)

2019年度の JIA 沖縄支部の通常総会が2019年5月24日（金）
に ANA クラウンプラザホテル沖縄ハーバービューで開催されました。

The 2019 JIA Okinawa Branch ordinary meeting was held at ANA Okinawa Harborview Hotel Crowne Plaza on Friday, May 24, 2019.

「建築に触ろう・沖縄に触ろう」

メインテーマ

通常総会 Ordinar y Meeting 15:00~

Main Theme: “Let ’s Get to Know Architec ture & Okinawa”

決権総数65のところ、正会員33名の出席と25名の委任を集めたことを受け、城間俊総務委員長よ
り総会が有効に成立した旨を告げ議事に入りました。
決議事項の第一号議案、2018年度事業報告及び貸借対照表、財産目録、損益計算書の承認の件は意
義なく承認されました。その後2019年度の事業計画及び収支予算について報告がなされました。
With a total of 65 voting rights and the attendance of 33 regular members and 25 associate members, the Administrative
Committee chairman, Shiroma Suguru, announced that an ordinary meeting had been called to order and commenced proceedings.
The first resolution item, the approval of the 2018 operation report and balance sheet, the inventory of assets, and the
statement of income, was approved without significance. After that, a report was given on the operation plan and budget
for the fiscal year 2019.

講話 Lec ture 16:00~
講師：中村 好文 氏 テーマ「木でできること、木でできたもの」
自然素材をつかった素材感のある住宅設計で定評のある建築家、中村好文氏の講演会を開催しまし
た。
「家具の話」
「食器の話」から「建築の話」まで、一連の中村氏の建築思想や、これからの時代の
住まいや暮らしについてお話をして頂きました。家具のデザインから住空間のデザインまでシーム
レスにつながっていく中村さんのクラフトマンシップとでもいうべき作品と思想に触れ、建築家の
職能とは何か、という事を再確認させていただいた講演会でした。学生も多く参加し、感銘を受け
ている様子がはっきりと伝わってくる講演会でした。このご縁から、中村さんにはJIA沖縄支部の
顧問に就任していただきました。
Lecturer: Yoshifumi Nakamura Topic: "What Can Be Done with Wood, What Has Been Done with Wood"
A lecture was held by Yoshifumi Nakamura, an architect with a reputation for designing homes with a natural feel using
natural materials. From the story of furniture to the story of tableware and the story of architecture, Mr. Nakamura talked
about his architectural philosophy and the dwellings and lifestyles of the future. The lecture touched on Mr. Nakamura's
work and ideas that seamlessly connect from the design of furniture to the design of living spaces, reaffirming what the
role of an architect is. This lecture attracted a large number of students who were clearly impressed with its content. For
this reason, Mr. Nakamura was appointed as an advisor to the JIA Okinawa Branch.

第22 回卒業設計作品選奨表彰式 The 22nd Diploma Design Competition 17:30~
2019年3月23日（土）に終了した第22回卒業設計作品選奨公開審査において優秀な成績を収めら

JIA 沖縄支部 教育研修実務訓練委員会

Education and Training Committee, JIA Okinawa Branch Jin Hosoya

建築に限らず、モノが生み出される背景には様々な動機
と手段がある。
出来上がったモノが眼前に現れるとき、モノを含めた景
色や風景が現れ、意味を持ち始める。
モノを生み出す側にはモノが生まれる動機と背景が常
に付き纏う。
モノを生み出す側には動機に応えるための背景を理解
しておく必要がある。しかしその背景は「 物 」や「 原理 」
に即したものだろうか? 建築を生み出す側に携わる我々

When you see the finished piece in front of you, the scenery around
the piece and the emerging view begin to give meaning.

The motive and context of a piece are always down to its creator.
The creator needs to understand the context to be able to achieve
the motive. But is the context in line with "things" and "principles"?
Are we, who are involved in the process of creating architecture,

ているのだろうか？

For example, we “should” know the cons truc tion methods,

例えば、我々は建築を成立させる構法、構造、素材、を
知っている「 はず 」であるが、本当に知っているのだろ
うか? カタログ化され、ネットでpdf化された「情報」を
もって知った、という気になっているだけではないのか、
その情報の裏付けを知る必要はないのだろうか、情報は
「 モノ 」に直結するのか ? を問うことは建築に関わる立

Following the lecture, a ceremony was held for the award winners who achieved excellent results in the 22nd Diploma
Design Competition exhibition that ended on Saturday, March 23, 2019.

うか。

た。また、今回は全国大会開催地の東北支部から、支部長と総務委員長が参加していただき、東北
大会の応援と再来年度の沖縄大会を成功させていこうという機運が盛り上がりました。今年度の
支部活動も有意義になるよう関係各位に御協力をお願いし、懇親会の幕を閉じました。

contains a variety of motives and techniques.

really creating "pieces" based on "substances" and "principles"?

場にとって、常に自問自答すべき命題なのではないだろ

たくさんの正会員、準会員、来賓が出席する中、建築懇親会が賑やかに執り行われました。懇談の
後には各支部会員から、直近で最終審査があった沖縄建築賞の結果報告、第3期沖縄未来建築塾の
活動報告、マレーシアで行われた国際交流事業の視察報告、第22回卒業設計作品選奨受賞者紹介、
2019年の建築展活動報告など、一年間を通して支部が行ってきた主要な活動の報告がなされまし

The context of every creative piece, in architecture and beyond,

は果たして「実体」や「原理」を元に「モノ」を生み出し

れた各受賞者に対する表彰授与式を講話終了後に行いました。

建 築懇 親会 Architec ture Reception 18:30~

細矢 仁

そこで今年度は座学のみならず、建築を成立させている
実体である「モノ」に触れることに重きをおき、外に出て
みようと試みた。建築に触り、沖縄の風景に触り、沖縄・
建築を成立させている様々なモノの実体をより深く体験
することを目的に全8（7）回を開講しました。
モノを深く知ることで新しい風景や建築を作り出すこ
とができるはず、と信じて。

structures, and materials that make up an architectural design, but
do we really? Don't we just learn the "information" that has been

cataloged and PDF-ed online? Do we need to know the background
of that information? Is the information directly connected to the
"piece"? Aren't these questions those involved with architecture
should always ask and answer?

Therefore, this year, we are not only focusing on classroom learning

but trying to get outside to understand "pieces" that are the entities

that make up the architecture. We offered all 8 (7) lectures with
the aim of touching architecture, touching the scenery of Okinawa,

and experiencing the realities of the various pieces that make up
Okinawan architecture.

By believing that with a deep understanding of the pieces, we
should be able to create new landscapes and architecture.

A lively reception was held with regular members, associate members, and guests present. After the meeting, there were reports
from branch members on the most significant activities performed by the branch over the year including the result of the Okinawa
Architecture Award, which was recently finalized, an activity report of the 3rd Okinawa Future Architecture Forum, an inspection
report of the international exchange project held in Malaysia, an introduction of the 22nd Diploma Design Competition winners, and
the 2019 Architecture Exhibition activity report. In addition, this year, the head of the Tohoku branch, where the national
convention was held, and the Administrative Committee chairman also participated in the event. The cooperation of all
concerned was then requested to ensure branch activities for this year will be fruitful, and that concluded the reception.
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L e c tur e

首 里 城を知ろう!

1

第
回
講座
◉開催日:

◉会場:
◉講師:

L e c tur e

Learn About Shuri Castle!
◉Date and time: Saturday, August 10, 2019, from 2:00 pm

令和元年8月10日土曜日 午後２時 より

◉Venue: Shuri Castle and Restaurant Suimui 1F Information Center

首里城及び首里杜館1階情報センター
伊良波 朝義氏
（義空間設計工房代表 JIA沖縄支部長）

◉Lecturer: Tomoyoshi Iraha (Director of JIA Okinawa Branch, Gikuukan Design Studio)

◉開催日:

◉会場:
◉講師:

首里城火災が発生する直前でした。
塾生にとっても非常に悲しく厳しい災禍でしたが、消失前の復元首里城設計に携
わられた伊良波支部長に隅から隅まで解説いただいたのは大変貴重な経験となり
ました。
情報センターに設置されている首里城を含む周辺地形模型の解説から始まり、
首里城成立過程における地政学的背景を説明を受けたあとに正殿背後の東のア
ザナまで練り歩き、その地形的実体を体験しました。一般的な風水の方位とは異な

◉会場:
◉講師:

り、HPC（ハイブリッドプレストレストコンクリート）などはその代表であろう。
新しいコンクリートの使い方や製品の製造過程を見学し、また生コンに投

involved with the design of the restoration of Shuri Castle, before it was destroyed.

pour supervision, but while learning from the past, concrete is also creating new uses

have an understanding of the basics such as composition and slump designation and
and secondary products with hybrids of new technology and established conventional
technology, with HPC (hybrid prestressed concrete) as an example of this.

formation process of Shuri Castle, we walked to the eastern look-out point behind the main hall and

We observed the usage of new concrete and the manufacturing process of the product

process from the topographical interpretation of Shuri was a very meaningful lesson.

concrete.

令和元年10月5日土曜日 午後２時 より

拓南製作所防錆事業部
（旧沖縄ガルバ）
仲間氏

沖縄や塩害地域・厳しい外部環境における防錆に欠か
せない溶融亜鉛めっき。
普段階段や鉄塔など街中でもよく見かけるし、設計段
階でも手すりや外部金物については溶融亜鉛めっき仕
様にすることが多いけれども、実際にどのように製作さ
れているかを体験・理解することはなかなか出来ていな
い。メッキの下処理から溶融槽に投入される過程、洗浄
工程などメッキ原理から完成品過程まで見学させていた
だいた。
Hot-dip galvanization is essential for rust prevention in Okinawa,
salt-damaged areas, and harsh external environments.

It is often seen in towns and towers, and it is even seen in the

design stage in specifications for handrails and external hardware,
but it is difficult to experience and understand how it is actually

manufactured. We had a tour of the plating process, from the plating
preparation process to the melting tank and the cleaning process,

12

は理解出来ている事が多いが、温故知新、コンクリートも新しい技術と確立
された従来の技術のハイブリッドで新しい使い方や二次製品を生み出してお

the other structures also cannot be built without concrete. From the design side, we

and experienced the principle of adding water-reducing admixtures to the ready-mixed

L e c tur e

4

第
回
講座

Learning about Hot-Dip Galvanization

from the plating principle to the finished product process.

らは配合に関する指定やスランプ、そして打設監理など一通り基本的なこと

Eighty percent of Okinawa's architecture is constructed with reinforced concrete, and

溶 融 亜 鉛めっきを知る

拓南製作所防錆事業部

沖縄の建築の8割は鉄筋コンクリート建築であり、それ以外の構造も何か
しらコンクリートが存在しないと建築は成立しなくなっている。設計サイドか

While it was an extremely sad and shocking event for the junior students, it was also a valuable

observed the topographical substance. Unlike general Feng Shui, understanding the formation

◉開催日:

◉Venue: Giken Co., Ltd.

◉Lecturer: Mr. Miyano and Mr. Aragaki from Giken Co., Ltd.

株式会社技建 宮野氏 新垣氏

This lecture was held just before the fire at Shuri Castle.

in the information center, and receiving an explanation of the geopolitical background in the

2

◉Date and time: Saturday, November 9, 2019, from 2:00 pm

令和元年11月9日土曜日 午後２時 より

株式会社技建

入する減水剤などの原理を実験で体験できた。

Starting with a commentary on the surrounding terrain model including Shuri Castle installed

第
回
講座

Learning the Basic s and New Uses of Concrete

り、首里の地形的解釈からの成立過程を理解したことは大変意義深い講座でした。

experience to be able to receive a detailed explanation from Iraha branch manager who was

L e c tur e

コンクリートの 基 本と新しい 使 い 方を知る

3

第
回
講座

◉Date and time: Saturday, October 5, 2019, from 2:00 pm

◉Venue: Rust Prevention Division at Takunan Seisakusho (formerly Okinawa Galva)

◉Lecturer: Mr. Nakama from the Rust Prevention Division at Takunan Seisakusho

◉開催日:

◉会場:

実 測ワークショップで象 建 築 集 団を知ろう
Sur vey Workshop on Team Zoo

◉Date and time: Saturday, February 8, 2020, from 2:00 pm

令和２年２月８日土曜日 午後２時 より

◉Venue: Nakijinson Central Community Center in Nakijin Village

今帰仁町 今帰仁中央公民館

象設計集団の名作：名護市庁舎と今帰仁中央公民館を超える沖縄建築の
名作はなかなか現れてこない。現れてこないうちに、この２つの名作は老朽
化し補修もままならない状態になっているのは大変憂慮すべきことでもあ
る。しかしながら風土性と経済性をバランスさせて成立させた背景を知る
上でも古いことや朽ちていることは関係なく眼前にあるうちに体験・記録し
ていくことは、新しい沖縄建築を作り上げる上でも重要な作業であろう。
意外にも建築の平面上のジオメトリはブロック寸法には依拠していない
ことが判明（2250を基準としている）
し大変興味深い結果となった。
Masterworks of Team Zoo: Masterworks of Okinawa architecture beyond Nago City Hall

and Nakijin Village Central Community Center are few and far between. It is very alarming

that these two masterworks have deteriorated and cannot be repaired before any new work
has emerged. However, it is important for us to experience and record the background

of these buildings, established by balancing climate and economic efficiency while they
are still in front of us regardless of being old or decaying, for us to be able to create new
Okinawan architecture.

Surprisingly, it turned out that the geometry on the plane of the building did not depend
on the block size (based on 2250), which was a very interesting finding.
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L e c tur e

5

第
回
講座
◉開催日:
◉会場:
◉講師:

L e c tur e

改めて花ブロックを知ろう

Get Reacquainted with Hana Blocks
令和２年2月22日土曜日 午後２時 より

合資会社山内コンクリートブロック工業
山内コンクリートブロック工業

安里氏

新しい 木 造 建 築 の 可 能 性を知る

7

第
回
講座
◉Date and time: Saturday, February 22, 2020, from 2:00 pm
◉Venue: Yamauchi Concrete Block G.K.

◉Lecturer: Mr. Asato from Yamauchi Concrete Block G.K.

◉開催日:

◉会場:
◉講師:

Understanding the Potential of New Wooden Construc tion
◉Date and time: Saturday, March 21, 2020, from 2:00 pm

令和２年3月21日土曜日 午後２時 より

沖縄県立博物館・美術館講座室
山代悟
（ビルディングランドスケープ共同主宰、芝浦工業大学教授、

大連理工大学客員教授、博士
（工学）
）

◉Venue: Lecture room at the Okinawa Prefectural Museum & Art Museum
◉Lecturer: Satoru Yamashiro (Co-president of Building Landscape,

Professor at Shibaura Institute of Technology,

Visiting Professor at Dalian University of Technology, Doctor of Engineering)

風土性と意匠性を併せ持つ沖縄独自の建材の筆頭といえば、花ブロッ
クであることは誰しもが認めるところである。バリエーションも豊富で経
済性にも優れた地産地消材である。

講演テーマ
Lecture theme

しかしながらどのように製作されているのか、花ブロックの歴史的背景
などは意外にも知られていない。あまりに普遍的な素材建材として認知

Anc i ent F ut ur es 木で作る懐かしい未来

〜都市木造へ の 提 案〜

Ancient Futures: A Nostalgic Future Made of Wood

“Proposal for Urban Wooden Struc tures”

されているからでもある。
沖縄市室川団地において内井昭蔵氏がオリジナルデザインを開発した
背景なども解説いただき、製作過程も詳しく見せていただいた。新しい花
ブロックの使い方に思い及べば幸甚である。
When people think of a building material unique to Okinawa in terms of climate and
design, the hana block is the first to come to mind. It is a locally produced and locally
consumed material that has many variations and is highly economical.

However, how it was made and the historical background of the hana block are
surprisingly unknown. It is also thought of as too much of a ubiquitous building material.
At the Murokawa Housing Complex, Okinawa City, Mr. Shozo Uchii explained the

background of the original design and gave a detailed explanation of the production
process. It's exciting to imagine how we could use the hana block in a new context.

L e c tur e
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第
回
講座
◉開催日:
◉会場:
◉講師:

山代氏は槇文彦先生のところで修行された後、ビルディング

沖 縄 の 建 築を考える

ランドスケープを共同設立され、CLTなどのエンジニアリング
ウッドに非常に造詣が深く、海外事例の視察や自作における実践

Focus on Okinawan Architec ture
令和２年3月14日土曜日 午後２時 より

沖縄建築会館大会議室
福村俊治氏
（チームドリーム代表取締役）

も多数。RCが多い沖縄の建築環境においては、大変新鮮かつ今
◉Date and time: Saturday, March 14, 2020, from 2:00 pm

◉Venue: Conference room at the Okinawa Architecture Center

◉Lecturer: Shunji Fukumura (CEO of team DREAM)

後の実践に向けた示唆を与えてくださる講演となりました。
CLTの先進事例としてオーストリア・スイス・オーストラリアで
の視察事例を多数スライドで紹介いただきました。
「しがらみ」という観点から、まだまだ新しい技術故に、沖縄の
地政学的位置や今後の市場性を考えると、沖縄には本土以上に

糸満の沖縄県平和記念資料館など県内実績豊富でい
らっしゃる福村俊治さんをお呼びして２時間半、たっぷり
と自作を絡めながら講義いただきました。
沖縄の戦前の風景・戦争によって断絶された風景とそ
の回復過程について・素材の限界（溶融亜鉛めっきでさ
えボロボロに）
・深い庇や屋根をもつことで形成される広
大な半外部空間の効用、など貴重な実体験を元にお話い
ただきました。
We invited Shunji Fukumura, who has had significant achievements

in the prefecture, including the Okinawa Peace Memorial Museum
in Itoman, and he gave a lecture for about two and a half hours
interspersed with plenty of his own projects.

Okinawa's pre-war landscape, disrupted landscape due to war and

its recovery process, material limitations (even hot-dip galvanization

was crumbling), and discussion with his valuable prac tical
experience on the effect of vast semi-outer space formed by having
deep eaves and roofs, etc.
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発展させられる余地と可能性を感じる、という視点提示は非常
に意義あることでした。現実的にオーストリアで製材したCLTを
オーストラリアで施工していたり、カナダ産の原材を国内加工し
ている現状なども沖縄の可能性を裏付ける現状紹介でした。
After being trained by Dr. Fumihiko Maki, Mr. Yamashiro co-founded Building
Landscape. He has in-depth knowledge of engineered wood such as CLT and

a variety of case studies from overseas as well as from his own projects to
share. In the architectural environment of Okinawa, where there is a lot of RC,
the lecture gave a fresh take and suggestions for future practice.

Through slides, he introduced a variety of advanced CLT case studies in
Austria, Switzerland, and Australia.

Considering the geopolitical position and future marketability of Okinawa, it

is very significant from the viewpoint of “stagnation,” and it is very significant
to present the perspective that there are room and potential for further

development in Okinawa beyond the mainland. The fact that the CLT actually
cut down in Austria is being constructed in Australia and that the Canadian

raw material is being processed domestically was also an introduction to the
current situation that supports the potential in Okinawa.
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第 5 回 沖縄建築賞

The 5th Okinawa Architec ture Award

第 5 回沖縄建築賞が 2019 年 2 月 18 日（ 月 ）から 3 月 22 日
（金）までの応募がはじまり、全体で、26点の作品応募があり、
一次審査に住宅部門が5点、一般建築に5点の作品が、4月5日
（金）にWeb審査が開かれ10点の現地審査が決定されました。
同日に現地審査の日程が決まり、4月22・23日の2日間を利

第5 回沖縄建築賞 審査委員

Judges of the 5th Okinawa Architecture Award


住宅部門に14点・一般建築部門に12点の作品が集まりました。

古市 徹雄［ 日本建築家協会沖縄支部顧問 ］
Tetsuo Furuichi

用して7人の審査員が現地審査を行い、現地審査終了後に沖縄建



築会館の会議室にて最終審査が行われ6人の受賞者が決定され、

スビル2階ギャラリーで展示が行われ、開催期間6日間に171人
の来場者がありました。
Nominations were open for the 5th Okinawa Architecture Award from Monday,

副委員長 Vice-Chair 

Nobuyuki Ogura
Professor, Faculty of Engineering, University of the Ryukyus


展示会は同年5月25日（土）から30日（木）まで、沖縄タイム

Advisor, JIA Okinawa Branch

小倉 暢之［ 琉球大学工学部教授 ］

5月24日（金）に受賞者が発表され、授賞式が沖縄タイムスギャ
ラリ―にて表彰式が行われました。

審査委員長 Panel Chair 

実行委員長 Executive Committee Chair 

野原 勉［ 沖縄県建築士事務所協会会長 ］



Five entries from the housing category and five from the general architecture

Bokunen Naka

category cleared the first screening held online on Friday, April 5 for a total of
ten entries to go on to the on-site screening.

名嘉 睦稔［ 版画家 ］

Printmaker

能勢 裕子［ 彫刻家 ］
Yuko Nose

Sculptor

當間 卓［ 日本建築家協会沖縄支部 支部長 ］

screening at the Okinawa Architecture Center meeting room, with six winners

西里 幸二［ 沖縄県建築士会 会長 ］

selected. The winners were announced on Friday, May 24, and the award
ceremony was held at the Okinawa Times Gallery.

The exhibition was held from Saturday, May 25 to Thursday, May 30, 2019 in
the 2nd-floor gallery at the Okinawa Times Building, attracting 171 visitors

宮城江利奈
「 オアシスバンク」
Erina Miyagi "Oasis Bank"

委員 Panel Members 

The date of the final screening was decided the same day, and seven judges
spent two days, April 22 and 23, for the on-site screening, followed by the final

新人賞
New Architect Award

Tsutomu Nohara
Chairman, Okinawa Association of Architectural Firms

February 18 to Friday, March 22, 2019. In total, there were 26 entries, 14 for
the housing category and 12 for the general architecture category.

一般建築部門 正賞
General Architecture
Category Award

Takeshi Toma

Director, JIA Okinawa Branch

Koji Nishizato
Chairman, Okinawa Architects & Building Engineers Associations

石川 達也［ タイムス住宅新聞社 代表取締役社長 ］
Tatsuya Ishikawa

President, Times Jutaku Shimbun

over the 6-day period.

タイムス住宅新聞社賞 Times Jutaku Shimbun Award

福村 俊治 ／ 具志 好規 ／ 知花 一史「 Joy Chapel」
Toshiharu Fukumura, Yoshinori Gushi, Kazushi Chibana
"Joy Chapel"

住宅部門 奨励賞 Housing Category Encouragement Award
住宅部門 正賞 Housing Category Award

金城 豊 ／ 崎浜 剛「 アカジャンガ−の家 」Yutaka Kinjo, Tsuyoshi Sakihama "House of Akajanga "
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池間 守 「 楚辺のコ−トハウス」
Mamoru Ikema
"Sobe Cour thouse"

住宅部門 奨励賞 Housing Category Encouragement Award
久志 直輝 ／ 國定 義弘 「 タテのアマハジで繋がる家 」
Naoki Kushi, Yoshihiro Kunisada
"House Connec ted by Ver tical Eaves"

一般部門 奨励賞
General Architecture Category Encouragement Award

水間 啓 ／ 上原 直樹 ／ 那根 律子 ／ 東江 直司
「 JTAドーム宮古島 」
Kei Mizuma, Naoki Uehara, Ritsuko Nane, Naoji Agarie
"JTA Dome Miyako Island"
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第 8 回 沖 縄 県 ア ンダ ー 4 0 設 計 競 技

ティー ダ フラッグ ス 2 0 1 9 i n 中 城 公 園
Tida Flags 2019 in Nakagusuku Park

本計画地であるトランポリン遊具広場は、月平均約5,000人
の利用者がおり、中城公園全体の利用者の約3割に当たる人気ス
ポットとなっています。施設の整備方針は、親子で利用し易く、
バリアフリーで、プライバシーに配慮したトイレと併せて、保護
者が日陰で見守りができる休憩スペースが求められました。
10月3日（木）より応募登録を開始し、10月24日（木）〜11
月27日（木）までの期間に32作品の提出がありました。第1回
選考委員会は12月23日（月）沖縄県庁内にて書類審査（非公
開）を行い、7作品の公開審査通過作品並びに学生賞の選定を行
いました。
最終審査会は翌年1月15日（水）に沖縄県立博物館・美術館3
階講堂において、学生賞のプレゼンテーション後、1次審査通過
者によるプレゼンテーション及びヒアリングを公開審査で行い、
5作品をファイナリストとして選定し、2段階審査によって3作
品を選定しました。
金賞に選定された作品は、HPCを用いて軽やかに遊具広場へ
新しい風景を作り出す斬新なアイディア溢れた作品で、コスト
バランスにも優れていることが評価されました。これまでの本
設計競技を通じて、若手の技術力や想像力、プレゼンテーション
力が確実に底上げできていることに対し、この紙面をお借りし
て関係者へ敬意を表します。

The play area with the trampolines, which was included in this year's subject
area, sees an average of 5,000 visitors per month and is a popular spot
attracting around 30% of the visitors at Nakagusuku Park. The criteria of the
new facility were to make it easy for parents and children to use the facility,
wheelchair-accessibility, and to provide restrooms with privacy and a shaded
area for parents to watch their children.
Applications were accepted from Thursday, October 3, and 32 proposals
were submitted between Thursday, October 24 and Thursday, November 27.
The first screening was conducted on Monday, December 23 at the Okinawa
Prefectural Office (closed to the public), and 7 proposals were selected for
the Student Award as well as from the open screening.
The final screening was held in the 3rd-floor auditorium of the Okinawa
Prefectural Museum and Art Museum on Wednesday, January 15 of the
following year after the presentations by and hearings with the applicants
who passed the first round of screenings, following the presentation for the
Student Award. Consequently, five finalists were chosen, which were then
narrowed down to three through a two-step screening process.
The proposal selected for the Gold Award was a novel idea to create a new
scenery at the play area using lightweight high precast concrete (HPC), which
was appreciated for its excellent cost-effectiveness. We would like to take
this opportunity to thank all those involved for their support in elevating the
technical skills, creativity, and presentation skills, the achievement of which
has been clearly demonstrated through these design competitions over the
years.

公益社団法人 日本建築家協会（JIA）沖縄支部

Japan Institute of Architects (JIA) Okinawa Branch

伊良波 朝義

Director: Tomoyoshi Iraha

支部長

銀賞 Silver Award
天久 日向子［ studio jag 1級建築士事務所］

「 新たな賑わいを生む「 ひとつながりの弧 」
」
Hinako Ameku
"One Connec ted Arc to Bring About a New Bustle"

ティーダフラッグス2019 選考委員
Tida Flags 2019

選考委員長 Panel Chair 

伊礼 智［（有）伊礼智設計室（ 東京 ）代表取締役 ］
Satoshi Irei

Representative Director, Satoshi Irei Design Office (Tokyo)


に休憩スペースを対象として開催されました。

The 8th Okinawa Prefecture Under 40 Design Competition, Tida Flags 2019
in Nakagusuku Park, was held again this year with the restrooms and rest
space by the playground in the nature zone as the subject area.



今年も第8回沖縄県アンダー40設計競技「ティーダフラッグ
ス2019 in 中城公園」自然共生エリア内遊具広場のトイレ並び



T h e 8 t h O k inaw a Pr e f e c t ur e Un d e r 4 0 D e si gn C omp e t i t i on

委員 Panel Members 

西里 幸二［（ 公社 ）沖縄県建築士会 会長 ］
Koji Nishizato
Chairman, Okinawa Architects & Building Engineers Associations

武岡 光明［（一社 ）沖縄県建築士事務所協会 副会長 ］
Mitsuaki Takeoka
Vice Chairman, Okinawa Association of Architectural Firms

伊良波 朝義 ［日本建築家協会沖縄支部 支部長 ］
Tomoyoshi Iraha

Director, JIA Okinawa Branch

安谷屋 幸助 ［（一社 ）沖縄県設備設計事務所協会 会長 ］
Kousuke Adaniya
Chairman, Okinawa Society of Architects & Building Engineers
Director, Nakagusuku Park Management Office

島袋 登仁雄 ［ 沖縄県土木建築部 建築都市統括監 ］
Tonio Shimabukuro
Deputy Director General in charge of Construction and Urban Areas,
Department of Civil Engineering and Construction, Okinawa Prefecture



比嘉 正一 ［中城公園管理事務所 所長 ］
Masakazu Higa

銅賞 Bronze Award
大城 良介 ／ 塩真 光 ／ 城間 築 ／ 大城 拓也
［（有）アトリエ・門口 ］
「 回廊の庭 」

Ryosuke Oshiro, Hikaru Shioma, Kizuku Shiroma, Takuya Oshiro
"Garden of the Corridor"

学生賞 Student Award
仲川 凜［ 琉球大学大学院理工学研究科環境建設工学専攻 ］



「 自然に活かされる空間 」
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金賞 Gold Award

平良 和礼「森にうかぶ雲のなかみち」［ (株)渡久山設計 ］ Kazunori Taira "Trail of Clouds in the Forest"

Rin Nakagawa
Depar tment of Environmental Construc tion Engineering,
Graduate School of Science and Engineering, University
of the Ryukyus
"Space to Be Used Naturally"
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❸

❹

❽

❶

❺

❻

❾

JIA沖縄支部 2021全国大会特別準備委員会 副委員長

❶ 弘前市民会館
（メイン会場） ❷ウエルカムパーティー

株式会社FAD一級建築士事務所 代表取締役 古堅 健一
2021 National Convention Special Preparation Committee Vice-Chairman, JIA Okinawa Branch
Kenichi Furugen, Representative Director, FAD Registered Architectural Design Office

ションパーティー

❷

❼

❿

❿エクスカーション

❽ ❾レセプ

❶ Hirosaki Civic Hall (main venue) ❷ Welcome Party ❸ Band Party ❹ “Learning from

Great Senior Architects VI” ❺ ❻ ❼ Main Symposium ❽ ❾ Reception ❿ Excursion

2019年10月17日〜19日にかけて「JIA建築家大会2019青森 in HIROSAKI」が開催されました。初日の午後に到着し、青森

The JIA Architects Convention 2019 in Hirosaki, Aomori was held on October 17 - 19, 2019. We arrived in the afternoon of the first day and headed to

空港から弘前へ。バスの車窓からりんご園や夕日に輝く穏やかな田園風景が、迎えてくれました。

Hirosaki from Aomori Airport. The apple orchard and sunset gleaming in the countryside greeted us from outside the window of the bus.

■

■

ウエルカムパーティー（ 10/17）

で鳴り響く幻想的な音色に心を奪われるオープニングで、ぜひ
2021沖縄大会でも取り入れたいと思いました。表彰式（写真

メイン会場である建築家前川國男氏設計の弘前市民会館

❻）、建築家田根剛氏の基調講演（写真❼）と続き、メインテー

（ 写真❶ ）のロビーで開かれ、1964 年竣工ですが、今も力強

マである「生きつづける近代建築とまちづくり」が、説得力の

く、そして美しい空間（ 写真❷ ）の中で、久しぶりに再会する
参加者の交流が行われました。私事ですが、恩師である仙田満
先生と会えたことは、感激の弘前大会の始まりでした。

■

バンドパーティー
音楽好きな建築家達の素敵な演奏（写真❸）は、日頃厳しい

表情で建築と取り組んでいる日常を忘れさせるとても楽しい
時間でした。

■

シンポジウム JIA-KIT建築アーカイブ会議
「 偉大な先輩建築家に学ぶⅥ 」
（ 10/18）

ある内容で展開されました。

■

レセプションパーティ
津軽ならではの演目（写真❽ ）で始まったパーティは、旧知

の建築家の談笑・交流（写真❾ ）そして、二次会の沖縄ナイト
で、賑わいました。

■

エクスカーション（ 10/19 ）
ツアーは9種類あり、私は前川國男氏、堀江佐吉氏（写真❿）

の建築作品を中心に、弘前の街を歩く事にしました。シンポジ

午前の部では、上記のシンポジウム（ 写真❹ ）に参加し、建

ウムでのレクチャーを復習するかのような建物探訪で、住宅

築家白井晟一氏、本間利雄氏の作品や人柄も聞け、興味深い時

の庭先にリンゴの木があったことに、青森県に来ていること

間でした。個人的には、弘前の建築の歴史をたどりながら、明

をこの時、実感しました。

治・大正時代に活躍した建築家堀江佐吉氏の紹介が、とても
印象的で、あの時代に細部をここまでデザインして創り上げ
た一つ一つの建築に感動しました。

■

3 日間の「 JIA 建築家大会 2019 青森 in HIROSAKI 」を終
え、とても印象に残ったことは、弘前の人たちの建築に対す
る意識の高さです。歴史的な建築を大切に保存し、特に市役

メインシンポジウム 津軽からの再生
ー生きつづける近代建築とまちづくりー

所を、前川本館・前川新館と名付ける程、建築家前川國男氏

弘前市民会館大ホールでのメインシンポジウムは、佐藤ブン

る「 津軽からの再生

太氏（写真❺）の横笛演奏で始まり、素晴らしい音響空間の中
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❸バンドパーティー

❹「偉大な先輩建築家に学ぶⅥ」 ❺ ❻ ❼メインシンポジウム

の作品を大切にしています。まさに、この大会のテーマであ
そのものでした。

生きつづける近代建築とまちづくり 」

Welcome Party (10/17)

The welcome party was held in the lobby of the main venue, the Hirosaki
Civic Hall (photo ❶ ) designed by architect Kunio Maekawa, which was
completed in 1964 but still stands firmly today, and social exchanges took
place among attendees reunited for the first time in a long time in a beautiful
space (photo ❷ ). On a private note, I was elated to see my former teacher,
Mr. Mitsuru Senda, and that marked the beginning of the inspiring Hirosaki
Convention.

■

Band Party

The wonderful performances by music-loving architects (photo ❸ ) made for
an enjoyable time to escape from the hectic days of working with a hard look
in architecture.

■

Symposium JIA-KIT Architectural Archive Conference
“Learning from Great Senior Architects VI” (10/18)
In the morning, we participated in the above symposium (photo ❹ ) and
learned about the insightful works and personalities of architects Seiichi
Shirai and Toshio Honma. Personally, the introduction of Mr. Horie Sakichi,
who was active in the Meiji and Taisho eras, while following the history of
architecture in Hirosaki was quite fascinating, and I was moved by the fact
that he was able to design the architecture down to such detail back in those
days.

■

Main Symposium: The Revival from Tsugaru;
Living Modern Architecture and Community Development
The main symposium at Hirosaki Civic Hall began with a flute performance
by Mr. Bunta Sato (photo ❺ ), the fantastic resonance of which inside the

wonderful acoustic space made for a captivating opening, so much so that
we wish to incorporate such a performance into our program for the Okinawa
Conference in 2021. The award ceremony (photo ❻ ) and the keynote lecture
by architect Tsuyoshi Tane (photo ❼ ) followed, and then came the main topic,
“Living Modern Architecture and Community Development,” unfolding with
such compelling content.

■

Reception

■

Excursion (10/19)

The reception started with a program unique to Tsugaru (photo ❽ ) and went
on to keep its bustle with old-time architects socializing (photo ❾ ), after
which an "Okinawa night" after-party ensued.

There were nine tours to choose from, and I decided to walk the city of
Hirosaki to see the architectural works by Mr. Kunio Maekawa and Mr. Sakichi
Horie (photo ❿ ). Visiting the various buildings felt as though I was reliving
the lecture at the symposium, and coming across an apple tree in the front
yard of a residence on the tour brought me to the realization that I was, in
fact, in Aomori Prefecture.
The three days at the JIA Architects Convention 2019 in Hirosaki, Aoyama
had come to an end, and we were left with a strong impression that the
people of Hirosaki possessed a high regard for architecture. They preserve
historical architecture and cherish the works of architect Kunio Maekawa,
going so far as to name the city hall Maekawa Main Building and Maekawa
New Building, which aligned well with the very theme of the convention:
“The Revival from Tsugaru: Living Modern Architecture and Community
Development."
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磯 崎新氏の米 寿を祝う会 参加報告

Celebrating Mr. Arata Isozaki's 88th Birthday

2019 年 9 月 14 日、プリツカー賞を 5 月に受けた建築家
の磯崎新氏の米寿を祝う会が、磯崎氏が設計を手がけた群
馬県渋川市にある「ハラ ミュージアム アーク」で開かれまし
た。全体の参加者は約 200 名。原館長はじめ、これまで磯
崎氏の活動にかかわってきた多くのアーティスト、コラボレー
ター、そして門下、またポーランドやオランダ、オーストラリア、
中国など海外からも参加者もあり、2019 年プリツカー賞受
賞の世界的建築家を祝う会にふさわしい国際色豊かな集ま
りとなりました。司会は英語と日本語で行われ、参加者は約

On September 14, 2019, a gathering was held at the Hara Museum Arc

in Shibukawa City, Gunma Prefecture to celebrate the 88th birthday of
architect Arata Isozaki, who was awarded the Pritzker Prize in May. There

were around 200 attendees in total. Mr. Hara, director of the museum, as
well as many artists, collaborators, and those who studied under Mr. Isozaki,

who were involved in Mr. Isozaki's work, some even from overseas as far as
Poland, the Netherlands, Australia, and China, attended the international
event worthy of celebrating the world-renowned architect and Pritzker

Prize laureate of 2019. The event was hosted in English and Japanese with
roughly 200 attendees. There were 12 members and 2 guests from the

200 名。沖縄支部から会員 12 名、同伴者 2 人の参加者が

Okinawa branch.

ありました。

Architects Kazuyo Sejima, Jun Aoki, and Junya Ishigami were also present

会場には建築家の妹島和世さん、青木淳さん、石上純也
さんらの顔も見えました。日が暮れる前にホンマタカシによ
る集合写真撮影が行われ、祝辞は磯崎新アトリエの元所員、
渡辺真理氏から始まり、建築史家の藤森照信氏、思想家の
浅田彰などそうそうたる顔ぶれ。数々の祝辞は「磯崎新とは
何者か」という批評会のようになりました。そんな中、会も
終盤に差し掛かったころ、沖縄支部から山城東雄前支部長が
ステージへ。三線の響きと東雄前支部長の歌声が榛名山麓
の高原に響き、会場の空気は沖縄民謡で一体感を増し、観
客ひとりひとりの心に深く染み渡ったことでしょう。
最後に本人。あいさつを「（冗舌と言われたので）
本日は、
『沈黙』で応えたい」と言っただけで切り上げ、
ま

去り際に「これが『間 』ですよ」と一言。自身が多用
けむ

するキーワード「間」を使い、
「批評会」を煙 にまい
ていた。

（大西若人）
朝日新聞 2019/09/22 朝刊より

ハラミュージアム アークは初めて訪れました。到着したの
は 17 時前で、日が沈み始める夕刻。自然環境とその地形に
寄り添ったアプローチおよび広場、黒い色調で統一された静

at the venue. A group photo was taken by Takashi Honma before sunset,

and congratulations were extended starting with Mari Watanabe, a former

employee of Arata Isozaki & Associates, followed by architectural historian

Terunobu Fujimori and philosopher Akira Asada. Many congratulations
touched on the critical question of “Who is Arata Isozaki?” Towards the end

of the meeting, Mr. Azumao Yamashiro, former branch director, walked up

on stage to represent the Okinawa branch. The sound of sanshin and the
voice of the former branch director echoed on the plateau at the foot of Mt.
Haruna, and the atmosphere of the venue gained a sense of unity through

the Okinawan folk songs, undoubtedly touching deeply the hearts of the
audience.

And at last, the architect himself. He greeted with few
words: “Today, I want to respond with 'silence'”; and
remarked as he retreated, “Th is is 'space [between] (間)'”.
He used the keyword “space [between] (間)”, which he uses
frequently, and mystified his “critics.”

(Wakato Onishi)

From the morning edition of The Asahi Shimbun, 9/22/2019

We visited Hara Museum Arc for the first time. We arrived before 5 pm as
the sun started to set. The walkway and courtyard that follow the natural
environment and its terrain, the tense shape and lines of the building where

silence and movement coexist in a uniform black tone, and the composition

of space woven together by light and darkness. It is an incredible piece of

と動が共存する緊張感ある建物シェイプとライン、光と闇が

architecture that goes well with silence.

織りなす空間構成。静寂が似合う素晴らしい建築でした。

The joyful moments celebrating Mr. Isozaki's 88th birthday and winning of

米寿と受賞を祝う幸せ溢れる時間を、素晴らしい参加者と
共に過ごすことができ、忘れられない思い出になりました。

ホンマタカシ撮影による全体集合写真

Group photo taken by Takashi Honma

the Pritzker Prize, as well as the time spent with the phenomenal attendees
truly made for an unforgettable memory.

沖縄支部出席者との記念撮影

Commemorative photo with at tendees from the Okinawa branch
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Okinawa Times Culture School

例会報告

Regular Meeting Repor t

公益社団法人日本建築家協会（JIA）沖縄支部 総務委員会 総務委員長
株式会社ペンタグラマー 代表取締役 古後 信二
Shinji Kogo, Administrative Committee Chairman, Japan Institute of Architects (JIA)
Okinawa Branch Representative Director, PENTAGRAMer, Inc.

公益社団法人日本建築家協会（JIA）沖縄支部におい
ては、年二回（8月、2月）の例会と、忘年会、におい
て正会員と法人会員との相互交流を図っています。
The Japan Architects Association of Japan (JIA) Okinawa Branch
promotes mutual exchange between regular members and
corporate members biannually (February and August) and at the

「聞かなきゃ損する! 住まいづくり」
カルチャースクール
“Don' t Miss Out! Planning for a House” Culture School

year-end party.

住宅委員会では、初の試みとなるカルチャース
クールを開講する事になりました。対象者は家づく

2019 年 8 月例会 Augus t 2019 Regular Meeting

りを考えている方を対象に募集をかけました。当初

◉開催日時：2019年8月2日（金）19:00~21:00 ◉ 開催場所：おもろ殿内 ◉ 参加者数：40名（会員23名、法人会員17名）

なりました。

今年度の国際交流事業でも現地コーディネートに御協力頂

目標の10人を超え、12人の受講生が参加する事に
目的としては、家づくりは一生の大きな財産にな

く予定である、タイのモンクット王工科大学ラートクラバン

りますが、何から始ばよいか分からないとう方々が

校からダオ先生、ノン先生、ヤニン先生をお迎えし、沖縄ら

多いからです。そこで、設計、資金計画、インテリ

しい古民家を改装した会場にて懇親会が開催されました。
The meeting and reception were held at a renovated traditional Okinawan

house, welcoming Mr. Dao, Mr. Nong, and Mr. Yanin from King Mongkut's

Institute of Technology Ladkrabang, Thailand, who will also be assisting as
the local coordinators for this year's international exchange project.

ア、庭、テラスなど、家づくりで大切な基礎知識か
らメンテナンスまでを一通りの流れを分かり易く、
お伝えすることを目的としました。
また、住まい方や継続的な維持管理の重要性等を
知る事が、建築への愛着が生まれ建築文化及び都市
環境の向上に繋がるものと考えたからです。

The Housing Commit tee organized its first-ever culture
school open to the general public. Invitations were extended
to those who were thinking about building a house. The
program attracted 12 attendees, which exceeded the original
target of 10.
As a house can become a lifelong asset, the purpose of the
seminar was to address the common question of, where do you
begin? As such, we decided to focus on explaining the entire
process in a way that was easy to understand, from the basics
of building a house to maintaining it, covering building design,
financial planning, interior design, garden, terrace, etc.
In addition, we felt that sharing the various functions of a
house as well as the importance of ongoing maintenance
would promote interest in architecture, which could then
lead to the advancement of architectural culture and the
urban environment.

2019 年12 月忘年会 December 2019 Year-End Par t y
◉開催日時：2019年12月4日（水）19:00~21:00 ◉ 開催場所：八汐荘カフーシリュウキュウ ◉ 参加者数：58名（会員24名、法人会員34名）

今回は、懇親会の開始前に今期から法人会員・会長を受けて
頂いた神尾さんのはからいで、法人会員の会合が行われ、来
る沖縄大会での法人会員の協力体制などを話し合っていた
だき、その流れで懇親会はスタートしました。法人会員さん
のPRタイムも交えて、直近の委員会活動報告も行い、有意
義で楽しい交流ができました。
Before the reception started, Mr. Kamio, who became a corporate

member and chairman this term, held a corporate meeting to discuss the

corporate member structure at the coming Okinawa Assembly, after which
the reception ensued. We reported on the latest committee activities,
including a PR segment for corporate members, and had a fruitful and
enjoyable exchange.

1

住宅設計ってなんだろう
What is Housing Design?

2/1［土］

講師：伊良波 朝義（JIA会員）✚ 末松 信吾（JIA会員）

Sat, Feb 1

Lecturer: Tomoyoshi Iraha (JIA Member) ✚ Shingo Suematsu (JIA Member)

2020 年 2 月例会 Februar y 2020 meeting
◉開催日時：2020年2月25日（火）18:30~21:00 ◉ 開催場所：八汐荘カフーシリュウキュウ ◉ 参加者数：25名（会員13名、法人会員12名）

漢那さんがJIA環境建築賞を受賞されたタイミングであり、
ミニレクチャーを行っていただいてからの懇親会でした。懇
親会中も、漢那さんを囲み、建築談義に花が咲きました。コ
ロナウィルス騒動のなかでの開催となり、いくぶん参加者も

第1回目の講義では今回開講した目的や設計施
工、設計事務所、ハウスメーカーの違いや設計者
の選び方、思いの伝え方、設計から監理の仕事を

少なかったのですが、法人会員さんのPRタイムでの新商品

はじめ、構造等の種類や特徴などを写真を交えな

の展示などもあり、有意義な懇親会となりました。

がら講義が行われました。

At this event, Kanna received the JIA Sustainable Architecture Award,

In our first lecture, we explained the purpose of our seminar

and there was a mini-lecture followed by a reception. Throughout the

reception, Kanna was surrounded by lively discussions on architecture.
Although this event took place in the midst of the coronavirus crisis and

the number of participants was relatively small, it was still a fruitful
gathering with some exhibitions of new products during the PR segment

and discussed the difference and how to choose among
design-build, an architectural office, and a home builder,
how to convey your ideas, the process from design to
construction supervision, structure, etc.

for corporate members.
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Okinawa Times Culture School

2
2/8［土］
Sat, Feb 8

はじめよう! お金と家づくりに関するライフプラン
Let's Get Star ted! Life Plan on Money and Building a House

Okinawa Times Culture School

4

ソト（ 庭・テラス）を愉しむ住まい
A Home to Enjoy the Outdoors (Garden and Terrace)

講師：上原 昌憲（ファイナンシャルプランナ−）✚ 金城 司（JIA会員）

2/22［土］

講師：比嘉 憲和（造園家）✚ 島田 潤（JIA会員）

Lecturer: Shouken Uehara (Financial Planner) ✚ Tsukasa Kinjo (JIA Member)

Sat, Feb 22

Lecturer: Norikazu Higa (Landscape Designer) ✚ Jun Shimada (JIA Member)

第2回目の講義では、前半に住宅つくりにおけ
るお金の判断は、総合的なライフプランを通して
する事の重要性や資金の返済時期の重要性を講
義して頂きました。
また、後半の講義では敷地配置の重要性や平面
計画における回遊性の重要性などを実例集とし
て、写真集を交えながら講義が行われました。
In the first half of our second lecture, we discussed the
importance of basing financial decisions on one’s overall life
plan as well as the importance of their mortgage term.

第 4 回目の講義では前半は建築の内部と外部
のつながりについて実例を見ながらの講義を
行っていただき、後半は実際に現在提案中の庭
のリニューアル工事について、造園家の講師よ
り提案内容の説明をしながら講義をしていただ
きました。
In the first half of our fourth lecture, we discussed the
connec tion bet ween interior and ex terior spaces in
architecture using practical examples, and we spent the

In the second half of the lec ture, we discussed the

second half of the lecture going over the details of a proposed

importance of site planning and circulation on the floor

design by a landscape designer for an actual landscape

plans using sample drawings and images.

renovation project underway.

3
2/15［土］
Sat, Feb 15

家具、インテリアの選び方
How to Choose Furniture and Decors

5

教えて! 住まいの維持管理術
Tell Me About Techniques to Maintain a House

講師：前森 章子（インテリアコーディネーター）✚ 畠山 武史（JIA会員）

2/29［土］

講師：渡慶次 立（工務店）✚ 金城 優（JIA会員）

Lecturer: Shouko Maemori (Interior Coordinator) ✚ Takeshi Hatakeyama (JIA Member)

Sat, Feb 29

Lecturer: Tatsuru Tokeshi (Building Contractor) ✚ Masaru Kinjo (JIA Member)

第 3 回目の講義では、前半にインテリアコー
ディネーターの講師よりインテリアの様々なス
タイルの説明と実際の業務内容についての講義

第5回目の講義では、沖縄独特の自然環境の話

をしていただき、後半は設計士より実例の紹介を

から、湿気の多い環境や台風の多い地域での住宅

しながら、建築とインテリアの関係などについて

の維持管理の手法や、定期的なメンテナンスの重

講義が行われました。

要性を写真を交えながら会話形式で講義をして

In the first half of our third lecture, we invited an interior

26

頂きました。

coordinator to explain the various styles in interior design

In our fifth lecture, we discussed Okinawa's unique natural

in addition to the actual services offered, and we invited an

environment, different ways of maintaining a house in

architect to discuss the relationship between architecture

a humid environment with frequent typhoons, and the

and interior design with practical examples in the second

importance of regular maintenance using pictures in an

half of the lecture.

interactive format engaging the audience.
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公 益 社 団 法 人

日 本 建 築 家 協 会（ J I A ）沖 縄 支 部

主 催

総評

第23回 卒業設計作品選奨
T he 23r d Japan Ins t it ute of A r c hitec t s Ok inaw a Br anc h T he 23r d Diploma Design Compe tition

Overall Evaluation
卒業設計作品選奨は、沖縄建築展の一環として例年開催され
てきました。今回は新型コロナウイルスの影響で、主体となる
建築展が延期となりこの選奨の開催も危ぶまれた中、無事に挙
行することができたことを喜ぶとともに、消毒液やマスクの準

◉ 審査日：2020年3月21日（土）

◉ 会場：沖縄県立博物館・美術館 1F 講座室

第23 回 卒業設計作品選奨 審査委員

◉ Venue: Okinawa Prefectural Museum and Art Museum Lecture Room

The 23rd Diploma Design Competition Panelists


◉ Date: Saturday, March 21, 2020

審査委員長 Chief Panelist 

備の他、問題なく開催するために尽力された関係者と、ご参加
さて、今回は工業高校部門2点、専門・専修学校部門2点、大
学部門6点と例年に比べて少数でしたが、その分学生との質疑
のやり取りに時間をかけることができ、有意義な選奨となりま

Makoto Omine

した。ただ困った事に、話しを聞けば聞くほど作品の魅力が増

審査委員 Panel Members 

してしまい、審査する側には悩ましい事態となりました。
まず工業高校部門は偶然にも2点ともホテルの設計でした。



小林 進一［ コバヤシ401Ｄesign room 代表 ／ 建築家 ］

高校での設計活動のまとめとして大規模な建築の設計に果敢に

Sinichi Kobayashi
Architect / Director, Kobayashi 401 Design Room

挑戦されていました。作図上のレベルについてはもはや論点で

畠山 武史［ 株式会社クレールアーキラボ 代表取締役 ／ 建築家 ］

はなく、計画の優位性で審査が行われる時代になりました。
専門・専修学校部門は、論文に匹敵する詳細な調査を行った

Takeshi Hatakeyama
Architect / Representative Director, CLAIR Archi Lab Co., Ltd.

上での計画案2点でした。ここでは丁寧な調査を評価するのか、

黒岩 裕樹 ［ 株式会社黒岩構造設計事ム所 代表取締役 ／ 構造建築家 ］

調査の結果を踏まえた設計案に評価の重点を置くかが審査のポ

Yuuki Kuroiwa
Structural Engineer / Representative Director, Kuroiwa Structural Engineering Office, Ltd.

イントとなり大いに悩むこととなりました。
大学部門は、社会的な問題の提起という点は6案とも共通し
ていました。課題の解決法は、身近で現実的な手法を丁寧に積

AM10:00より一次審査（事前読み込み）開始。二次審査
（公開）へ向け審査内容の確認実施。本年も大学・専修専
門学校・高等学校の3部門に分け実施。PM1:00、高校部
門より公開審査開始。各応募者より3分の発表、2分の質疑
にて各部門より入賞作品を選抜。最終選考、二次選考時に
不足した発表・応答について追加質疑時間を設け、審査員
投票により各賞を決定。

最優秀賞
First Prize

優秀賞

Excellence Award

優秀賞

Excellence Award

優秀賞

Excellence Award

佳作

Honorable Mention

佳作

Honorable Mention

佳作

Honorable Mention
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神奈川大学

琉球大学
沖縄職業能力
開発大学校
沖縄職業能力
開発大学校
琉球大学

琉球大学
沖縄県立
美里工業高等学校

池原 なつ子
Natsuko Ikehara

宮城 杏捺
Anna Miyagi

上間 光厘

The first screening (preview) started at 10 am. The criteria were confirmed for the second
screening (open).
The screening was divided into three categories as it had been done in the past years:
university, vocational school, and high school. At 1 pm, the open screening began with the
high school category.
Following three minutes of presentation and two minutes of questions and answers for each
applicant, the winner was selected for each category. An additional session of questions
and answers took place for the presentations and responses that were missing from the
final selection and the selection for the second round of screening, and the panel voted to
determine the winner of each award.

マチグヮーさがし

栄町市場における “マチグヮー” の再発見と拡張による子どもの居場所の提案

Finding Machiguwa

Back in the green

Back in the Green, Naha City Higawa Greening Plan

学生寮改修計画について

Hikari Uema

小浜 恵一
Keiichi Kohama

安谷 岳
Gaku Yasutani

heartfelt thanks goes out to everyone who worked so hard to put on the
event and to all those who participated.

み上げわかりやすく提案する方法と、アイディアを飛躍させ大
きな可能性と展開を期待する手法の二通りでした。自分の中で
は勝手にノンフィクション対SFの構図をイメージしました。理
解しやすいノンフィクションにSFで対抗するには、その案に付
き合っても良いと思わせることが必要で、そのためには細部や
背景の作り込みが重要となり、それが途切れると一気に白けて
現実に戻ってしまいます。ここでも、思い切った挑戦を良しと
するか、地道なリサーチで見事にまとめあげた技量を評価すべ

the technical high school category, two in the technical and vocational

school category and six in the university category, meaning there was
more time to converse with each participant and ask them questions

about their work. This made things harder, as the more I discovered about
the story behind a design, the more I could appreciate it.

First of all, by coincidence, both designs in the technical high school
category were of hotels. To consolidate their design studies in high
school, they were tasked with designing a large-scale architecture project.
As the level of drawing is no longer an issue, judging was based on the
superiority of the plan.

The technical and vocational school category had two proposals compiled

after carrying out detailed research comparable to a dissertation. Here,

the challenge in judging was whether to value meticulous research or to
focus on the design proposal based on the results of the research.

The six plans in the university category shared the same theme of

highlighting social issues. There were two approaches to the assignment:

a method of carefully accumulating practical methods that are familiar
and easy to understand and a method of storming ideas for great

potential and development. I thought of it like non-fiction versus science
fiction. For science fiction to compete with easy to understand non-

fiction, it is necessary to make people believe it is possible by creating
details and backgrounds. If that is interrupted, then reality returns. Here
too, opinions were divided on whether to go with the bold challenge or
to evaluate the skills that were successfully compiled through steady
research.

きかで意見が分かれました。
表彰式では、握手ではなく肘タッチで祝福をしました。この
奇妙な光景が今年限りで、笑って振り返る日が1日でも早く来
ることを願います。

During the awards ceremony, we touched elbows instead of shaking
hands. Hopefully, the strange times we are in won't last much longer and
will soon become a memory for us to look back on.

ファイブディメンジョン一級建築士事務所 代表 ／ 建築家

Architect / Director of Five Dimension, Office of Registered Architects

大嶺 亮

Chief Panelist: Makoto Omine

審査委員長

マレの位相空間

囲まれ、包まれ、育まれる建築

The Phase Space of Marais - Architecture Enclosed, Enveloped, and Nurtured

部活、ここで交えて

ー部活生とまちをつなぐ運動公園の提案ー

Club Activities Come Together Here

矢崎 孝幸
寺田 優心

〜共有スペースを通じて〜

the main exhibition was postponed due to the outbreak of coronavirus. A

Dormitory Renovation Plan

糞活

落ちている資源

Dung Hunting: Fallen Resources

Takayuki Yazaki

Yuushin Terada

那覇市樋川緑化計画

Architecture Exhibition. This year, the competition was threatened when

We had a smaller number of participants than usual this year with two in

いただいた方々に感謝いたします。

大嶺 亮［ ファイブディメンジョン一級建築士事務所 代表 ／ 建築家 ］
Architect / Director of Five Dimension, Office of Registered Architects

The Diploma Design Competition is held annually during the Okinawa

海上リゾートホテル

観光資源を活かして

Resort Hotel on the Sea: Making Use of Tourism Resources

T he 23r d Diploma D e sign C omp e t i t ion

T he 23r d Diploma D e sign C omp e t i t ion

29

最優秀賞

優秀賞

Firs t Prize

神奈川大学

講評

Comment ar y

池原 なつ子

宮城 杏捺

Back in the green 那覇市樋川緑化計画

Natsuko Ikehara Finding Machiguwa

Anna Miyagi Back in the Green, Naha City Higawa Greening Plan

昔ながらの市場が残り、その魅力から最近は
観光スポットにもなった栄街を、子供も含めた
するための提案である。計画では新築を避け、既
存の改修工事をポイントを絞って行うことで今
ある魅力を失うことなく、さらなる賑わいの創
出を目論んでいる。特に屋根を動線の一部に組
込むことで、子供が楽しく立体的に動きまわる
仕掛けは秀逸である。また、巨大で細部まで作り

30

琉球大学

マチグヮーさがし 栄町市場における “マチグヮー” の再発見と拡張による子どもの居場所の提案

幅広い人々を集め、昼間から賑わいのある場と

大嶺 亮
Makoto Omine

E xcellence Award

込んだ模型からは、池原さんの卒業設計にかけ
た努力や熱量を充分感じることができた。

T he 23r d Diploma D e sign C omp e t i t ion

A proposal to turn Sakaemachi, which has recently
become a tourist spot because of the charm of the old

講評

Comment ar y

market, into a lively hub during the day attrac ting

橋梁のような集合住宅を設計することにより、
住宅密集地の地表面を広く確保し緑を増やすこ

lots of people, including children. The plan entails

とを提案した計画である。現在の沖縄の都市部

creating new bustle without losing its current appeal

における問題点に注目し、それに対して大胆な

b y a v o i din g n e w c o n s t r u c t i o n a n d f o c u s in g o n

発想で解決を目指した部分は高く評価できる。

existing renovation works. In particular, the idea of

内部空間の作り方と、この建築により町を変換

incorporating a roof into a part of the circulation, giving

children a three-dimensional mechanism to move

させるプロセスの検討、また他のシチュエーショ

feel the effort and strength of Ms. Ikehara's diploma

たかと思う。

ンの展開まで考慮されるとより良い作品になっ

around on, was truly excellent. In addition, I could fully
design from the massive and detailed model.

小林 進一
Shinichi Kobayashi

This plan proposed to design a housing complex
connec ted by bridges to maximize green space by

securing a large area of the ground surface. Focusing

on a current issue in the urban areas of Okinawa,
aiming at solving it with a bold idea was well received.
It may have added more to the proposal had the
consideration been extended to the construction of
the interior spaces as well as the transformation such a

development would have brought upon the city or even
the impact it would have in other regards.

T he 23r d Diploma D e sign C omp e t i t ion
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優秀賞

優秀賞

E xcellence Award

沖縄職業能力開発大学校

上間 光厘

Hikari Uema Dormitory Renovation Plan

Keiichi Kohama The Phase Space of Marais - Architecture Enclosed, Enveloped, and Nurture

This was a renovation plan for the student dormitory
卒業設計と同時に実際施工する事を前提とし
ざるを得ない卒業設計だけでなく、論文、そして
施工計画まで要する稀な設計であり、学内で選
考されたことも誇りに思って欲しい。実際の改
修計画では、時系列に伴う躯体変更の要望が多
く余力があるのであれば、増築、減築、躯体改修

32

小浜 恵一

マレの位相空間 囲まれ、包まれ、育まれる建築

た学生寮の改修計画である。血の滲む思いをせ

黒岩 裕樹
Yuuki Kuroiwa

沖縄職業能力開発大学校

学生寮改修計画について 〜共有スペースを通じて〜

講評

Comment ar y

E xcellence Award

についても検討して欲しい。

that was supposed to be constructed around the same

Comment ar y

社会から距離を置くようになった人を、農作

time as when the diploma design was due. It was a

業によって社会との交流を行いながら社会復帰

rare design project that required not only the diploma

を目指した施設の計画である。利用者の心理、精

design but also the thesis as well as the construction

神的アプローチおよび敷地周辺環境のリサーチ

plan, for which one should be proud of being selected

が十分できており、敷地内に点在させた休憩施

by the school. As the actual renovation plan calls for

設などの付随施設の建築的デザインも良かった。

many changes to the structure relative to the times,

本計画のメイン施設の建築的デザインおよび農

had there been any resources to spare, I would have

作業を行う畑自体の建築的検討がもう少しされ

appreciated the options of expansion, reduction, and

ていればさらによかったと思う。

structural repairs to have been considered as well.

T he 23r d Diploma D e sign C omp e t i t ion

This plan proposed a facility aimed at rehabilitating

講評

畠山 武史
Takeshi Hatakeyama

people, who have distanced themselves from society,

to reengage with societ y through agriculture. The
psychology of those who would utilize the facilit y,

the perspec tive of mentalit y, and the surrounding
environment were thoroughly researched, and the
architectural designs of ancillary facilities such as the

resting areas scattered throughout the site were also
plausible. I think it would have added to the proposal

had there been fur ther consideration given to the
architectural design of the main facility as well as the
field in which the farming would take place.

T he 23r d Diploma D e sign C omp e t i t ion
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佳作

佳作

Honorable Mention
琉球大学

Honorable Mention

安谷 岳

部活、ここで交えて ー部活生とまちをつなぐ運動公園の提案ー
Gaku Yasutani Club Activities Come Together Here

沖縄県立美里工業高等学校
講評 Comment ar y

畠 山 武 史 Takeshi Hatakeyama

寺田 優心

海上リゾートホテル 観光資源を活かして
Yuushin Terada Resort Hotel on the Sea: Making Use of Tourism Resources

自分の高校時代の実体験より、部活動の場を校外
で出来る場を考えた計画である。基本となるボリュー
ムをいくつか組み合わせることにより建築を構成し

講評 Comment ar y

ており、複雑な形態となっているが、それを上手くま

小 林 進 一 Shinichi Kobayashi

とめ、程よい外部空間が生まれているとともに様々

現在、沖縄で多く建設されているリゾートホテル

な部活動が交わる様子がイメージできる建築となっ

をテーマにした作品である。かなり大規模な施設の為、

ていた点が評価できた。複雑さ故に生じる構造やコ

難易度も高い設計に取り組み、高校生ながらかなり

ストについての検討がもう少しできていればさらに

細部まで図面が書き込まれていた点に非常に好感が

よかったと思う。

もてた。タイトルにある海上など、ホテルの建ってい

This plan proposed a place where the designer could
have prac ticed for his club ac tivities out side school
based on his high school experience. While the building
is comprised of a combination of several basic masses
giving it a complex form, it work s well as a whole,
providing just the right amount of external space that
allows one to imagine how various club activities would
take place there, which is what I appreciated about the
architecture. I think it would have made it even better had
there been consideration given to the structure and cost
resulting from the complexity of the design.

る情景のわかる図面やコンセプトなどの表現が提示
されていればより完成度の高い作品になったかと思う。

T his propos al was themed on the numerous resor t
hotels currently being built in Okinawa. Given the sheer
size of the facility, the work called for quite a complex
design, but the level of detail provided in the drawings
was extremely impressive, especially for a high school
student. Including drawings and sketches that presented
the concept of the hotel on the sea as suggested in the
title may have added to the completeness of the proposal.

佳作

Honorable Mention
琉球大学

矢崎 孝幸

糞活 落ちている資源
Takayuki Yazaki Dung Hunting: Fallen Resources

講評 Comment ar y

黒 岩 裕 樹 Yuuki Kuroiwa
路上にある動物の排泄物を回収し、バイオマス発
電として利用する機械室の設計である。大学生の場
合フレキシブルに対応できる複合施設を選択する印
象であったが、潔いほど機能的な用途を仮定したこ
とは舌を巻く。排泄物を回収する機械に関しても効
率を追求した形態に配慮している。今後の課題は、定
量的な根拠についてブラッシュアップする事を期待し、
久米島だけでなくインフラを巻き込んだ大都市に変
えたケースも検討して欲しい。

This was the design of a mechanical room for power
gener at ion using bioma s s f rom animal exc rement
collected on the streets. Although I would have expected
a college student to elec t an integrated facilit y that
could meet a wider range of needs, I am astonished by
this proposal with its gracefully functional application.
The form to pursue efficiency for the machine collecting
excrement had also been considered. The challenges to
be faced now include refining the quantitative evidence
and accounting not only for Kumejima but also adapting
the system to the infrastructure of a large city.
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Introduction of New JIA Okinawa Branch Members

JIA Okinawa Branch Membership

沖 縄 支部 新規会員のご 紹 介

公 益 社 団 法 人 日本 建 築 家 協 会（JIA）沖 縄 支 部 会 員 名 簿
フェロー 会 員 ・ Fe l l o w

正会員 ・ R e g u l a r

ジュニア会員 ・ J u n i o r

Membership

儀間 徹

伊志嶺 敏子

久髙 いづみ

〒901-2201 沖縄県宜野湾市新城2-39-1 SVMA-6
098 - 892-3635

Tel

Fax

098-894-3604

法 人協 力 会員 ・ C o r p o r a t e

法 人協 力 会員 ・ C o r p o r a t e

Membership

大城 和吉

小笠原 正行

（有）大城ブロック工業 代表取締役

（株）小笠原 社長

Membership

〒900-0021 沖縄県那覇市泉崎1-12-12
泉コーポ1F
（有）名工企画設計 代表取締役

島田 潤

〒900-0027 沖縄県那覇市山下町1-24
サンビル3F
（株）デザインネットワーク 代表取締役

又吉 清春

〒901-2101 沖縄県浦添市西原1-4-26
沖縄建築会館内
日本建築家協会沖縄支部 参与

山城 東雄

〒900-0014 沖縄県那覇市松尾1-9-40
（株）東設計工房 代表取締役

正 会 員 ・ Re g ul a r

安富祖 理絵
Address

〒901-1204 沖縄県南城市大里字稲嶺105番地
098 -946 - 8126

Tel

Fax

Address

098-946 -8596

法 人協 力 会員 ・ C o r p o r a t e

〒849-1322 佐賀県鹿島市浜町字長丁1112-1
0954 - 62-2803

Fax

法 人協 力 会員 ・ C o r p o r a t e

Address

Tel
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098 - 896 -2332

0954 - 62-2483

フジテック
（株）西日本支社 沖縄支店 沖縄支店長

Address

〒900-0015 那覇市久茂地3-25-6
098 - 862- 8747

Tel

Fax

法 人協 力 会員 ・ C o r p o r a t e

Membership

098 - 861-5457

Membership

大島 宇歩

中村 恭吾

（株）リラインス 取締役営業本部長

（株）YKK AP 沖縄 代表取締役社長

〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-6-3
新宿国際ビル新館9F
03-5909 - 0503

Fax

03 -5909 - 0518

Address
Tel

Fax

Tel
Fax

Tel
Fax

Tel
Fax

Tel
Fax

0980-72-2116
0980-72-3194

098-868-9491
098-868-9493

098-858-2008
098-858-2009

098-943-8949
098-943-9727

098-917-5000
098-917-5001

E- Mail

E- Mail
URL

ishimine@orange.ocn.ne.jp

mksj@meikou-arc.co.jp
http://www.mkok.jp

URL

dnshimada2008@gmail.com
http://www.dn-okinawa.com

E- Mail

kiyoharu.2000@eos.ocn.ne.jp

E- Mail

E- Mail
URL

a.yama@azumas.com
http://www.azumas.com

Membership

〒901-2102 沖縄県浦添市前田4-7-2
合同会社 アン一級建築士事務所 代表社員

Tel
Fax

石川 幸延

〒905-0011 沖縄県名護市宮里453-7
（株）AMS設計 代表取締役会長

Fax

伊波 米次

〒901-2221 沖縄県宜野湾市伊佐2-6-10
（有）アイ・エイチ・エー設計

Fax

伊良波 朝義

〒902-0072 沖縄県那覇市真地169-1
（有）義空間設計工房 代表取締役

Fax

上江田 正

〒901-0153 沖縄県那覇市宇栄原2-24-7 3F
（有）GA2設計 所長

Fax

運天 勲

〒901-2131 沖縄県浦添市牧港2-8-4
（株）渡久山設計 代表取締役

Fax

運天 浩

〒900-0021 沖縄県那覇市泉崎1-12-12
泉コーポ1F
（有）名工企画設計 設計部長

大城 剛

〒900-0015 沖縄県那覇市久茂地1-2-20
OTV国和プラザビル
（株）国建 建築設計部 取締役部長

大浜 英和

〒907-0022 沖縄県石垣市字大川287-5
匠設計室 代表者

大嶺 亮

〒901-2102 沖縄県浦添市前田1-9-17
大牧開発ビル2F
ファイブディメンジョン 共同代表

小倉 暢之

〒903-1513 沖縄県南城市知念字知念1253-2
琉球大学 名誉教授

〒904-2234 沖縄県うるま市字州崎12番36
098 -929 - 4134

Tel
Fax

Tel

Tel

098-894-2798
098-879-6733

0980-52-5183
0980-53-6598

098-890-1325
098-890-1327

E- Mail
URL

E- Mail
URL

E- Mail
URL

afuso@anne-archi.jp
https://anne-archi.jp

nago@ams1983.com
http://ams1983.com

iha@iha-design.jp
http://iha-design.jp

Membership

筒井 常元

（株）NITTO CERA 所長

Tel

Fax

法 人協 力 会員 ・ C o r p o r a t e

Membership

青木 伸介

Address

〒901-2205 沖縄県宜野湾市赤道1-1-1
ブルーメイトビル101
098 - 896 -2331

Tel

〒906-0012 沖縄県宮古島市平良字西里269
伊志嶺敏子 一級建築士事務所 所長

慶佐次 操

openair@forest.ocn.ne.jp

E- Mail

Membership

Membership

間+impression

Address

［2020年4月現在］

098 -929 - 4148

Tel

Tel

Tel

Tel
Fax

Tel
Fax

Tel
Fax

Tel
Fax

Tel
Fax

098-888-5303
098-888-5304

098-857-2826
098-857-2827

098-876-1101
098-876-8880

098-868-9491
098-868-9493

E- Mail
URL

E- Mail
URL

E- Mail
URL

E- Mail
URL

t.iraha@gikuukan.com
http://www.gikuukan.com

ga2@salad-jp.com
http://www.ga2.jpn.com

banyan-unten@tae.co.jp
http://www.tae.co.jp

unten@meikou-arc.co.jp
http://www.mkok.jp/

098-862-1238
098-862-5072

E- Mail

tsuyoshi_oshiro@kuniken.co.jp

0980-82-3550
0980-82-9381

E- Mail

burus-5431@joy.ocn.ne.jp

098-874-3220
098-874-3237

098-948-7724
098-948-7724

E- Mail
URL

E- Mail

makoto@fivedim.com
http://www.fivedim.com

oguranob@tec.u-ryukyu.ac.jp
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上村 彰

〒901-2224 沖縄県宜野湾市真志喜2-16-6
102号
（株）チームアルファ 取締役

川武 聖子

〒903-0825 沖縄県那覇市首里山川町3-61-9
（株）宮平設計

Fax

漢那 潤

〒901-2226 沖縄県宜野湾市嘉数1-4-40 3F
（株）ISSHO建築設計事務所 代表取締役

Fax

金城 傑

〒903-0814 沖縄県那覇市首里崎山町2-13
（有）K･でざいん 代表取締役

Fax

金城 司

〒901-1117 沖縄県島尻郡南風原町津嘉山
750-1
（有）門一級建築士事務所 取締役

金城 優

〒901-2132 沖縄県浦添市伊祖1-32-1
伊祖ビル202
（有）門 代表取締役

Tel
Fax

Tel

Tel

Tel

Tel
Fax

Tel
Fax

久志 直輝

〒901-2126 沖縄県浦添市宮城3-7-5 101号
studio jag 1級建築士事務所 代表

Fax

久田 友一

〒904-2245 沖縄県うるま市赤道359-1
久友設計（株） 代表取締役

Fax

Tel

Tel

098-890-6000
098-890-0005

098-886-1238
098-886-1445

098-917-2842
098-993-5837

098-835-5518
098-835-5519

098-888-2401
098-888-2404

098-870-0303
098-876-5159

098-874-2055
098-874-2055

098-974-4327
098-974-4367

久高 多美子

〒900-0014 沖縄県那覇市松尾1-9-40
（株）東設計工房 専務取締役

Fax

国吉 真正

〒901-2113 沖縄県浦添市大平2-19-11
（株）エー・アール・ジー 会長

Fax

098-877-5556
098-877-5642

古後 信二

〒901-1414 沖縄県南城市佐敷津波古2347
Danke403
（株）ペンタグラマー 代表取締役

Tel

080-3372-0634

小林 進一

〒145-0064 東京都大田区上池台3-34-1
コバヤシ401.Design room（株）代表取締役

小林 志弘

〒904-0313 沖縄県中頭郡読谷村大湾536
島袋AP1F
プラソ建築設計事務所 代表

古見 輝夫

〒902-0061 沖縄県那覇市古島1-25-4
比嘉産業ビル201
（株）協和設計事務所 代表取締役

Tel

Tel

Tel
Fax

Tel
Fax

Tel
Fax

島袋 勝也

〒905-0425 沖縄県国頭郡今帰仁村与那嶺
223-1
建築設計工房paraya 代表者

下地 鉄郎

〒901-2114 沖縄県浦添市安波茶1-53-13
（株）クロトン 代表取締役

Fax

城間 俊

〒901-2213 沖縄県宜野湾市志真志1-8-1
（株）具志堅建築設計事務所 執行役員

Fax

末松 信吾

〒905-0018 沖縄県名護市大西1-15-5
（株）エスエヌジーデザイン 代表取締役

Fax

武岡 光明
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〒901-2301 沖縄県中頭郡北中城村字島袋
1355 カントリーハイツ14
一級建築士事務所 T・武岡建築設計室 代表

Tel
Fax

Tel

Tel

Tel

Tel
Fax

098-917-5000
098-917-5001

03-5499-5279
03-5499-5009

098-989-0222
098-989-0284

098-886-3330
098-886-3355

0980-56-2955
0980-56-2955

098-877-9610
098-878-9613

098-892-1017
098-892-1025

0980-51-0322
0980-51-0323

098-933-2968
098-933-2999

E- Mail
URL

E- Mail

E- Mail
URL

E- Mail
URL

E- Mail
URL

E- Mail
URL

E- Mail
URL

E- Mail
URL

E- Mail
URL

E- Mail
URL

E- Mail
URL

E- Mail
URL

E- Mail
URL

E- Mail

E- Mail
URL

E- Mail
URL

E- Mail
URL

E- Mail
URL

E- Mail

kmmr@team-alpha.jp
http://team-alpha.jp

立津 秀樹

〒903-0126 沖縄県中頭郡西原町棚原1-14-8
（有）プラネット 一級建築士事務所
代表取締役

satoko-s@miyahira-ao.com

玉那覇 有紀

〒903-0823 沖縄県那覇市首里大中町1-41-3
（株）有建築事務所 取締役会長

Fax

jun.kanna@issho.com
http://www.issho.com

當間 卓

〒900-0023 沖縄県那覇市楚辺3-3-11
（株）泉設計 代表取締役

Fax

suguru@k-design-co.jp
http://kdesign.main.jp

冨田 浩嗣

Jo1q@ec5.technowave.ne.jp
http://www.jo1q.com

中島 鉄臣

〒901-2113 沖縄県浦添市大平1-2-20
（株）エル設計 代表取締役

Fax

mk@jo-ds.com
http://www.jo-ds.com

仲宗根 徹

〒905-0011 沖縄県名護市宮里3-4-7-1
（有）ナカソネ設計 代表取締役

Fax

kushi@studio-jag.net
http://studio-jag.net

仲元 典允

〒902-0069 沖縄県那覇市松島2-1-8
（株）現代設計 代表取締役

Fax

hisatomo@f5.dion.ne.jp
http://www.hisatomo-p.com

永山 盛孝

〒900-0015 沖縄県那覇市久茂地1-8-19
団設計工房 所長

tameco@azumas.com
http://www.azumas.com

西里 幸二

〒901-2114 沖縄県浦添市安波茶1-32-13
大平インタービル 2階
沖縄県建築設計サポートセンター 理事長

arg@arg2000.co.jp
http://www.arg2000.co.jp

西山 庸二

〒904-0105 沖縄県北谷町吉原993-5

info@pentagramer.com
http://www.pentagramer.com

根路銘 剛次

〒903-0804 沖縄県那覇市首里石嶺町3-75-1
（株）根路銘設計 代表取締役

Fax

s_kobayashi@kobayashi401.com
http://www.kobayashi401.com

根路銘 安弘

〒903-0804 沖縄県那覇市首里石嶺町3-75-1
（株）根路銘設計 会長

Fax

mail@plaso.jp
http://plaso.jp

野原 勉

〒901-0151 沖縄県那覇市鏡原町21-1
（株）都市建築設計 代表取締役

Fax

okyowa@orange.ocn.ne.jp

長谷部 廣

〒904-2173 沖縄県沖縄市字比屋根2-11-5
つぼみビル
（有）長谷部建築研究所 代表取締役

paraya@viola.ocn.ne.jp
http://www.paraya-architect.com

畠山 武史

〒904-1111 沖縄県うるま市石川東恩納488-1
（株）クレールアーキラボ 代表取締役

croton@croton.jp
http://www.croton.jp

比嘉 伝英

suguru.shiroma@gushikena-e.net
http://www.gushikena-e.com

比嘉 盛朋

〒900-0015 沖縄県那覇市久茂地1-2-20
OTV国和プラザビル6F
（株）国建 代表取締役社長

info@sng-design.com
http://sng-design.com

福田 俊次

〒900-0015 沖縄県那覇市久茂地1-2-20
OTV国和プラザビル6F
（株）国建 常務取締役

takeoka@cosmos.ne.jp

藤元 節男

〒900-0003 沖縄県那覇市安謝220番地1
瓔珞ビル3F
（株）TACT22 一級建築士事務所 役員

〒901-1512 沖縄県南城市知念吉富391
冨田浩嗣建築研究所 代表

〒905-0013 沖縄県名護市城1-7-11
山葉商会ビル302
美音Space Design（株） 代表取締役

Tel
Fax

Tel

Tel

Tel
Fax

Tel

Tel

Tel

Tel
Fax

Tel
Fax

Tel
Fax

Tel

Tel

Tel

Tel
Fax

Tel
Fax

Tel
Fax

Tel
Fax

Tel
Fax

Tel
Fax

098-979-6698
098-979-6697

098-887-7922
098-887-2732

098-832-1302
098-855-6788

098-948-4221
098-948-4221

098-878-0085
098-874-1752

0980-52-2797
0980-52-0657

098-979-9070
098-979-9071

098-863-2355
098-863-2359

098-879-1020
098-879-1026

E- Mail

E- Mail
URL

E- Mail
URL

E- Mail
URL

E- Mail
URL

E- Mail
URL

E- Mail
URL

E- Mail
URL

E- Mail

planet@comet.ocn.ne.jp

yu_ken@d3.dion.ne.jp
http://a011w.broada.jp/yukenchiku/index.html

t-toma@izmarc.co.jp
http://www.izmarc.co.jp

hirotmt@yahoo.co.jp
http://tomita.ti-da.net

info@el-okinawa.jp
http://el-okinawa.jp

toru.n@nakasone-sekkei.co.jp
http://www.nakasone-sekkei.co.jp

gendai@ii-okinawa.ne.jp
http://www.gendaisekkei.com

nagas@violin.ocn.ne.jp
http://www.dansekkei.jp/index.html

nishizato@okiken.asia

098-936-2004
098-936-2004

098-886-7477
098-886-9452

098-886-7477
098-886-9452

098-858-1002
098-858-2081

098-930-0874
098-930-0917

098-955-1823
098-955-1823

0980-54-4500
0980-54-4510

098-862-1106
098-868-3882

098-862-1106
098-862-5072

098-866-0522
098-866-0668

E- Mail
URL

E- Mail
URL

E- Mail
URL

E- Mail
URL

E- Mail
URL

E- Mail
URL

E- Mail
URL

E- Mail
URL

E- Mail

takatsugu@nerome-sekkei.co.jp
http://www.nerome-sekkei.co.jp

nero@nerome-sekkei.co.jp
http://www.nerome-sekkei.co.jp

toshiken_tsutomu@yahoo.co.jp
http://toshikenchikusekkei.com

hiro@hasebeokinawa.com
http://www.hasebeokinawa.com

info@clairarchilab.com
http://www.clairarchilab.com

denei-h75@bionsd.com
http://www.bionsd.co.jp

moritomo_higa@kuniken.co.jp
http://www.kuniken.co.jp

shunji_fukuda@kuniken.co.jp
http://www.kuniken.co.jp

lequios@bronze.ocn.ne.jp
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古堅 健一

外間 勉

細矢 仁

本庄 正之

前田 慎

〒901-2121 沖縄県浦添市内間2-1-2
国仲ビル3F
株式会社FAD一級建築士事務所 代表取締役
〒900-0022 沖縄県那覇市樋川2-14-16
（有）外間建築設計事務所 代表取締役
〒901-0156 沖縄県那覇市字田原86番地
ハウスマトリア303
一級建築士事務所 細矢仁建築設計事務所 代表
〒902-0067 沖縄県那覇市字安里418
コーポティブひめゆり4F
（有）アトリエNOA 代表取締役
〒903-0803 沖縄県那覇市首里平良町1-29-8
ライオンズマンション首里102
アアキ前田（株）代表取締役

松田 幸吉

〒900-0012 沖縄県那覇市泊2-1-10
（有）設計集団 閃 代表取締役

松山 喜治

〒900-0015 沖縄県那覇市久茂地1-2-20
OTV国和プラザビル6F
（株）国建 専務取締役

美濃 祐央

〒901-2225 沖縄県宜野湾市大謝名5-7-5
コーポGヴェルテ201
一級建築士事務所 mino archi-lab

宮平 隆雄

〒903-0825 沖縄県那覇市首里山川町3-61-9
（株）宮平設計 代表取締役会長

安谷 健

〒900-0015 沖縄県那覇市久茂地1-2-20
OTV国和プラザビル
（株）国建 取締役部長

ジュニ ア 会 員 ・ J un io r

五十嵐 敏恭
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Tel
Fax

Tel
Fax

Tel
Fax

Tel
Fax

Tel
Fax

Tel
Fax

Tel
Fax

Tel
Fax

Tel
Fax

Tel
Fax

098-874-8066
098-874-8067

098-855-7572
098-855-7580

098-955-4695
03-6740-7597

098-884-2404
098-884-0935

098-943-2662
098-943-2661

098-863-5970
098-863-5973

098-862-1106
098-868-3882

098-890-2870
098-890-2871

098-886-1238
098-886-1445

098-862-1734
098-862-5072

E- Mail
URL

E- Mail
URL

E- Mail
URL

E- Mail
URL

E- Mail
URL

E- Mail
URL

E- Mail
URL

E- Mail
URL

E- Mail

E- Mail
URL

fad@rio.odn.ne.jp
http://www2.odn.ne.jp/fad

平良 和礼

t-hokama@hokama.co.jp
http://hokama.ti-da.net

玉城 勝也

info@jinhosoya.com
http://www.jinhosoya.com

比嘉 大介

〒901-2113 沖縄県浦添市大平2-19-11
（株）エー・アール・ジー

Fax

m-honjo@outlook.jp
http://www.a-noa.co.jp

比嘉 裕隆

〒900-0023 沖縄県那覇市楚辺3-3-11
（株）泉設計

Fax

888@maeda.okinawa
http://www.maeda.okinawa

松田 まり子

松田まり子建築設計事務所

tom2110@sen.okinawa.jp
http://sen.okinawa.jp

松本 幸太郎

（株）FAD一級建築士事務所

Yoshiharu_ Matsuyama@kuniken.co.jp
http://www.kuniken.co.jp

宮城 渚

〒902-0072 沖縄県那覇市真地169-1
（有）義空間設計工房

Fax

mino@info-mal.com
http://www.info-mal.com

宮城 真理奈

〒904-1111 沖縄県うるま市石川東恩納488-1
（株）クレールアーキラボ

Fax

takao-m@miyahira-ao.com

宮良 香央利

takeshi_yasutani@kuniken.co.jp
http://www.kuniken.co.jp

山下 晃季

〒905-0013 沖縄県名護市城1-7-11
山葉商会ビル302
美音Space Design（株）

山城 浩二

〒900-0014 沖縄県那覇市松尾1-9-40
（株）東設計工房

Me mbe r s hip

〒901-0513 沖縄県島尻郡八重瀬町玻名城
884-1 グランパ23 2A
STUDIO COCHI ARCHTECTS

大盛 俊

〒900-0014 沖縄県那覇市松尾1-9-40
（株）東設計工房

蒲地 史子

〒901-0145 沖縄県那覇市高良1-3-23
（株）磯崎新アトリエ

宜保 敦

〒900-0021 沖縄県那覇市泉崎1-12-12
泉コーポ1F
（有）名工企画設計

具志堅 華絵

（株）具志堅建築設計事務所

古謝 里美

〒900-0015 沖縄県那覇市久茂地1-2-20
OTV国和プラザビル6F
（株）国建

﨑山 尚志

〒900-0023 沖縄県那覇市楚辺3-3-11
（株）泉設計

櫻井 智美

〒904-0295 沖縄県嘉手納町字嘉手納
290番地9
沖縄防衛局

Tel
Fax

Tel
Fax

Tel
Fax

Tel
Fax

Tel
Fax

〒901-2131 沖縄県浦添市牧港2-8-4
（株）渡久山設計
〒903-0117 沖縄県中頭郡西原町翁長594
リッチプラザViVi203
Creative Team 情熱集団

090-5824-4027
098-998-7743

E- Mail

toshi_igarashi@icloud.com

山城 正史

098-917-5000
098-917-5001

E- Mail

shun.oomori@azumas.com

山本 隼也

〒901-2111 沖縄県浦添市経塚796-1
サンライズOK 101
Atelier Tete

E- Mail

fu3ko.kamachi@gmail.com

與那覇 勝儀

〒901-2204 沖縄県宜野湾市上原1-5-3
メゾンA101
ハナアトリエ

E- Mail

atsushi-g@meikou-arc.co.jp

法 人 協 力 会 員 ・ Co r p o ra t e

E- Mail

hanae@gushikena-e.net

学校法人KBC 学園
インターナショナル
デザインアカデミー

098-862-1734
098-862-5072

E- Mail

sa33tm@yahoo.co.jp

098-832-1302
098-855-6788

E- Mail

n-sakiyama@izmarc.co.jp

エーアンドエー（株）

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台
2-3-15
代表取締役社長 横田 貴史

E- Mail

cm_macmanus@yahoo.co.jp

AGC 沖縄硝子建材
（株）

〒903-0103 沖縄県中頭郡西原町字小那覇
1323
代表取締役 藤本 勲

098-868-9491
098-868-9493

（株）いしかわ文明堂

Tel
Fax

Tel
Fax

Tel

Tel

Tel
Fax

Tel

Tel

Tel
Fax

Tel
Fax

Tel
Fax

Tel
Fax

098-876-1101
098-876-8880

098-943-7886
098-943-7839

098-877-5556
098-877-5642

098-832-1302
098-855-6788

E- Mail
URL

E- Mail

E- Mail
URL

taira-k@tae.co.jp
http://www.tae.co.jp

jounetsu@group-j0930.jp

daisuke_h@arg2000.co.jp
http://www.arg2000.co.jp

E- Mail

h-higa@izmarc.co.jp

E- Mail

malix@sumai.asia
malix.jp@gmail.com

098-874-8066
098-874-8067

E- Mail

matz@coast.ocn.ne.jp

098-888-5303
098-888-5304

E- Mail

n.miyagi@gikuukan.com

098-955-1823
098-955-1823

E- Mail
URL

marina@clairarchilab.com
http://www.clairarchilab.com

E- Mail

myrkor.0112@gmail.com

0980-54-4500
0980-54-4510

E- Mail

kouki-y@bionsd.co.jp

098-917-5000
098-917-5001

E- Mail

k-yamashiro@azumas.com

098-911-5793
098-911-5793

E- Mail

info@atelier-tete.net

098-943-5811
098-943-5882

E- Mail

yo-hana@ksf.biglobe.ne.jp

098-942-6780
098-942-6781

URL

http://www.ida.ac.jp

098-835-8001
098-835-8177

URL

http://www.kaiteki-office.com

03-3518-0121
03-3518-0122

URL

http://www.aanda.co.jp

098-944-2121
098-944-2111

URL

http://www.e-mado.info/agcokinawa/

Membership

〒901-2131 沖縄県浦添市牧港1-60-14
学校長 前新 健

Fax

〒901-0104 沖縄県中頭郡西原町字兼久66
代表取締役社長 石川 京美

Fax

Tel

Tel

Tel
Fax

Tel
Fax
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（株）遠藤照明
沖縄営業所

〒900-0005 沖縄県那覇市天久762-14
クリアスビル4F
所長 石本 孝利

（株）オカムラ 沖縄支店

〒900-0015 沖縄県那覇市久茂地2-22-10
那覇第一生命ビルディング2階
支店長 大室 綱

（株）オキジム

〒901-2134 沖縄県浦添市港川458
代表取締役社長 新里 哲郎

Fax

〒900-8605 沖縄県那覇市西3-13-2
代表取締役社長 我那覇 力蔵

Fax

〒900-0012 沖縄県那覇市泊3-5-6
代表取締役社長 平良 敏昭

Fax

沖縄ガス
（株）

（株）沖縄建設新聞

Tel
Fax

Tel
Fax

Tel

Tel

Tel

おきなわ建築 Web

〒901-2133 沖縄県浦添市城間4-6-10
303号
代表 新里 香代子

沖縄三和シヤッター
（株）

〒901-0212 沖縄県豊見城市字平良84-1
代表取締役社長 吉本 安寛

合資会社 沖縄実業

〒902-0067 沖縄県那覇市安里1-8-4
代表社員 宮里 幸雄

Fax

沖縄電力
（株）
生活営業部

〒901-2602 沖縄県浦添市牧港5-2-1
部長 桃原 致伸

Fax

沖縄東芝エレベータ
（株）

〒900-0004 沖縄県那覇市銘苅180-7
朝忠第2ビル2F
代表取締役社長 中村 泰栄

Tel
Fax

Tel
Fax

Tel

Tel

Tel
Fax

〒900-0003 沖縄県那覇市安謝230
取締役社長 南 公一郎

Fax

沖縄ホーチキ
（株）

〒903-0126 沖縄県西原町字棚原500番1
代表取締役 喜瀬 啓二

Fax

沖縄三菱電機販売
（株）

〒901-2223 沖縄県宜野湾市大山7-12-1
代表取締役社長 肥後 通人

沖縄菱電
ビルシステム
（株）

〒900-0015 沖縄県那覇市久茂地1-3-1
久茂地セントラルビル4F
代表取締役社長 神尾 健二

（株）沖縄日立
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（有）カーサ

〒901-1115 沖縄県島尻郡南風原町字山川
449-7
取締役 大城 悟

（株）鹿島技研
ISベース事業部

〒820-0506 福岡県嘉麻市平山753-5
代表取締役社長 原中 朋幸

（株）建築資料研究社／
日建学院

〒900-0003 沖縄県那覇市安謝2-3-7
トワブランビル1F
支店長 松山 大輔

（株）ざまみダンボール

〒901-0305 沖縄県糸満市西崎町4-7
代表取締役社長 座間味 一朗

（株）三誠 沖縄営業所

〒900-0003 沖縄県那覇市安謝1-1-24
普久原ビル202
営業所長 岡部 知一

Tel

Tel

Tel
Fax

Tel
Fax

Tel
Fax

Tel
Fax

Tel
Fax

Tel
Fax

Tel
Fax

098-861-1450
098-861-7781

URL

https://www.endo-lighting.co.jp

098-862-2121
098-869-6400

098-878-7878
098-870-1577

（株）サンワカンパニー
福岡支店

〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前
2-17-1
拠点事業部マネージャー 久野 功二

（ 資 ）精印堂印刷

〒902-0072 沖縄県那覇市字真地399-3
代表社員 瑞慶覧 長正
〒900-0015 沖縄県那覇市久茂地1-3-1
久茂地セントラルビル6F
学校長 江崎 功

ダイキン
HVACソリューション
沖縄（株）

〒901-0155 沖縄県那覇市金城5-3-4
取締役社長 岸本 直也

Fax

〒900-0003 沖縄県那覇市安謝1-4-36
伊佐 礼乃

Fax

Fax

URL

http://www.okinawagas.co.jp

098-867-1290
098-867-1295

URL

http://www.okitel.com

098-963-7785
098-963-7785

URL

http://www.okinawa-kentikuweb.com

デジタルスタジオ
ガラパゴ

〒901-2223 沖縄県宜野湾市大山1-12-26
代表 工藤 敏雄

098-840-5538
098-840-5510

URL

http://www.okinawa-sanwa.co.jp

東武トップツアーズ
（株）
沖縄支店

〒900-0015 沖縄県那覇市久茂地3-1-1
日本生命那覇ビル2F
支店長 中田 修樹

098-867-0145
098-866-4182

URL

http://www.okijitsu.co.jp

TOTO（株）沖縄営業所

〒901-1117 沖縄県島尻郡南風原町字津嘉山
270
所長 中嶋 初範

098-877-2341
098-878-3842

URL

http://www.kaeru.tv

098-869-8985
098-988-4649

URL

http://www.okinichi.co.jp

098-946-7330
098-946-7391

Tel
Fax

総合資格学院 沖縄校

098-863-7740
098-862-0623

098-866-5497
098-862-4962

Tel
Fax

（株）デザインアーク

（有）ドリーム印刷

〒901-1117 沖縄県島尻郡南風原町津嘉山
1537-6
代表取締役 大城 敏勝

（有）西原農園

〒903-0804 沖縄県那覇市首里石嶺町
4-135-1
代表取締役社長 下地 浩之

パナソニックリビング
九州
（株）沖縄支店

Tel
Fax

Tel

Tel

Tel

Tel
Fax

Tel
Fax

Tel
Fax

Tel
Fax

〒901-2131 沖縄県浦添市牧港5-4-3
副社長兼支店長 岩井 健太郎

Fax

BX 沖縄文化シヤッター
（株）

〒901-0205 沖縄県豊見城市字根差部667
代表取締役 下田 伸一

Fax

（有）PDT-duo

〒903-0816 沖縄県那覇市首里真和志町
2-17
代表取締役社長 金城 学

Tel

Tel

098-898-1111
098-898-0303

URL

http://www.okimitsu.co.jp

098-866-1175
098-861-4648

URL

http://www.okinawa-ryoden.jp

比嘉工業
（株）

〒903-0103 沖縄県中頭郡西原町字小那覇
903
代表取締役社長 新里 孝夫

098-888-2904
098-888-2904

URL

https://casa-style.jp

福山商事
（株）

〒901-2556 沖縄県浦添市牧港4-14-17
代表取締役社長 福山 一郎

Fax

（有）モブ

〒901-2126 沖縄県浦添市宮城2-16-5
代表取締役 前花 栄蔵

Fax

（株）YAMAGIWA
九州支店

〒812-0018 福岡県福岡市博多区住吉3-1-80
支店長 松木 秀之

Fax

0948-62-2828
0948-62-2877

098-861-6006
098-867-7954

URL

http://www.ksknet.co.jp/nikken/index.aspx

098-992-1717
098-992-0867

URL

http://www.zamami.co.jp

098-860-3700
098-860-3750

URL

http://www.sansei-inc.co.jp

Tel
Fax

Tel
Fax

Tel

Tel

Tel

092-432-8112
092-432-8115

URL

https://www.sanwacompany.co.jp

098-832-1311
098-832-8380

URL

http://seiindo.co.jp/index.html

098-866-8311
098-866-8312

URL

http://www.shikaku.co.jp

098-859-4154
098-859-4163

URL

http://www.daikin.co.jp/group/dkhvac-okinawa/

098-943-1492
098-897-4707

URL

http://www.garapago.jp

098-868-8822
098-868-8842

URL

http://tobutoptours.jp

098-901-7646
098-888-1715

URL

https://jp.toto.com

098-885-8442
098-885-8442

URL

http://www.pdt-duo.com

098-945-4620
098-946-2835

URL

http://www.higa-kogyo.jp

098-876-5200
098-876-5209

URL

http://www.fukuyamacorp.co.jp

098-879-9611
098-879-9318

URL

http://www.mov-kitchen.com

092-283-8721
092-283-8730

URL

http://www.yamagiwa.co.jp

098-860-9661
098-860-9664

098-889-2784
098-888-2335

098-886-3071
098-886-3107

098-878-6363
098-878-0818

098-850-6121
098-850-6141

43

エレベーター工事

本社：沖縄県那覇市安謝230番地
TEL：098-869-8985 FAX：098-988-4649

パナソニック リビング九州株式会社 沖縄支店
パナソニック株式会社 エコソリューションズ社
営 業 種 目

住宅・マンション関係

ユ ニ ッ ト バ ス ・シ ス テ ム キ ッ チ ン
シ ス テ ム バ ス・ 収
納
部
材
内 装
ド
ア・ 洗 面 ユ ニ ッ ト
内
装
材 ・エ コ キ ュ ー ト
ホームエレベーター ・ 太陽光発電システム
エ
ア
コ
ン・ 冷
蔵
庫
電 気 温 水 器・換 気 扇 … e t c

非住宅関係

システムフロアー ・ 外装建材

施 工 ・ 設計修理工一切
住宅リフォーム工事 ・ 管理一切

〒901-2131 沖縄県浦添市牧港5丁目4番3号 TEL：
（098）
878-6363 FAX：
（098）
878-0818

ASJ 沖縄南・北・石垣スタジオ

開館時間／ 10：00～17：00
休館日／水・GW・お盆・年末年始

