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平素より(公社)日本建築家協会(JIA)沖縄支部の活

動に格別のご高配を賜り、心より感謝申し上げます。

特に法人協力会員の皆様におかれましては、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、現

在支部発足24年目となります。全国単一組織である

JIA10支部の内、1県1支部は北海道と沖縄のみとな

り、地域の独自性を活かした活動や建築文化の向上に

努めて参りたいと思います。

日本唯一の亜熱帯気候に属し、独特の文化圏を持つ

沖縄建築を再考し、世界に誇れる建築文化の将来像を、

会員と共につくりあげることを2019年度から事業計

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、また組織として「楽しめるJIA」を掲げ、

様々な事業に取り組んで参りました。

しかし、コロナ禍の影響により5月の支部定期総会

は初めてとなるオンライン形式での開催となり、その

後も毎月の役員会はオンラインや対面とオンラインを

併用する形で実施する等、新しい活動の在り方を模索

する一年となりました。この様な状況は当面続くこと

が予想されており、アフターコロナを見据えた会運営

や社会の在り方、建築分野においては感染対策、在宅

勤務へのニーズ対応等、新たな取り組みを模索しなけ

ればなりません。

さて、コロナ禍の中開催した第5期沖縄未来建築塾

「身近な農業・生産を知ろう」は、全8回の内3回まで

は順調に進められましたが、その後の感染拡大により

残念ながら中止となりました。また、沖縄県主催、ＪＩ

Ａ沖縄支部他の団体の後援で実施しているティーダフ

ラッグス(U40コンペ)は今回で9回目を迎え、過去最

多の応募数となるなど若手の技術力向上に貢献する事

業として定着しています。継続して実施して頂いて

いる沖縄県に対してこの場をお借りし感謝申し上げ

ます。

また、3月に開催した第24回卒業設計作品選奨は、

専修・専門学校部門6点、大学部門4点の出展があり、

公開審査による白熱した議論が交わされ、学生達も大

いに刺激を受けたのではないでしょうか。最優秀作品

は、ＪＩＡ本部で開催する全国卒業設計作品選奨へ沖

縄代表として出品されます。これまで沖縄からの入賞

はありませんので、卒業設計に掛けた想いをぶつけて

入賞を果たして頂きたいものです。

次年度もコロナ禍の影響を見据えながら、「建築展」

や「建築文化講演会」、「卒業設計作品選奨」、「沖縄未

来建築塾」、「家づくりカルチャースクール」等、様々

な公益活動を通して県民を始め建築を志す若手や学生

の支援活動を実施してまいります。

更に沖縄県や建築関係団体と協力して開催している

「ティーダフラッグス（Ｕ40コンペ）」は若手の登竜門

として、また、建築設計三会が中心となり開催してい

る「沖縄建築賞」は、沖縄の建築文化の向上に貢献す

る事業に成長しており、引き続き関係者と共に協力し

実施して参りたいと思います。

本年のトピックとして11月4～6日の会期にて、19

年ぶりに沖縄にて全国大会が開催されます。大会テー

マは「首里城の輪郭」～失われたことでみえてくるも

の～。全国から多くの会員や関係者が来沖し、学びの

ある楽しい大会にすべく会員や関係団体と共に準備を

進めており、一般の方にも参加頂けるプログラムを多

数準備していますのでご期待頂ければと思います。

結びに、今年度は昨年実施できなかった事業も含め

全国大会の成功裡を目指し、また建築家を目指す学生

や若手が育つ環境を整え、ＪＩＡの公益活動を通じて

各会員が魅力的なまちや建築にづくりに責任を持って

関わり、社会に信頼されるよう活動を推進して参りた

いと思います。

公益社団法人 日本建築家協会（JIA）沖縄支部

支部長 伊良波 朝義

支部長あいさつ
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I would like to extend to you my sincere appreciation for your 
exceptional support for the activities of the Japan Institute of 
Architects (JIA) Okinawa Chapter. Particularly to our corporate 
members, I would like to take this opportunity to thank you for your 
kind cooperation year after year.
The Okinawa Chapter was split from the Kyushu Chapter in June 
1997 and marks its 24th year today since its establishment. Of the 
10 chapters of JIA, a single organization administered nationwide, 
Hokkaido and Okinawa are the only two prefectures with each of 
their own chapters, and we at the Okinawa Chapter strive to elevate 
our activities by highlighting the uniqueness of our region and 
promote our architectural culture.
Our strategic plan and activities since the year 2019 have been 
centered on reexamining the architecture of Okinawa, as the only 
place in Japan with a subtropical climate and with its distinct culture, 
to form a future vision for an architectural culture we can proudly 
present to the world with the help of our members. We have been 
working on various projects under the objective of serving as the “JIA 
to be relied on” by the local community, the “JIA to learn from” for 
our members, and the “JIA to be cherished” as an organization.
However, due to the impact of the coronavirus, the chapter's general 
assembly in May was held online for the first time, and the monthly 
board meetings were conducted online as well as in a combined 
format of face-to-face and online to mark a year of exploring new 
ways of carrying out our activities. The present situation is expected 
to continue for some time, and we must seek new initiatives for 
the operation of our organization and society as a whole, such as 
taking measures against infections in the field of architecture and 
responding to the demand for telecommuting in anticipation of the 
post-pandemic norms.
The 5th Okinawa Future Architecture Course “Let's Get Familiar with 
Local Agriculture and Production” held during the COVID outbreak 
made it to its third lecture out of all eight lectures but was then 
canceled unfortunately due to the spread of coronavirus. Moreover, 
Tida Flags (under-40 competition), hosted by Okinawa Prefecture 
and endorsed by JIA Okinawa Chapter among other organizations, 
marked its 9th year, gaining ground as a project that contributes 
to the development of the technical capabilities of young talent, 
attracting more entries this year than ever before. I would like to take 
this opportunity to thank the prefectural government of Okinawa for 

organizing the annual event.
The 24th Diploma Design Competition held in March saw 6 entries 
in the technical and vocational school category and 4 entries in the 
university category. An enthusiastic debate took place at the public 
screening, and surely, the students found great stimulation as it 
unfolded. The best work will represent Okinawa and be exhibited 
at the National Diploma Design Award event to be held at the JIA 
headquarters. As no work from Okinawa has ever won a prize, I look 
forward to seeing a winning piece with the best efforts devoted to 
the diploma design.
While anticipating sustained implications from coronavirus in the 
coming year, we will be organizing support activities for locals and 
young talent as well as students aspiring for architecture through 
various public programs such as the Architecture Exhibition, 
Architectural Culture Lecture, Diploma Design Competition, 
Okinawa Future Architecture Course, Home Building Culture School, 
and more.
Further, Tida Flags (under-40 competition), held in cooperation with 
Okinawa Prefecture and other architectural organizations, has come 
to serve as a gateway for young talent, and the Okinawa Architecture 
Awards, held mainly by the Japan Association of Architectural Firms, 
has grown to contribute to the elevation of Okinawa's architectural 
culture, and we look forward to continuing our cooperation with 
various stakeholders to bring these functions to life.
As the topic of the year, the National Convention will be held in 
Okinawa for the first time in 19 years from November 4 to 6. The 
theme of the convention will be “The Silhouette of Shuri Castle: 
Uncovered from Loss." Members and stakeholders from all over the 
country will be traveling to Okinawa to prepare for this exciting event 
of learning, and preparations are also underway for a number of 
programs geared towards the general public, so please stay tuned.
In closing, we will strive for a successful National Convention and 
work on the projects that could not be implemented last year 
while nurturing an environment in which students and young 
talent aspiring to become architects can excel, and through JIA's 
public programs, we will also promote engagement with a sense of 
responsibility among our members to take part in initiatives for the 
advancement of urban planning and architecture to build society's 
trust in our organization.

Japan Institute of  Architects (JIA)  Okinawa Chapter

Director: Tomoyoshi Iraha

Director's  Greeting
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2020年度通常総会が 2020年 5月 22日（ 金）午後5時より、 
コロナ感染対策として完全WEB形式（グーグルハングアウト 
会議室）に於いて 小林志弘 総務副委員長司会のもと開催され
た。

賛成評決は33 名（ウェブ参加 26名）、 委任者 14 名（賛成委
任５名、委任９名 の計 47名であった。
古後信二総務委員長より、出席者、委任者の報告が行われ、支
部規約第 9条 3項に定めのある所属正会員の 2/3 （44 名）以
上を超える出席者数が告げられ、総会が成立することが宣言さ
れた。
金城優副支部長の開会の辞の後、伊良波 支部長が挨拶に立 っ
た。次に事務局より議長の推薦があり、承認の上、 金城司氏 が
選任された。その後 事務局より議事録署名人として、 美濃 氏、
安富祖氏 の名前が挙げられ承認された後、議事が進められた。

講第 1号議案： 20 19年度事業報告・財産目録・貸借対照表
及び損益計算書の 承認の件
議長は、20 19 年度事業報告・財産目録・貸借対照表及び損
益計算書の承認の件は関連するので一括議題としたい旨を提
案し、了解を得た後、 伊良波 支部長より事業報告、 小林志弘副
総務委員長より活動報告、古後信二 総務委員長より財産目録・
貸借対照表及び損益計算書の説明が行われ、引き続き 運 天勲 
幹事 、久高多美子 幹事 より監査報告がなされ、異議なく承認
された。

2020年度事業計画及び収支予算について、支部長及び総務委
委員長から報告があり、意義なく承認された。

以上で議事はすべて終了し、議長降壇の後、前田慎副支部長が
閉会の辞を述べ、2020年度通常総会を終了した。

2020年度（第24回）通常総会 報告
Repor t of the 2020 (24th) Ordinar y General A ssembly

JIA沖縄支部副支部長　城間 俊   Suguru Shiroma

通常総会

決議事項 報告事項

The 2020 Ordinary General Assembly was held entirely online from 5 pm on 

Friday, May 22, 2020, in a completely online format (Google Hangouts session) 

as a measure to prevent coronavirus infections, hosted by Vice-Chairman Yukihiro 

Kobayashi.

There were 33 affirmative verdicts (26 online) and 14 proxies (5 in favor and 9 other 

proxies) for a total of 47 votes.

Mr. Shinji Kogo, chairman of the General Affairs Committee, reported on the 

attendees and proxies and announced that the number of attendees exceeded 2/3 

(44) of the regular membership under Article 9 (3) of the Chapter Covenant, thus it 

was declared that a quorum was present for the General Assembly.

Following the opening remarks by Deputy Director Yu Kinjo, Director Iraha 

addressed the assembly. Next, the secretariat nominated the chairman, and upon 

approval, Mr. Tsukasa Kinjo was appointed. After that, the secretariat named and 

approved Mr. Mino and Ms. Afuso as the signers of the minutes, which was then 

followed by the proceedings.
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沖 縄 未 来 建 築 塾

メインテーマ 「身近な農業・生産を知ろう」
Main Theme: “Let 's Get Familiar with Local Agriculture and Produc tion”

JIA 沖縄支部  教育研修実務訓練委員会

細矢 仁 Jin Hosoya

2020年、突然コロナ禍が全世界を覆いました。
人や物の移動ストロークがここまで制限されたことはかつ

てなかったことでしょう。コロナ禍が与えた試練は、生活週
間・住まい・仕事場の在り方について神様が我々に与えた囁
きなのかもしれません。

建築においては、カーテンウォールの高層ビル群、現代の
ワーキングスペースなど一般的だと思われていた雛形があっ
さりと否定される時代になったのかもしれません。例えばマン
ションのような高密度集合体はこれからも存在し続けられる
でしょうか。ガラスで閉じられたオフィス空間の中で仕事を続
けられるでしょうか。満員電車に乗り続けられるでしょうか。
移動が制限されたり、閉じた空間が否定される中で我々はどの
ようなライフバランスを取っていくのでしょう。

そのような背景から、生活する居場所や生産行為の在り方
を再考することはとても重要だと思われます。すなわち建築
の在り方を考えることに直結するでしょう。そこで、今年度は

「身近な農業・生産」を知ることを通して居場所や生産行為の
在り方を考える講座にしたいと思います。

我々はこの先、何を口にして生きていくのでしょう。途方も
なく長い距離のフードマイレージによって成り立ってきた食
料供給システムは、小さな振れ幅のマイレージを前提にしたシ
ステムに変わるのかもしれません。身近なエリアで供給される
生産物や食料を消費するような小さな需給のサイクルが基本
になる可能性があるようにも思います。閉じられた場所を開く
ことで都市においても身近な農業や生産行為が可能になるか
もしれません。

農業や生産を知ることでライフバランスや共同体の大きさ
や在り方を考え、建築や都市のこれからのスタイルを考えてい
くことを意図しました。

The year 2020 saw COVID-19 sweep across the globe. 

Never before has the movement of people and goods been so 
restricted. Perhaps, the coronavirus crisis is a message from the 
gods asking us to revaluate how and where we live and work. 

For architecture, it may signal the end of curtain wall skyscrapers, 
modern working spaces, and other designs that have been 
considered commonplace. For example, will high-density buildings 
such as apartment blocks continue to exist? Will we be able to 
continue to work in glass-enclosed office spaces? How about riding 
on crowded public transport? What kind of life balance will we adopt 
with movement restricted and confined spaces discouraged. 

Within this context, it is vital that we reevaluate our living spaces 
and optimal production practices. In other words, we will need to 
reevaluate our architecture. Based on this, our program this year 
focused on the location and method of production activities by 
exploring "accessible agriculture and production." 

How are we going to eat and live from here on out? A food supply 
system that has been built on ridiculously long-distance food 
mileage may be transformed into a system that assumes a small 
mileage range. A small supply-demand cycle based on products 
and food consumed within the immediate supply area is also 
probable. Opening closed places may enable accessible farming and 
production activities to prosper even in cities. 

We explored the future style of architecture and cities by learning 
about agriculture and production while considering the life balance 
and size as well as optimal methods for the community.

沖 縄 未 来 建 築 塾［ 第 5 期 ］

令 和 2 年 度 開 催 全 3 講 座
H e l d  i n  2 0 2 0   To t a l  o f  3  l e c t u r e s

C our s e  on  " T he  Fut ur e  o f  O k inaw an  A r c hi t e c t ur e"  5t h  Ter m
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◉開催日: 令和2年10月24日土曜日 午後２時 より ◉Date and time: Saturday, October  24, 2020, from 2:00 pm
◉会場: 建築会館３階大会議室 ◉Venue: Architecture Hall 3F Large Meeting Room
◉講師: 馬場 未織氏（南房総リパブリック理事長） ◉Lecturer: Architect:Ms. Miori Baba, Director of Minamiboso Republic

◉開催日:  令和2年10月10日土曜日 午後２時 より ◉Date and time: Saturday, October 10, 2020, from 2:00 pm
◉会場: 建築会館３階大会議室 ◉Venue: Architecture Hall 3F Large Meeting Room
◉講師: 峯田 建氏（スタジオアーキファーム） ◉Lecturer: Architect:Mr. Ken Mineta (Studio Archi Farm)

キックアップガイダンス＋農業と建築の実践の中で
Kick-Up Guidance + Prac ticing Agriculture and Architec ture

２地域拠点での生活で見えてくるもの
What Becomes Apparent in a Life with Two Regional Bases

L e c t ur e

第 1 回
講 座

L e c t ur e

第 2 回
講 座

　第５期の沖縄未来建築塾は建築と生産行為・農業を俯瞰しながら考えていく事を趣旨
としてスタートしました。初回の講師はまさにその趣旨に最もふさわしい方をお呼びする
ことができたのかもしれません。
　スタジオアーキファームの峯田建さんは事務所の名称からも明らかなように、「建築農
場」としての事務所の設立趣旨をお書きになっています。以下趣旨文を事務所のサイトか
らご紹介したいと思います。
The 5th Okinawan Future Architecture Course kicked off with the purpose of 
objectively looking at architecture, production activities, and agriculture. We were 
able to select the ideal first guest lecturer for the role. 
As the office name gives away, Ken Mineda of Studio Archi Farm describes the 
purpose of establishing an office as an "architectural farm." Below is the office’s 
purpose statement found on their website.

【建築農場】建築設計は場所や時と切り離せない作業である。 それゆえその都度、計画を
取り囲む状況を確かめながら、 スマートな解答を模索しものを組みたてている。 そうして
組み上がる建築は、時には旧来のかたちであったり、時には既存のものの置き換えであっ
たり、時には全く新たな様相をなしたりする。 土壌は物質と生物と気候の長い共同作業
により作られる。森や田畑は、人がその状況にあやかりつつ場に適切な手を入れることで
豊かな収穫をもたらしてくれる。 建築もそんな風に生業と場の美しい関係性を創るもの
でありたいと思っている。
An Architectural Farm: Architectural design is inseparable from place and time. 
Therefore, every time we seek a smart solution, we need to check the situation 
around the plans. Architecture that is built in this way is sometimes in the old 
form, sometimes in the place of an existing one, and sometimes in a completely 
new way. Soil is created by a long collaboration of matter, organisms, and 
climate. Forests and fields bring a rich harvest when people take appropriate 
measures in the place while taking care of the situation. Similarly, we also want 
to create a beautiful relationship between livelihood and place in architecture.
　「生業と場の美しい関係性を創るものでありたい」との記述にロマンチックに心躍らさ
れる設計者やデザイナーは多いと思います。しかし、経済性や用途、地域性や予算、など建
築を成立させる様々な与件でそのようなロマンは現実的に捨象されていくことが極めて多
い中、峯田さんの作品における実践・実際に畑や農場で栽培されているお姿を講義で伺

い、安易にロマンという単語で総括するにはあまりに
短絡的で、至極強烈な理想とそれを実現する強固な意
志を感じた塾生は多かったのではないでしょうか。
　アーキファームの設計における考え方の順序として７つの指標を上げながら作品の骨
格を説明いただきましたが、その指標の７割がエネルギーに関するものでした。昨今の
SDG‘ｓの実践が提唱されるずっとずっと以前から建築作品や生産行為を通して実践され
てきた峯田さんの言葉には一同、標語以上の意志を感じ取ることができたと思います。
There should be architects and designers who are romantically excited by the 
concept of "creating a beautiful relationship between livelihood and place.” 
However, in reality, this romanticism is often quashed due to various factors such 
as economic efficiency, use, regional characteristics, and budget. It would be 
far too simplistic to listen to Mr. Mineda's lecture about his work and the actual 
cultivation in the fields and farms to summarize it as romantic. His ideals and 
strong will to realize them were strongly conveyed to the students. 
He explained the framework and seven indicators of Archi Farm's concept, with 
70% of them related to energy. Mr. Mineda's words, which have been practiced 
through architectural works and production activities long before the recent 
practice of SDGs was advocated, greatly expressed the will beyond the slogan.

 峯田 建（みねた けん）
1965年　山形県生まれ
1991年　東京芸術大学美術学部建築科卒業
1993年　東京芸術大学院修士課程修了
同大学助手（将来計画準備室）などを経て
1996年　スタジオ・アーキファーム設立
1994年～現在まで 東京家政大学、東京芸術
大学、千葉大学、東京理科大学、京都造形芸術
大学、 非常勤講師

著書「かたちと空間」東京家政大学出版
　　（中村精二・宮崎浩一と共著）

　　「イラストによる家づくり成功読本」
　　彰国社（丸谷博男、恩田恵以と共著）

馬場 未織
1973年東京都生まれ。
1996年日本女子大学卒業
1998年同大学大学院修了後、建築設計事務所勤務
を経て建築ライターへ。
2014年株式会社ウィードシード設立。
2007年より家族5人とネコ2匹、その他その時に飼
う生きものを連れて「平日は東京で暮らし、週末は
千葉県南房総市の里山で暮らす」という二地域居住
を実践。東京と南房総を通算約300往復以上する
暮らしの中で、里山での子育てや里山環境の保全・
活用、都市農村交流などを考えるようになり、2011
年に農家や建築家、教育関係者、造園家、ウェブデ
ザイナー、市役所公務員らと共に任意団体「南房総
リパブリック」を設立し、2012年に法人化。現在は
NPO法人南房総リパブリック理事長を務める。
親と子が一緒になって里山で自然体験学習をする

「里山学校」、食の2地域交流、南房総市の空き家調
査などを手掛ける。
Miori Baba
1973: Born in Tokyo
1996: Graduated from Japan Women's 
University
1998: After graduating with a master’s degree 
from the same university, she worked at an 
architectural design office before becoming 
an architectural writer.
2014: Founded Weedseed Co., Ltd.
Since 2007, Ms. Baba has been living in two 
regions with five family members, two cats, 

Ken Mineta
1965: Born in Yamagata Prefecture
1991: Graduated from the Department of Architecture, 
Faculty of Fine Arts, Tokyo University of the Arts
1993: Completed his master's degree at Tokyo University 
of the Arts and served as an assistant (Future Planning 
Preparation Office)
1996: Founded Studio Archi Farm
1994 – Present: Part-time lecturer at Tokyo Kasei University, 
Tokyo University of the Arts, Chiba University, Tokyo 
University of Science, and Kyoto University of the Arts 
Book “Shape and Space” published by Tokyo Kasei 
Universit(co-authored with Seiji Nakamura and Koichi 
Miyazaki)
“Illustrated Guide to Success in Building a House”
Shokokusha (co-authored with Hiroo Marutani and Ei 
Onda)

and other creatures she has had during 
that time, "living in Tokyo on weekdays and 
living in a Satoyama in Minamiboso City, 
Chiba Prefecture on weekends." In a total of 
more than 300 round trips between Tokyo 
and Minamiboso, she began to think about 
raising children in Satoyama, preserving and 
utilizing the Satoyama environment, and 
interacting with urban and rural areas. And 
thus, "Minamiboso Republic" was established 
with landscape architects, web designers, 
and city hall officials. It was incorporated in 
2012. She is currently the director of the NPO 
Minamiboso Republic. 
The organization is involved in projects such 
as Satoyama School where parents and 
children can experience nature in Satoyama 
together, cross-regional food exchanges, and 
surveys of vacant houses in Minamiboso City.
著書

『週末は田舎暮らし　～ゼロからはじめた「二地域居
住」奮闘記～』（ダイヤモンド社）

『建築女子が聞く　住まいの金融と税制』（共著・学
芸出版社）など。
Books
"Living in the Countryside on Weekends: The 
Struggles of ‘Living in Two Regions’ Starting 
from Scratch" (Diamond, Inc.)
"Housing Finance and Tax for Women of 
Architecture" (co-authored by Gakugei 
Shuppansha), etc.

　第二回の沖縄未来建築塾は東京と千葉は南房総エリアで２地域居住を実践され
ているNPO法人南房総リパブリック理事長：馬場未織さんをお迎えしました。
　２地域居住を始められた背景や日々の生活をご紹介いただきましたが、単純に
２地域で暮らす行為にとどまらず、それぞれの地域で果たす役割について冷静かつ
温かい判断をされている事がとても印象的でした。
　「肩書きが外れても居場所がある」「薄い知り合い」「お互い様な恩送り」など、
地域や世代を超えてコミュニティで暮らしていく上での現実的なキーワードがポ
ンポンと飛び出し、実践されている多数の写真や映像がダイレクトにそれを補強す
る、といった刺激的な講義でした。
　中でも、「豊かさはその場所の歴史があって、さらにそこに関わることで得られて
いく」というお話がとても印象的でした。
　地域性を超えてコミュニティに関わっていくための真摯な姿勢と現実的な問題
点の提示、運転していくための実践方法などプライベートな出来事も交えながらお
話しいただきました。
　お嬢さんの「ママ、いろんな本物がみたい。」という発言をお話される馬場さんか
らは子育て中のお母さんとしての力強さも同時に感じ取れ、女性が多い塾生にとっ
ても力強い経験となったのではないでしょうか。
The 2nd Okinawa Future Architecture Course guest lecturer was Ms. 
Miori Baba, the director of the NPO Minamiboso Republic, who splits 
her time between Tokyo and Minamiboso City, Chiba Prefecture. 
She talked about her daily lifestyle and how she came to have homes 
in two regions. It was impressive to listen to her composed yet warm 
presentation about how it is not just about living in each regional base 
but also about the role she plays in each one. 
It was an exciting lecture packed with photos and videos as well as 
the emergence of several realistic keywords for living in a community 
across regions and generations such as "belonging without a title", 
"casual acquaintance," and "mutual pay-it-forward." 
Above all, the statement that "fulfillment is gained by adding to the 
history of a place” resonated. 
She talked sincerely about trying to get involved in the community 
beyond regionality, presenting practical problems and methods, 
including private events. 

When she quoted her daughter saying 
"Mom, I want to see lots of things," it 
powerfully spoke to the many female 
students who could feel her strength as a mother raising children.
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沖 縄 未 来 建 築 塾

◉開催日: 令和2年11月14日土曜日 午後２時 より ◉Date and time: Saturday, November 14, 2020, from 2:00 pm
◉会場: 建築会館３階大会議室 ◉Venue: Architecture Hall 3F Large Meeting Room
◉講師: 漢那 潤氏（株式会社ISSHO建築設計事務所） ◉Lecturer: Mr. Jun Kanna, ISSHO Architects Co., Ltd.

沖縄での木材、その背景
Timber in Okinawa and the Stor y Behind It

L e c t ur e

第 3 回
講 座

コロナ禍の影響もあり、2020年度はレクチャーのみの開催
となり、回数も感染予防の観点から三回で打ち切りとせざるを
得ませんでした。農家見学なども計画しておりましたが、農家
さんの中にはご高齢の方もいらっしゃり、快諾頂いた方々もい
らっしゃったのですが、第二波の緊急事態宣言が発令された後
は開催が実質難しくなりました。

来期も完全にはコロナ禍から開放されることはないかもし
れませんが、可能な限り、感染予防を図りながら今季テーマを
敷衍しながら沖縄未来建築塾は開催していく予定です。しばら
くお待ち下さい。

Due to the impact of the coronavirus crisis, we could only hold 
lec tures in 2020. Unfor tunately, we were forced to s top af ter 
three had been held to help prevent infections from spreading. 
We had been planning a farm field trip but, and although some 
of the elderly farmers were kindly willing to continue, it became 
impossible to go forward with the plans after the second state of 
emergency was declared. 

The coronavirus crisis may not be completely irradiated during the 
coming fiscal year, but we hope to go forward with the Okinawa 
Future Architecture Course and expand on this term's topic while 
still helping to prevent infections from spreading. More details to 
follow.

来期に向けて
For the Coming Term

漢那  潤 / JUN KANNA
Representative Director / 代表取締役
Licensed First Class Architect (JPN) / 一級建
築士
Member of Japan Institute of Architects 
(JIA) / 日本建築家協会 沖縄支部 正会員
1976 ベネズエラ、カラカス生まれ
1986 来日
2001 神奈川大学工学部建築学科卒業
2002 株式会社ISSHO建築設計事務所 設立

（2005年改定）
  2006-2017 神奈川大学非常勤講師
  2010 帰化（ベラ・ジュンより漢那潤に改名）
 1976 Born in Caracas, Venezuela.
1986 Moved to Japan.
2001 Department of Architecture, Faculty 
of Engineering, Kanagawa University.
2002 Founded ISSHO Architects, Co., Ltd. 
(Incorporated 2005).

2010 Naturalized in Japan.
Selected Awards
2008 イギリスのWallpaper誌　[今後注目の世
界の若手建築家50組] に選出
2010 経済産業省が実施するJAPAN DESIGN＋　
[若手デザイナー日本代表20組] に選出
2010 GOOD DESIGN2010にて2つの物件が　
[グッドデザイン賞] を受賞
  2018 沖縄建築賞の最高賞・正賞を受賞
 2019 JIA環境建築賞の最優秀賞を受賞
2008 Selected as one of the World's 50 
Hottest Young Architects, Wallpaper (UK)
2010 Selected among JAPAN DESIGN +’
s “20 Emerging Designers of Japan,” the 
Ministry of Economy, Trade and Industry
2010 Received the Good Design Award for 
2 properties
2018 Received the highest prize of the 
Okinawa Architecture Award
2019 Received the highest prize of the JIA 
Environmental Architecture Award

　第３回未来建築塾講師には県内より、漢那潤さんにお越しいただきました。コンク
リート建築が支配的な沖縄県内にあって、積極的に新しい木造の可能性を追求され
ている漢那さんからは下記のテーマでお話しいただきました。

「沖縄での木造、その背景」  
　・新民家に至るまで（簡単な経緯）
　・新民家について （沖縄県の木造と林業の歴史に触れつつ）
　・新民家の今後 （苗木の生産や植林、沖縄の木造事業まわりなどなど）
　「新民家」の取り組み道程、その背景を伺えてJIA環境建築賞受賞されたことがと
ても良く理解でき刺激されました。構法の話に依拠しすぎる訳でもない、新しい平面
計画と新しい木造形式の融合を図られていることが多数のスライドで理解できまし
た。同時に、木造が持つ優位性の一つとしてシステム的な反復や増殖の在り方などに
も言及されていて、現代的かつ、沖縄の気候風土にも対応できる可能性を強く感じ取
れました。
　また、琉球処分以前の森林政策からの沖縄に於ける木造の紐解き、には県内でコ
ンクリート建築にどっぷり浸かってしまっている我々や塾生にとっても大変示唆的な
内容で、更に使うだけではなく、サスティナブルな植林含めた再生産の取り組みにつ
いてもお話いただきました。
　静かに淡々とお話しされる中に溢れる構築への熱意とアイデアに引き込まれた塾生
が多数。
　過去にない塾生からの多数の質問発議と議論がありました。
The guest lecturer for the 3rd lecture of the Okinawa Future Architecture 
Course was the prefecture's own Jun Kanna. Mr. Kanna, who is actively 
pursuing the possibility of new wooden construction in Okinawa where 
concrete construction is dominant, discussed the below topics. 
"The Background of Wooden Construction in Okinawa" 
・ The Path to the New Common House (brief background) 
・ Overview of the New Common House (touching on the history of 
wooden construction and forestry in Okinawa) 
・ Future of the New Common House (production of saplings, tree planting, 
wooden construction business in Okinawa, etc.) 
It was inspirational to listen to the background of the new common 
house initiative and recipient of the highest prize of the JIA Environmental 
Architecture Award. Without relying too much on the construction 

story, many slides showed the fusion of 
the new plans and new wooden style. He 
also discussed the advantages of wooden construction, its systematic 
repetition and proliferation, which showed the possibilities of responding 
to Okinawa's climate in a modern way. 
In addition, the unraveling of wooden structures in Okinawa from the 
forest policy before the abolishment of the Ryukyu Kingdom was thought-
provoking for the students who have been completely immersed in 
concrete construction in the prefecture, and he talked about not only the 
use but also the reproduction efforts including sustainable tree planting. 
The students could feel his enthusiasm and ideas for construction that 
overflowed during his matter-of-fact presentation. 
There was an unprecedented number of questions and discussions from 
students.
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第 6 回 沖縄建築賞 The 6th Okinawa Architec ture Award

第6回沖縄建築賞 審査委員
Judges of the 6th Okinawa Architecture Award

e

  審査委員長  Panel Chair  e

古谷 誠章 ［建築家・早稲田大学創造理工学部教授］
Nobuaki Furuya 

e

  副委員長  Vice-Chair  e

小倉 暢之 ［琉球大学工学部教授］
Nobuyuki Ogura

e

  実行委員長  Executive Committee Chair  e

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

e

  委員  Panel Members  e

能勢 裕子 ［彫刻家］
Yuko Nose

西里 幸二 ［沖縄県建築士会 会長］
Koji Nishizato

野原 勉 ［沖縄県建築士事務所協会会長］
Tsutomu Nohara

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

第6回沖縄建築賞が2020年2月17日（月）から3月19日（木）までの
応募がはじまり、全体で、35点の作品応募があり、住宅部門に24点・
一般建築部門に11点の作品が集まりました。

一次審査4月3日（金）書類審査・二次審査4月24（金）と25日（土）
現地審査を予定した沖縄建築賞でしたが、4月1日（水）運営委員会にてコ
ロナ禍による延期が決定となりました。7月17日（金）運営委員会が開か
れ審査方法について協議さ審査日程日が決定されました。

一次審査は8月28日（金）リモ－ト審査が行われ住宅部門と一般建築か
らがそれぞれ5点の作品が選出され合計１０点の作品が決定されました。

これまで二日かけての現地審査行われていた二次審査は9月26日（土）
にプレゼンテーション方式に切替えZoomでの公開審査となり受賞者が
決定され、11月22日（日）沖縄建築会館にて表彰式が行われました。

The 6th Okinawa Architecture Awards opened from Monday, February 17 to Thursday, 
March 19, 2020, and overall, there were 35 submissions: 24 in the housing category and 
11 in the general architecture category.

The first screening took place on Friday, April 3, then the application screening and second 
screening on Friday, April 24, and Saturday, April 25. While the screening for the Okinawa 
Architecture Awards was scheduled to be held on-site, on Wednesday, April 1, the Steering 
Committee decided to postpone it due to the coronavirus crisis. The Steering Committee 
met on Friday, July 17 to discuss and determine the final screening format and schedule. 

The first screening was held remotely on Friday, August 28, and 5 works were selected 
from each of the housing and general architecture categories, with a total of 10 works 
going through to the next round. 

The second screening, which had been conducted on-site for two days, was switched to a 
public screening via Zoom on Saturday, September 26. The winners were decided, and the 
award ceremony was held at the Okinawa Architecture Hall on Sunday, November 22.

一般建築部門 正賞  General Architecture Category Award
細矢 仁 「株式会社 技建新本社ビル」  Jin Hosoya "New Giken K.K. Head Office Building"
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住宅部門 正賞  Housing Category Award
大嶺 亮 「立体路地を持つ都市住宅」 
Makoto Omine 
"Urban Residence with a Three-Dimensional Alley"

タイムス住宅新聞社賞  Times Jutaku Shimbun Award
友利 正 「森の図書館」 
Tadashi Tomori "Librar y in the Forest"

一般部門 奨励賞 
General Architecture Category Encouragement Award
小林 進一 「T  Dental  Frontier」 
Shinichi Kobayashi "T Dental  Frontier"

第6回沖縄建築賞 表彰式
The 6th Okinawa Architec ture Award  Ceremony

新人賞  Newcomer Award
住宅部門 奨励賞  Housing Category Encouragement Award
仲本 兼一朗  「House  in  Matsumoto」 
Kenichiro Nakamoto "House in  Mat sumoto"
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第9回沖縄県アンダー40設計競技「ティーダフラッグス
2020 in 本部港は、本部港旅客ターミナルエリア内へ、安全・快
適な伊江島へのエントランスとなる屋根付き利便施設が対象と
して開催されました。

本計画地は伊江島への定期フェリーが1日4便就航しており、
伊江島への交通に欠かせない施設となっている。また、那覇～鹿
児島航路の大型船が毎日朝夕2回入港することに加え、外国から
の石炭船や砂・砂利運搬船等の貨物も利用するなど、北部の物
流拠点としての機能も担っている。今回の設計競技では、施設利
用者が荷捌き、貨物の引取りなど天候に左右されることなく安
全・快適に利用できる機能が求められました。

　9月29日より応募登録を開始し、10月14日～11月13日ま
での期間に43作品の提出がありました。11月24日に第1回選
考委員会を開催し、一次通過作品7点並びに学生6作品の中から
学生賞1点を決定しました。

　最終審査は12月25日に沖縄県立博物館・美術館3階講堂
にて開かれ、長崎設計研究所の長崎大作氏と松田裕介氏が出品
した「MOTOBU Coral Roof」が金賞に輝きました。

金賞に選定された作品は、テーブルサンゴをモチーフにした
RC造・屋根面積556㎡の施設で、フォークリフトの作業性やイ
ベントへの応用を提案し、柱を極力少なくすることで大屋根空
間を創出するなど、沖縄の風土に根ざしたデザインと機能性が
高く評価されました。本部港の賑わい創出の新たな顔として、完
成が楽しみな作品となっています。

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
借りして関係者の皆さまへ敬意を表します。

公益社団法人 日本建築家協会（JIA）沖縄支部

支部長  伊良波 朝義

The 9th Okinawa Prefectural Under 40 Design Competition, Tida Flags 2020 
in Motobu Port, was held to design a passenger area at the Motobu Port 
terminal. The facility needed to be convenient, have a roof, and be able to 
serve as a safe and comfortable entrance to Ie Island. 

The planned site has regular ferries to Ie Island four times a day, making it 
an indispensable facility for transportation to the island. In addition to the 
large ships on the Naha-Kagoshima route arriving twice daily in the morning 
and evening, it also functions as a distribution base in the north, frequented 
also by cargo ships with coal and sand/gravel carriers from overseas. In this 
design competition, facility users may need to carry out functions such as 
handling cargo and picking up cargo, so it was important for the facility to 
be designed so that it could be used safely and comfortably regardless of the 
weather. 

Application regis tration began on September 29, and 43 works were 
submitted during the period from October 14 to November 13. The 1st 
Selection Committee meeting was held on November 24, from which 7 first-
round works and 1 student work from 6 were selected.

The final screening was held on December 25 at the lecture hall on the 3rd 
floor of the Okinawa Prefectural Museum & Art Museum, and the "MOTOBU 
Coral Roof" exhibited by Mr. Daisaku Nagasaki and Mr. Yusuke Matsuda of 
the Nagasaki Design Institute won the Golden Award. 

As the winner of the Golden Award, the reinforced concrete structure with 
a table coral motif and a roof area of 556m2 was highly received for its 
design and functionality rooted in the Okinawan climate, proposing the 
maneuverability of forklif ts and accommodating events, while creating 
a large roof space by minimizing the number of columns. We are looking 
forward to seeing the new face and bustle of Motobu Port. 

We would like to take this oppor tunit y to acknowledge the technical, 
creative, and presentation skills of the young entrants, which have steadily 
improved through this design competition.

 Japan Institute of Architects (JIA) Okinawa Chapter
Tomoyoshi Iraha, Director

第 9 回沖縄県アンダー 40 設計競技

ティーダフラッグス 2020 in  本部港
T h e 9 t h O k in aw a Pr e f e c t ur e U n d e r 4 0 D e s i gn C o mp e t i t i o n  T ida Flags 2020 in Motobu Por t

金賞  Gold Award
長崎 大作/松田 裕介 「MOTOBUCoral Roof」 ［長崎設計研究所 ］  Daisaku Nagasaki, Yusuke Mat suda"MOTOBUCoral Roof"
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ティーダフラッグス2020 選考委員（8名）
Tida Flags 2020 Selection Panel (8 panelists)

e

  選考委員長  Selec tion Panel Chair  e

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

e

  選考委員  Selec tion Panelist  e

金城 傑 ［（公社）沖縄県建築士会 会長］

Suguru Kinjo

本庄 正之 ［（一社）沖縄県建築士事務所協会 副会長］

Masayuki Honjo

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

安谷屋 幸助  ［（一社）沖縄県設備設計事務所協会 理事］
Kousuke Adaniya

渡久地 淳  ［本部港管理事務所 所長］
Jun Toguchi

知念 利次  ［伊江村役場建設課 課長］
Toshitsugu Chinen

島袋 登仁雄  ［沖縄県土木建築部 建築都市統括監］
Tonio Shimabukuro

銅賞  Bronze Award
山城 勝久/金城 治奈/安里 豪之/小濱 寛貴

［(株)具志堅建築設計事務所］ 「Puzzle」 
Katsuhisa Yamashiro, Haruna Kinjo, Takeyuki Asato, Hirotaka Kohama
 "Puzzle"

銀賞  Silver Award
奥原 和明/渡嘉敷 真毅 ［建築設計室ant］ 

「凪屋根の下の待合所－
気持ちをシェアするおおらかな環境をつくる－」 
Kazuaki Okuhara, Masaki Tokashiki
 "Lounge under the Deep Eaves – 
Creating a Laidback Environment to Exchange Thoughts"

銅賞  Bronze Award
仲本 昌司/金城 聖来/知念 はるか/中村 彩友美
 ［（株）ADeR］ 

「寄り添う屋根」 
Masashi Nakamoto, Seira Kinjo, Haruka Chinen, Sayumi Nakamura
“Roof to Mingle Under”
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T h e 24 t h D ip l o m a D e s i gn C o mp e t i t i o n

T h e 24t h Jap an In s t i t u t e  o f  A r c hi t e c t s  O k ina w a C hap t er   T he 24th Diploma De sign Comp e ti t ion

卒業設計作品選奨作品募集
第 回 公益社団法人  日本建築家協会  沖 縄支部24

公益社団法人 日本建築家協会 沖縄支部
The Japan Institute of Architects（JIA）Okinawa Branch

最優秀賞者には

全国卒業設計
コンクール出場権

旅行券５万円分

沖縄県内の建築系学生で、生徒自身またはグループでの応募に限る。
（大学部門は、県外大学に在籍する県出身者の応募も可） ※自薦・他薦は不問

応 募 資 格

募 集 要 項趣 旨

表 彰［ 表 彰 盾 お よ び 副 賞 ］

沖縄県立博物館・美術館  美術館講座室
沖縄県那覇市おもろまち3丁目1番1号

審 査 会 場

2021年5月21日（金）  ※時間については受賞者に後日通知する。
公益社団法人 日本建築家協会 沖縄支部 総会内にて実施

表 彰 式

〒901-2101 沖縄県浦添市西原1丁目4番26号 沖縄建築会館内
公益社団法人 日本建築家協会 沖縄支部  卒業設計作品選奨
TEL.098-943-8949  FAX.098-943-9727

提 出 先
（お問い合わせ）

A大学部門　B短期大学、専門・専修学校部門　C工業高校部門募 集 部 門

①図面の大きさ、枚数および表現方法は自由とし、設計の条件、趣旨等を
適宜記載する。図面の中に作品名、学校名、氏名等を記載してもよい。
また、上記書類をPDF形式でデータ化したものをCD-ROM等におさ
め、あわせて提出すること。模型の提出は認めない。提出は下記提出先
へ持参、もしくは郵送・宅配便で行うこと。

②公開審査では、各応募者が3分程度のプレゼンテーションを実施する。模
型の使用も可。発表用の資料はPDFもしくはPowerPoint形式でデー
タ化し、当日持参すること。

応 募 規 定

美濃 祐央 氏  ［ 一級建築士事務所 mino archi-lab 代表 ］
公益社団法人 日本建築士会沖縄支部 正会員

審査委員長

佐川 淳 氏  ［ 有限会社真玉橋設計事務所 ］
ティーダフラッグス2016 金賞受賞者
那覇新都心公園水のみち公衆トイレ意匠選定設計競技 最優秀作品受賞者

大坂 渉 氏  ［ 一級建築士事務所ティンアーキテクツ ］
ティーダフラッグス2017 金賞受賞者

仲本 兼一郎 氏  ［ STUDIO MONAKA 共同代表 ］
第６回沖縄建築賞 奨励賞・新人賞受賞者

審 査 員

2021年3月10日（水） 16：00  ※郵送・宅配便は当日まで必着とする。応 募 締 切

2021年3月13日（土）
事前審査会（非公開） 9：30～
公開審査・審査発表 13：00～17：00  ※発表当日は仮表彰式を実施する。

審査・発表

2020年度の卒業設計の中から優れた作品を選考、表彰する。特に意欲的な独創性、社
会性、場所性、将来性のある作品を期待する。

審 査 委 員

第一次審査、発表＋質疑応答形式による第二次審査にて各部門2名程度選出し、最優秀
賞・優秀賞・佳作を決定する。 ※審査過程は当日に変更される場合あり。

A大学部門
B短期大学、専門・専修学校部門
C工業高校部門

優 秀 賞
優 秀 賞
優 秀 賞

佳 作
佳 作
佳 作

／
／
／

：1点
：1点
：1点

最優秀賞：1点
：1点
：1点
：1点

主催 ・ （公社）日本建築家協会沖縄支部　 後援 ・ （株）沖縄タイムス社 ／ （株）琉球新報社 ／ （株）沖縄建設新聞 ／ （株）タイムス住宅新聞社 
／ NHK沖縄放送局 ／ 琉球放送（株） ／ 沖縄テレビ放送（株） ／ 琉球朝日放送（株） ／ （公社）沖縄県建築士会 ／ （一社）沖縄県建築士事務
所協会 ／ （一社）沖縄県設備設計事務所協会  〈予定含む〉　 協賛 ・ 株式会社総合資格 沖縄校 ／ （株）建築資料研究社（日建学院沖縄校）

公 益 社 団 法 人  日 本 建 築 家 協 会 （ J I A ） 沖 縄 支 部  主 催

第24回 卒業設計作品選奨

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。今年は高等学校の応
募が無かったため、大学・専修専門学校の２部門に分けて
実施。PM1:00、専修専門学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

琉球大学 福地 秀真
Shuma Fukuchi

余白とタームスケープ
宜野湾市大山水田と都市を接続する６次産業化施設

Void and Tamuscape – Sixth Industrialization Facility Connecting the Oyama 

Terraced Rice Fields in Ginowan to the City

優秀賞
Excellence Award

琉球大学 三藏 南華
Mika Mikura

布-よめ入り1日前の建築-
Cloth: Building on the Eve of the Wedding

優秀賞
Excellence Award

沖縄職業能力
開発大学校

宮里 奈央
Nao Miyazato

脇役建築 ～風景を魅せる建築～
The Supporting Role of Architecture – Architecture That Fascinates the Landscape

優秀賞
Excellence Award

沖縄職業能力
開発大学校

仲本 滉輝
Kouki Nakamoto

銀天街バス停広場活用計画　銀天まち
Gintengai Bus Stop Square Utilization Plan, Ginten Town

佳作
Honorable Mention

琉球大学 本多 琴美
Kotomi Honda

山での暮らし 
Living in the Mountains

佳作
Honorable Mention

琉球大学 大林 賢矢
Kenya Obayashi

居住的酒場道
Residential Tavern Road

佳作
Honorable Mention

沖縄職業能力
開発大学校

大城 茉綸
Marin Oshiro

沖縄県立郷土芸能劇場の計画・設計
Planning and Design of Okinawa Prefectural Traditional Performing Arts Theater

The first screening (preview) started at 10 am. The criteria were confirmed for the second 
screening (open).
As there were no entries by high school students this year, the screening was divided into 
two categories, university and vocational school. At 1 pm, the open screening began with the 
vocational 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 as well as the selection for the second round of screening, and the panel voted to 
determine the winner of each award.

第24回 卒業設計作品選奨 審査委員
The 24th Diploma Design Competition Panelists

e

  審査委員長  Panel Chair  e

美濃 祐央 ［一級建築士事務所　mino archi- lab 代表 ／ 建築家］

Yuuoh Mino

e

  審査委員  Panel Members  e

佐川 淳 ［ ㈲真玉橋設計事務所 ／ 建築家］
Sunao Sagawa

大坂 渉 ［一級建築士事務所 tin architects ／ 建築家］
Wataru Osaka

仲本 兼一郎  ［株式会社一級建築士事務所 STUDIO MONAKA共同代表  ／ 建築家］
Kenichiro Nakamoto

◉審査日：2021年3月13日（土）
◉会場：沖縄県立博物館・美術館  1F 講座室
◉ Date: Saturday, March 13, 2021
◉ Venue: Okinawa Prefectural Museum and Art Museum Lecture Room

12



T h e 24 t h D ip l o m a D e s i gn C o mp e t i t i o n

コロナ禍にあり、東日本震災から10年が経ち、変わらず固定
化される基地問題は何ら解消されることもない。地域の課題は
全国に共通する課題でもある。

卒業設計に込められる“想い”“願い”とは、制作者自身が抱え
る個人的な欲求のはけ口であっていいと思っている。他方で、
建築の果たす役割とは何であるのか？大きな命題を彼らなりの
知識や経験値をもって如何に解答を出しているのか？その点を
評価の基軸とした。

関係者の応援を頂きながら24回を数えた卒業設計作品選奨。
10作品と例年と変わらない応募数ではあったが、全体を通じ
た印象として、粗削りな感は否めないものの、作品の表現手法、
プレゼンの完成度共に向上しているように感じた。コンクール
の主題とは、優秀な作品を世に紹介する事に留まらない。各応
募者と審査員とのやり取りを通じ、作品即ち応募者の意識への
働きかけこそが重要である。応募者が少数に留まったことは、
裏を返すと、各作品にかけられる時間の充実に繋がる。

建築に何が出来るのか？その大命題は、依然として目の前に
ある。しかしながら、若い世代から発せられる熱量こそがその
命題に立ち向かうカギになるのではないか？そんな期待を帯び
させてくれたコンクールであった。

一級建築士事務所　mino archi- lab 代表

審査委員長  美濃 祐央

In the midst of the coronavirus crisis, ten years have passed since the 
Great East Japan Earthquake, and the solidifying military base issue has 
yet to be resolved. Regionally, there are also issues that are common 
throughout the country. 

The "feelings" and "wishes" that can be included in a diploma design can 
be an outlet for the personal desires of the creators themselves. On the 
other hand, what is the role of architecture? How do you respond to big 
propositions with one’s own knowledge and experience? These points 
served as the basis of the evaluation. 

This was the 24th Diploma Design Competition, made possible with the 
support of all those involved. Although the number of entries remained 
the same at 10, the overall impression was that although the works were 
undeniably incomplete, both the expressive method of the works and the 
degree of perfection exhibited in the presentation had improved. The 
theme of the competition goes beyond introducing excellent works to the 
world. It is important to reach out to the work, that is, the consciousness 
of the applicants, through the interaction between each applicant and the 
judges. The fact that the number of applicants remained small meant that 
more time could be spent dissecting each piece of work. 

What can you do in architecture? The big question still stands before 
us. However, isn't the amount of enthusiasm emitted by the younger 
generation the key to confronting that question? This was a competition 
that gave such hope.

Architect / Director of mino archi- lab
Chief Panelist: Yuuoh Mino

総評
Overall  Evaluation

13



T h e 24 t h D ip l o m a D e s i gn C o mp e t i t i o n

大山地区に今なお残るターム（田芋）畑。国道
58号バイパスを走ると街並みの中に突如として
田園風景が目前に広がる。森川の地下水脈が地形
の傾斜に沿って自然湧水へと繋がり、この地域一
帯に豊かな水場を創出するもので、タームの栽培
が琉球の時代から行われた一大産地である。

作者の地元であり、ターム産業における高齢化
や消費の縮小にて課題を抱えている事に対し、次
なる一手をということがモチベーションとなっ
ている。設計製作に当たり、自ら農家に出向き、
内情を具体的に示唆している。

ターム産業を建築を通じて世に告知し、住民に
とってより身近な産業へとシフトチェンジする
為の仕掛けである。リニアな道路と畑の輪郭の隙
間を敷地に選定し、揺らぎながら配置されたター
ムスケープによる抜けをもった建築が、都市と畑
をつなぎ、双方がより良い関係性を創出できるよ
う願う作者の意気込みを強く感じた。まだまだ向
上の余白を残す作品ではあるものの、建築を創り
込み過ぎていないことが成功につながっている
と期待を込めて一票を投じた。

The tamu (taro root) fields still remain in the Oyama region. As you 
drive on the Route 58 bypass, suddenly amongst the cityscape, 
the rural scenery spreads out in front of you. The groundwater 
veins of Morikawa lead to natural springs along the slope of the 
terrain, creating areas of abundant water throughout this major 
production area, where tamu cultivation has been carried out 
since the Ryukyu era. 

It is the entrant's hometown, and his motivation was to try to take 
the next step against the problems caused by the aging industry 
of tamu and the reduction in consumption. When designing 
and manufacturing, he visited the farmers personally to get a 
concrete grasp on the plans. 

It is a mechanism for the tamu industry to speak out the world 
through architecture and a shift to an industry that is more 
familiar to residents. The entrant's enthusiasm to connect the city 
and the fields as well as to create a better relationship between 
them could be deeply felt, with his plan to use the gap between 
the linear road and the field's void as the site, for a construction 
arranged around the fluctuating tamu-scape. Although the work 
still leaves a void for improvement, it was awarded with the hope 
that not over-creating the architecture will lead to success.

美濃 祐央
Yuuoh Mino

講評
Comment ar y

最優秀賞
Firs t Prize

福地 秀真
余白とタームスケープ　宜野湾市大山水田と都市を接続する６次産業化施設

Shuma Fukuchi  Void and Tamu-scape – Sixth Industrialization Facility Connecting the Oyama Terraced Rice Fields in Ginowan to the City
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T h e 24 t h D ip l o m a D e s i gn C o mp e t i t i o n

布で建築を造るという大胆な案。よめ入り前
というメタファーを含め文学的な導入やかたち
を留めようとする縫い方の大量のスタディは好
感を持てたが、現実に落とし込むための構造的
な考察が不十分でありファンタジーの域を出て
おらず残念なところであった。しかしながら、透
光性や柔軟性という布ならではの素材の魅力を
活かした形態となっており、将来的に建築の構
造に耐えうる素材が開発される期待を抱きたく
なるような提案であった。

A bold idea to build a piece of architecture out of cloth. 
T he li ter ar y introduc t ion and wedding met aphor, 
along with the large number of s tudies on sewing 
methods was terrific. It was a pity that the structural 
consideration to put it into reality was insufficient, and 
it did not leave the realm of fantasy. However, it is a 
form that makes use of the attractiveness of the texture 
unique to cloth, such as translucency and flexibility, 
and it was a proposal that made us hope that a material 
that could withstand the structure of architecture could 
be developed in the future.佐川 淳

Sunao Sagawa

講評
Comment ar y

優秀賞
E xcellence Award

琉球大学  三藏 南華
布-よめ入り1日前の建築-

Mika Mikura  Cloth: Building on the Eve of the Wedding
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米軍キャンプ返還跡地（西普天間）から望む東
シナ海への眺めを、都市景観のストックとして
捉え、風景が主役のまちづくりを目指している。
高台にある県道沿いの擁壁を建築化しつつ、屋
上と県道をつなぐ芝生広場として新たな付加価
値を生み出そうとする試みは、既存の跡地利用
とは違う景観を活かす魅力的な提案だ。惜しむ
らくは店舗や住宅に対する具体的な平面計画等
が示されなかったこと。更にまた、このエリアを
越えて沿道を含む跡地全体の使い方に踏み込ん
だ計画を期待したい。

Proposal to create a town where the landscape plays a 
leading role, with the view of the East China Sea from 
the site of a former US military base (West Futenma) 
to form an urban landscape. An attempt to create new 
added value as a grassy plaza that connects the rooftop 
and the prefec tural road, while building a retaining 
wall along the prefectural road on a hill, is an attractive 
proposal that makes use of a landscape that is different 
from the existing redevelopment plan. Unfortunately, 
no concrete plan for s tores or housing was shown. 
Furthermore, it would be good to see a plan that goes 
beyond this area and goes into how to use the entire 
site, including the roadside.

大坂 渉
Wataru Osaka

講評
Comment ar y

沖縄職業能力開発大学校  宮里 奈央
脇役建築  ～風景を魅せる建築～

Nao Miyazato  The Supporting Role of Architecture – Architecture That Fascinates the Landscape

優秀賞
E xcellence Award
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まちづくりの「シタジ」をつくるというコンセ
プトで多様な仮設物を街に展開していく提案。
コザの持つ魅力と案の親和性が高く、また仮設
物のデザイン・作り方もよく検討されているよ
うに感じた。ただ、実際、街に仮設物を置いてど
のような営みが行われるかの検討ができていな
いとのことだったのでその辺りの実験、案のブ
ラッシュアップを図って欲しいと思った。

A proposal to develop various temporary objects in the 
town under the concept of creating "groundworks" for 
town development. The affinity between Koza's charm and 
ideas could be strongly felt, and the design and method of 
making temporary objects was well considered. However, 
no thought was put into what activities may be carried 
out by the placing of the temporary objects in the town, 
so it would be great if he could experiment a bit more and 
refine his plans further.

仲本 兼一郎
Kenichiro Nakamoto

講評
Comment ar y

優秀賞
E xcellence Award

沖縄職業能力開発大学校  仲本 滉輝
銀天街バス停広場活用計画　銀天まち

Kouki Nakamoto   Okinawa Polytech College "Gintengai Bus Stop Square Utilization Plan, Ginten Town"
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T h e 24 t h D ip l o m a D e s i gn C o mp e t i t i o n

地方における人口減少や地域活性化という課題に対
し、リモートワーカーのための住居と宿泊施設、地元住
民との交流施設を併設した集住の在り方を提案している。
雲仙普賢岳の池のほとりに、起伏を利用した住棟配置と
断面計画で各戸からの眺望を確保した魅力的な住居群
になっている。また居住区域と交流の場所がゾーニング
されていて、それぞれの居場所づくりも上手くいってい
る。施設全体のデザインに地域性を考慮した素材や建築
的な特徴があれば、さらに魅力的な提案になるだろう。

那覇の繁華街において酒場と住居を融合させた複合
施設の提案。酒場道と名付けられたパブリックとプラ
イベートをつなぐ道が建物内を横断し、各機能を繋げる
役割を担っている。デザイン力や表現手法は秀逸であっ
たが、プレゼンテーションの中でプログラムが詰めきれ
ていない部分があり少し残念であった。建物内部だけ
で導線を完結させるのではなく、周辺の川辺など外部空
間との接続が許容されても良いと感じた。また住居と
酒場という通常生活ではあまり共存したくない部分を
あえて同居させており、その中間領域のデザインが重要
であったが、不十分に終わっていたところが悔やまれる。
これから酒場の酸いも甘いも味わっていって欲しい。

To address the issues of population decline and regional 
revitalization in rural areas, a proposal of a new way of living with 
housing and accommodation facilities for remote workers and 
facilities for interacting with local residents. An attractive group 
of houses on the banks of the pond of Fugen-dake in Mount 
Unzen, with a view secured from each house using undulations 
in the housing and cross-section planning. In addition, the 
living areas and the interaction spaces are zoned, with each zone 
well planned. This would be an even more attractive proposal if 
the design of the entire facility had materials and architectural 
features that took regional characteristics into consideration.

A proposal of a complex combining bars with housing in the 
downtown area of Naha. A road connecting the public and the 
private, named the Tavern Road, crosses within the building 
and plays the role of connecting each function. The ability of 
designing and method of expression were excellent, but it 
was a little disappointing because the presentation content 
was lacking. It would be acceptable to allow connections to 
external spaces such as the surrounding riversides, rather 
than completing the connections only within the building. In 
addition, to dare to live with the elements of a bar and a home 
coexisting, the intermediate area is of high importance, but 
unfortunately, that was insufficient. Try to taste both the acidity 
and the sweetness of the bar in the future.

講評  Comment ar y
仲本 兼一郎   Kenichiro Nakamoto

講評  Comment ar y
大坂 渉   Wataru Osaka

琉球大学  本多 琴美
山での暮らし

Kotomi Honda   Living in the Mountains

琉球大学  大林 賢矢
居住的酒場道

Kenya Obayashi  Residential Tavern Road

佳作
Honorable Mention

佳作
Honorable Mention
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T h e 24 t h D ip l o m a D e s i gn C o mp e t i t i o n

沖縄の郷土芸能に深く携わってきた本人による企
画であるためか、建物のプランはよくまとまっており、
演者・観客とも利用しやすそうであるが、隣接する国
立劇場や提案された敷地の外部空間や屋外劇場等の
周辺環境との関係性に物足りなさを感じた。企画の
魅力をさらに引き出すためファサードに特徴を持たせ、
外部環境との繋がりにもっと気を配り表現できてい
ればより高い評価を得ることができただろう。

The building plan is well organized, probably because it was carried out 
by someone who has been deeply involved in Okinawa's traditional 
performing arts. It seems to be easy to use for both performers and 
spectators, but the relationship with the surrounding environment such 
as the adjacent national theater, the exterior space of the proposed site, 
and the outdoor theater was unsatisfactory. It would have been possible 
to get a higher evaluation if the façade had a distinctive feature in order 
to bring out the appeal of the project and if it could be expressed with 
more attention to the connection with the external environment.

講評  Comment ar y
佐川 淳   Sunao Sagawa

沖縄職業能力開発大学校  大城 茉綸
沖縄県立郷土芸能劇場の計画・設計

Marin Oshiro   Planning and Design of Okinawa Prefectural Traditional 
Performing Arts Theater

佳作
Honorable Mention
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■ 事業概要

JIA Bulletin 2013年1月号/海外レポートの中で芦原会長
が「国際社会との関係は友好から国際協調活動・事業協力へと
変化しつつある」そして「若い会員も含めた国際化の推進を目
指す」と言う事を書かれていた。まさに今（当時）、会長コメン
トにある環境に変化しつつあると言え、沖縄支部では地理的条
件を最大限に活かしアジアへ目を向け、積極的にアプローチし
て行く方針を立て、平成24年度に国際交流委員会を設立し、第
1回国際交流事業として、設立元年の2012年9月に4泊5日の
日程でタイ王国バンコクへ視察訪問を実施した。現地では、会
員である琉球大学小倉名誉教授の研究室が数年に渡り研究し
ているスラム住宅改善事業の現地視察やバンコクにある大学の
キングモンクット工科大学(KMITL)との交流を行った。KMITL
との交流においては、滞在地バンコクの古今建築事情の意見交
換、沖縄と同じ蒸暑地域の建築のあり方等視察案内を受けた。

■実施場所：タイ王国（バンコク）
■ Destination: Bangkok, Kingdom of Thailand
■参加者：沖縄支部13名、オブザーバー2名（非会員）
■本部助成金：助成制度無し
■実施期間：2012年9月5日～9月9日

JI A  O k ina w a C hap t er  
In t er na t ional  E xc han ge A c t i v i t y  Rep or t

In t er na t ional  E xc han ge Pr oje c t  2012
B an gkok ,  K in g dom o f  T hai lan d

国際交流事業 2012 タイ王国・バンコク研修

JIA沖縄支部
国際交流活動報告書

9/6 小倉名誉教授研究の地域視察
9/6  Site visit of Emeritus Professor Ogura's research

9/6 タイ現代建築視察（現代彫刻センター）
9/6  Thai contemporary architecture visit 
        (Contemporary Sculpture Center) 

■日　　程：
9月5日 タイへ渡航
9月6日 KMITLとの意見交換・交流会 
　　　　小倉名誉教授研究の地域視察
9月7日 KMITLの案内によりタイ建築視察 
9月8日 台湾へ移動（帰国便の都合で1泊台湾となった） 
9月9日 帰国

■ まとめ

タイとの国際交流はこれを期に、琉球大学へ短期留学で来沖
したKMITL学生の実務研修を沖縄支部会員事務所で受け入れ
実施等、継続した交流を行っている。

報告書作成者：前田 慎
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■ Overview

In the January 2013 issue of the JIA Bulletin/Overseas Report, President 
A shihara wrote that "relationships with the international communit y 
are evolving from one of friendship to one of international and projec t 
cooperation" and that "the aim is to include our young members in the 
promotion of internationalization." As alluded to by the President, those 
were changing times. The Okinawa Chapter determined a policy to look 
towards and proactively engage with other Asian countries as a way to learn 
how to capitalize on its geographical conditions. The International Exchange 
Committee was established in 2012, and its first international exchange 
project took place in September of that same year with a five-day, four-night 
tour of Bangkok, Thailand. While there, participants undertook a site visit 
to the slum-housing improvement program, which the team of one of our 
members, Professor Emeritus Ogura of Ryukyu University, has been studying 
for several years, and we also had discussions with King Mongkut's University 
of Technology (KMITL) in Bangkok. During the KMITL talks, opinions were 
exchanged on the ancient and modern construction situation in Bangkok, 
where we stayed, and we were able to learn more about construction in a city 
with the same hot and humid climate as Okinawa.

■ Summary

During that same period, there were further exchanges with Thailand with 
practical work experience and training offered at the Okinawa Chapter office 
to KMITL students completing a short-term study abroad program at Ryukyu 
University.
Report Author: Makoto Maeda

9/7 古民家視察
9/7 Visit to an old, traditional house

9/7 KMITLの先生方と懇親会
9/7 Social gathering with KMITL teaching staff

9/7 タイ現代建築視察（カンタナ）
9/7 Thai contemporary architecture visit (Kantana) 
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■ 事業概要

2012年度に続き、第2回目もタイヘの訪問を企画し、深い
絆を構築する事を目標にしかつ、支部では若い会員の海外進
出はもとより会員事務所のアジア域へ実務レベルでの進出を
助長する事を目標とし、その環境作りを行って行くその一環
として、第2回目の国際交流事業をタイ王国北部の主要都市
チェンマイで実施した。第1回事業時にお世話になったKMITL
の先生達と現地合流再会し、全行程に渡り各視察先の案内及
び解説をして頂いた。今回参加した室伏先生がチェンマイで設
計された教育施設の所在地など事前調査にも協力して頂き、そ
れら施設の訪問が実現できた上、当該学校への見学橋渡しをし
て頂いた。さらに、東南アジア各国の民族集落の住居形態など
を研究されているチェンマイ大学の先生も紹介して頂き、研究
内容のレクチャー受講。レクチャーの後、伝統的古民家が集め
られた博物館的資料園施設を視察。セミナーの内容を実物で確
かめる事ができ有意義なプログラムとなった。タイ王立建築
家協会（ASA）ランナー支部（北部支部）との交流を実施。ラ
ンナー支部から歓迎の晩餐会を開いて頂き、ASAランナー支
部所属の多くの建築家の方々と打ち解けた雰囲気の中で開襟
を開いた交流を持つことができた。現在もSNSなど様々な交
流手段で各人が継続交流を行っている。ランナー支部長から
は、視察に値するリゾートホテルを数件紹介して頂き、当初予
定の後日の視察コースを変更して、ホテル視察を実施した。沖
縄支部では、観光立県沖縄、リゾート施設にも注目しているた
め、関心深い視察内容となった。

■実施場所：タイ王国（チェンマイ）
■ Destination: Chiang Mai, Kingdom of Thailand
■参加者：沖縄支部13名、支部会員事務所職員1名
　　　　   （非会員）、オブザーバー4名
■本部助成金：15万円
■実施期間：2013年11月27日～12月1日
■日　　程：
11月27日 タイへ渡航
11月28日 室伏先生が設計した建物視察等　他施設視察
11月29日 ASAランナー支部との意見交換、
　　　　　Dr.ラウィワン教授のレクチャー聴講
11月30日 ASAランナー支部推薦のリゾートホテル視察
12月1日 帰国

■ まとめ

公共建築を始め、古き民家、最先端のリゾート施設等を視察
し、同じ蒸暑地域建築のタイにおける現状を考察することがで
き、この事に加え今回は、室伏先生坂倉時代の担当作品を一緒
に訪問できた事や、タイ王立建築家協会所属の多くの建築家の
方々との交流を持てた事など、第1回目を踏まえ充実した視察
交流ができた。 　　　　　　　　　　報告書作成者：前田 慎

JI A  O k ina w a C hap t er  
In t er na t ional  E xc han ge A c t i v i t y  Rep or t

In t er na t ional  E xc han ge Pr oje c t  2013
C hian g Mai ,  K in g dom o f  T hai lan d

国際交流事業 2013 タイ王国・チェンマイ研修

JIA沖縄支部
国際交流活動報告書
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11/28 チェディホテル視察
11/28 Visit to Chedi Hotel

11/28 室伏先生設計の学校訪問
11/28 Visit to a school designed by Mr. Murofushi

11/29 ASAランナー支部との意見交換・交流会
11/29 Discussion and exchange meeting with ASA Lanna Chapter

11/29 Dr.ラウィワン教授のレクチャー（チェンマイ大学）
11/29 Dr. Rawiwan's lecture (Chiang Mai University)

■ Overview

Continuing on from 2021, a second visit to Thailand was planned with the 
hope of building an even deeper bond while encouraging young members to 
expand overseas as well as promoting member offices to the Asian region at 
a practical level. In that context, the second international exchange project 
was held in Chiang Mai, a major city in northern Thailand. We reunited with 
the KMITL teaching staff who took care of us during the first visit, and they 
offered us guidance and explanations for each site visit during the entire tour. 
They also assisted with the preliminary survey of the site of the educational 
facilities designed in Chiang Mai by Mr. Murofushi, who attended the tour 
as well, enabling us to visit those facilities and bridge a tour to the school. 
In addition, a professor from Chiang Mai University, who is studying the 
housing styles of ethnic villages in Southeast Asian countries, also gave a 
lecture. Following the lecture, we were able to view a museum-like collection 
of old traditional houses. It was a constructive seminar, as we were able to 
view real-life examples of the content. We had discussions with the Lanna 
(northern) Chapter of the Association of Siamese Architects under Royal 
Patronage. The Lanna Chapter held a welcome banquet for us, at which we 
were able to enjoy an open exchange with several of the architects belonging 
to the chapter in a friendly atmosphere. Even now, each person continues to 
interact through various means of exchange such as social media. The Lanna 
Chapter director recommended several resort hotels deserving of a visit, so 
we changed our original schedule to fit one in. This was an intriguing visit, as 
the Okinawa Chapter is also focused on resort facilities in Okinawa as a tourist 
destination.

■ Summary

We were able to visit public buildings, old traditional houses, state-of-the-art 
resort facilities, etc., to observe the present state of architecture in Thailand 
under the same hot and humid climate as our own. Based on our first visit, 
we were able to have a fulfilling exchange trip, from being able to visit and 
interact with many architects belonging to the ASA to visiting Mr. Murofushi 
from the Sakakura days.                           Report Author: Makoto Maeda
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■ 事業概要

今年度はシンガポール（以下、SGP）訪問を総勢21名の参
加者で実施した。SGPは東南アジア屈指のグローバル都市で、
JIA沖縄支部が目指している設計事務所グローバル化の見本と
なる先駆的設計事務所が多い都市であるので、シンガポール
建築家協会（以下、SIA）や設計事務所との交流を通して情報
を収集し、会員への情報フィードバックを目的としている。ま
た、SGPはMICE誘致世界一の都市で、優れたMICE施設が多
く建設されている。沖縄県はMICE誘致を重要県政策の一つに
挙げている為、大型MICE施設建設をはじめ関連事業が今後予
定されている。今後沖縄県が進めるMICE施設建設等事業への
助言提言等を通して、我々JIA沖縄支部が沖縄の街づくりの先
頭に立つ役目を担って行くための知見を深める事も目的とし
ている。

■実施場所：シンガポール
■ Destination: Singapore
■参加者：沖縄支部15名、賛助会員1名、
　　　　　オブザーバー2名（会員）、非会員3名
■本部助成金：15万円
■実施期間：2014年12月3日～12月7日
■日　　程：
12月3日 シンガポールへ渡航
12月4日 建築視察、設計事務所訪問、SIA表敬訪問
12月5日 建築視察、ケリー・ヒル事務所訪問
12月6日 ベイサンズMIC施設部門視察
12月7日 帰国

■ まとめ

公共建築を始め最先端のMICE施設等を視察し、SGPにおけ
る現状を考察することができ、加えて今回は、オブザーバー参
加の古市先生が丹下事務所時代の担当作品を一緒に訪問でき
た事や、SIAの建築家の方々との交流を持てた事等充実した視
察ができた。また、世界で活躍している二人の建築家を訪問し
様々な話ができた事は参加者の大きな刺激にもなった。資源の
無い国家として、自立活動プログラムの充実度合は驚くばかり
で、建築はそのプログラム実現に向けた先進的なスタンスで建
設されている事を知った。入り江を堰き止めた海水淡水化事業
や充実した教育プログラムが構築されている学校施設など、目
を見張るものがあり、戦略的かつ計画的に先進土建事業が進め
られている事は興味深く刺激多い視察であった。

　　　　　　　　　　　　　　　  報告書作成者：前田 慎

JI A  O k ina w a C hap t er  
In t er na t ional  E xc han ge A c t i v i t y  Rep or t

In t er na t ional  E xc han ge Pr oje c t  2014
Sin gap or e

国際交流事業 2014 シンガポール研修

JIA沖縄支部
国際交流活動報告書

12/4 沖縄の風土と建築文化のプレゼンを行う
12/4 Presenting Okinawa's climate and architectural culture
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12/4 シンガポール建築家協会との意見公開
12/4 Publication of discussions with the Singapore Institute of Architects

12/6 マリーナベイサンズMICE 施設部門視察
12/6 Marina Bay Sands MICE Facility Division Visit

12/5 ケリー・ヒル事務所訪問
12/5 Visit to Kerry Hill’s office

■ Overview

This year, a total of 21 participants visited Singapore. Singapore is one of the 
leading global cities in Southeast Asia. As it boasts several pioneering design 
offices that serve as a model for the globalization of design offices that the 
JIA Okinawa Chapter is aiming for, the purpose was to gather information 
through exchanges with the Singapore Institute of Architects (SIA) and design 
offices, as well as to provide information to our members as feedback. What’s 
more, Singapore is the world's number one city for attracting MICE, and many 
excellent MICE facilities are being built. Since Okinawa Prefecture has listed 
the attraction of MICE as one of its main prefectural policies, related projects 
such as the construction of large-scale MICE facilities are being planned 
for the future. We, the JIA Okinawa Chapter, also intend to deepen our 
knowledge to play a leading role in urban development in Okinawa through 
advising and proposing for projec ts such as MICE facility construc tion 
projects that Okinawa Prefecture will be promoting.

■ Summary

We had the opportunity to visit state-of-the-art MICE facilities, including 
public  bui lding s ,  and ob s er ve t he c ur r ent s i t uat ion in S ingap or e. 
Furthermore, this time, Professor Furuichi, who participated as an observer, 
was able to visit the works he was in charge of during his time at the Tange 
of fice, and we were able to enjoy a fulfilling tour, exchanging with SIA 
architects. Also, visiting two international architects and being able to talk 
about various topics was tremendously stimulating for the participants. 
As a resource-poor nation, the extent of the independent activity program 
is remarkable, and we learned that buildings are being constructed with 
an advanced stance towards the realization of that program. There are 
astonishing projects such as the seawater desalination project and the school 
facilities with a well-developed educational program. It was a fascinating and 
stimulating visit to see how advanced civil engineering projects were being 
promoted strategically and systematically. 
                                                           Report Author: Makoto Maeda
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■ 事業概要

沖縄支部では、会員の東南アジア進出が促進されるような
環境作りに平成24年度より取り組んでいる。本事業はその根
幹となる継続事業という位置付けとなる。今回は、アジア屈指
の国際都市である香港とマカオへの訪問を13名の参加者で実
施された。

■ 事業の目的

香港はアジア屈指の国際都市であり、JIA沖縄支部が目指す
設計事務所のグローバル化の見本となる事務所が多い都市で
もある。香港建築家協会（以下、HKIA）や地元建築家事務所と
の交流を通して情報を収集し、会員への情報フィードバック
を目的としている。加えて、香港コンベンションアンドエキシ
ビジョンは高稼働率のMICE施設であり、その視察を行い多く
の知見を得て、今後沖縄県が進めるMICE施設等事業への助言
提言等を通して沖縄の街づくり事業に貢献していきたいと考
えている。

■実施場所：香港・マカオ
■ Destination: Hong Kong / Macau
■参加者：沖縄支部8名、非会員5名
■本部助成金：15万円
■実施期間：2016.02.24～2016.02.28（2015年度）
■日　　程：
2月24日 移動（那覇空港～香港～マカオ）
2月25日 マカオ視察～香港（香港建築家協会レセプション
　　　　 参加と会食）
2月26日 香港建築視察と交流1、
　　　　 現地建築家事務所にて沖縄建築の紹介
2月27日 香港建築視察と交流2
2月28日 移動（香港～那覇空港）
■訪問連絡先等：
香港理工大学 https://www.polyu.edu.hk
珠海学院 https://www.chuhai.edu.hk
Rocco Design Architects Ltd. https://www.rocco.hk
Ronald Lu and Partners Ltd. http://www.rlphk.com

■ まとめ

香港建築家の建築物をはじめ、世界的に活躍する建築家の作
品を視察するとともに、現地建築家の事務所にてプレゼンを聞
くことで、香港の建築の在り方や建築手法などを深く理解する

ことができた。そして、グローバルスタンダードで活躍する彼
らのような建築家の話を間近で聞けるチャンスを得たのは、参
加者たちにとって大きな刺激となった。

また、HKIAのSpring receptionに参加したことで、より多
くの建築家の方々と知り合うことができ仕事のチャンスと人
脈ができた。

世界でもトップクラスの人口密度の香港にとって、建築の
複合化は必須条件であり、個別の建物が都市へ対する責任を担
い、足元に公開空間を持つという特徴がある。それこそが香港
を美しい国際都市として形作っている一因だと考える。

　　　　　　　　　　　　　　　報告書作成者：末松 信吾

■ Overview

Since 2012, the Okinawa chapter has been working to create an environment 
that encourages members to advance into Southeast Asia. This trip was a 
continuation of that initiative. 13 participants visited Hong Kong and Macau, 
which are leading international cities in Asia.

■ Objective

Hong Kong is one of the most international cities in Asia and is also home to 
many design offices that serve as a model for globalization, an aspiration of 
the JIA Okinawa Chapter. The purpose of the trip was to collect information 
through cultural exchanges with the Hong Kong Institute of Architec ts 
(HKIA) and local architect offices as well as to provide informative feedback 
to our members. Further, the Hong Kong Convention and Exhibition is a 
MICE facility with a high occupancy rate, and by inspecting it and gaining 
knowledge, we will be able to contribute to Okinawa's urban development 
projects through consulting and proposals for Okinawa Prefecture's future 
plans for MICE facilities.

■ Summary

In addition to looking at Hong Kong architecture and inspecting the works 
of world-renowned architects, by listening to presentations at the of fices 
of local architects, we were able to gain a deeper understanding of Hong 
Kong's architecture and architectural methods. It was a great stimulus for the 
participants to have the opportunity to hear the stories of architects up close, 
who actively practice global standards. 
Also, by participating in HKIA's Spring Reception, we had the opportunity 
to get to know more architects and gained job opportunities and valuable 
connections. 
With one of the highest population densities in the world, building complexes 
are a prerequisite in Hong Kong and are characterized by individual buildings 
taking responsibility for the city, having an open space on their doorstep. 
That is probably one of the reasons why Hong Kong is shaped as a beautiful 
international city.　　　　　　　　   Report Author: Shingo Suematsu
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HKIAとの会食
Dinner with HIKA

建築家事務所訪問 02(Ronald Lu and Partners Ltd)
Visit to Architects Office 02 (Ronald Lu and Partners Ltd)

施工現場 02(珠海学院新校舎)
Construction site 02 (Chu Hai College of Higher Education new building)

多くのご尽力頂いたChu 教授
Professor Chu who was very helpful

HKIAレセプション参加
Participation in HKIA reception

建築家事務所訪問 01(Rocco Design Architects Ltd)
Visit to Architects Office 01 (Rocco Design Architects Ltd)

香港理工大学見学
Visit to Hong Kong Polytechnic University

ICCにて
At ICC

JIA国際交流活動報告写真　JIA International Exchange Activity Report Photos
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■ 事業概要

沖縄支部国際交流委員会では、沖縄の地理的条件を最大限
に活かしアジアへ目を向け、積極的にアプローチしていく方
針を立て、支部会員の東南アジアへの進出が促進されるよう
な環境作りへの取り組みとして国際交流事業を毎年度実施し
ている。今回は、第5回目となり、日系企業が多く進出して注
目を集めているカンボジア視察を行った。

■ 事業の目的

カンボジアは、70年代の政権事情によりいわゆる未開の地
といった印象がありますが、近年はイオンモール等も完成し
日系企業が多く進出を始めていて、注目される東南アジアの
建築市場と言えます。過去4回は国際化や経済発展のトップラ
ンナー的な都市の市場視察とネットワーク作りを行ってきま
したが、カンボジアはそうした東南アジアとはひと味ことな
ります。東南アジアにある様々異なる市場環境を実施する事
は重要であると考えていて、環境のまだ整っていない国への
参入を果たしている日系企業へのヒアリングを行い、まさに
開拓と言えるケーススタディを学ぶことを最大の目的とする。

■実施場所：カンボジア（プノンペン、シェムリアップ）
■ Destination: Cambodia (Phnom Penh, Siem Reap)
■参加者：沖縄支部9名、非会員3名
■本部助成金：15万円
■実施期間：2016.11.23～2016.11.27
■日　　程：
11月23日 移動（那覇空港～プノンペン～シェムリアップ）
11月24日 シェムリアップ（アンコールワット並びに寺院視察、
　　　　　  現地事務所との交流）
11月25日 シェムリアップ（寺院視察）
　　　　　  プノンペン（現地設計事務所と交流、
　　　　　  日本建築家設計の建築を視察）
11月26日 プノンペン（ヴァン・モリヴァン建築、
　　　　　  カンボジア現代建築を視察）
11月27日 移動（プノンペン～那覇空港）
■訪問連絡先等：
アンコール人材育成支援機構 http://www.jst-cambodia.net
バイヨン中学校 http://www.jst-cambodia.net/jst/cat142/
プノンペン大学 https://ruppedukh.business.site
カンボジア工科大学 http://www.itc.edu.kh/en/
プノンペン芸術大学 http://www.rufa.edu.kh

■ まとめ

今回の事業は、海外進出のヒントが多いものとなった。日本
企業とのコラボレーションやNGOなどの立ち上げと寄付金に
よる資金調達など目から鱗の成功について見聞することがで
きたのは、大きな収穫であり、今までの訪問国と異なり近い将
来、当支部会員がこの国で仕事を行う可能性が高いのではと思
えた。日本企業の進出がめざましい事、国造りにおける情熱が
高く知的醸成に意識が高いことなどがその理由でもあり、大い
に支部としても注目していきたい国であった。

　　　　　　　　　　　　　　　報告書作成者：末松 信吾

■ Overview

Within the framework of its policy to seek ways to capitalize on Okinawa's 
geographical conditions by looking towards and proac tively engaging 
with other Asian countries, the Okinawa Chapter International Exchange 
Committee organizes an annual international exchange trip. Our 5th such 
trip was to Cambodia, a country that is beginning to make strides in the 
construc tion market and where a number of Japanese companies have 
increased their presence.

■ Objective

When we think of Cambodia, due to the regime of the 1970s, we imagine 
that most of the land would be undeveloped. In fac t , in recent years, 
it has s tar ted to gain prominence in the Southeast Asian construc tion 
market with the completion of projects such as Aeon Mall and a number 
of Japanese companies entering the market. Our previous four trips have 
involved looking at markets and networking in cities that are top runners in 
internationalization and economic development. However, Cambodia is a 
different ball game. We feel it is important to look at a number of different 
types of market environments in Southeast Asia. With that in mind, our 
main purpose in Cambodia was to interview the Japanese companies that 
are making inroads in a country where the environment has not yet been 
established and to learn more about pioneering case studies.

■ Summary

This trip highlighted many possibilities for overseas expansion. It was a 
revelation to observe the various successes, such as collaborations with 
Japanese companies, the launch of NGOs, and fundraising by donations, 
and unlike the countries we visited so far, it seems likely that our chapter 
members will work in this countr y in the near future. With Japanese 
companies making remarkable progress there, the high passion for nation-
building and high awareness of intellectual development, it is a country we 
would love to work with.　　　　　　   Report Author: Shingo Suematsu
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バイヨン中学校訪問
Visit to Bayon Junior High School

カンボジア工科大学にて交流
Cultural exchange at the Institute of Technology of Cambodia

Trattoria Bello日本人建築家設計
Trattoria Bello designed by a Japanese Architect

地元芸術家等との座談会
Round-table discussion with local artists

日本建築家小出氏と交流
Discussions with Ms. Koide, a Japanese architect

小出氏と会食
Dinner with Ms. Koide

プノンペン芸術大学での交流
Cultural exchange at the Royal University of Fine Arts in Phnom 

モリバン建築視察
Molyvann architectural tour

JIA国際交流活動報告写真　JIA International Exchange Activity Report Photos
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■ 事業概要

沖縄支部国際交流委員会の継続事業として、6回目の国際交
流事業です。UIAソウル大会の開催に合わせて、隣国としてか
ねてより交流が深い韓国(ソウル)にて建物の視察と現地建築
家のレクチャーにより実践的な学びと交流を持ちます。

■ 事業の目的

韓国（ソウル）は、世界の名だたる建築家の作品も多く、現
地建築家のデザイン力、技術力において、日本と共にアジアを
牽引していく仲間といった印象がありますが、「韓国建築家基
本法」等の法的整備の実情や、建築設計市場の動向など、共通
の問題点を持った国だといえます。過去の交流事業の経験を
活かし、ソウルを含めた国際化や経済発展のトップランナー
的な都市の建築設計市場の違いを肌で感じることと、ネット
ワーク作りを最大の目的としています。

■実施場所：大韓民国（ソウル）
■ Destination: Seoul, Republic of Korea
■参加者：沖縄支部11名、東北支部2名、非会員2名
■本部助成金：13万円
■実施期間：2017.09.01～2017.09.05
■日　　程：
9月1日 那覇発ソウル着・東北支部と合流
9月2日 景福宮・慶会楼見学、チェ・ムンギュ教授により
　　　 サムジキルにてレクチャー　梨花大学、H card Music 
　　　 Library、三星美術館Leeum見学
9月3日 東大門デザインプラザ・Seongdong Cultural 
　　　  & Welfare Center・ディオール見学、
　　　  UIA大会Welcome Reception
9月4日 UIA大会開会式・基調講演、アラリオミュージーアム見学、
　　　 Prof. Jang Yoon Gyoo設計事務所訪問レクチャー
9月5日 帰沖
■訪問連絡先等：
Shin Chungyu 前アルカジア会長　cgsaa@chol.com
JIAより紹介いただき、訪問先をコーディネートしていただきました

■ まとめ

この事業の目的である現地建築家との交流では、サムジキル
を設計したチェ教授とKIAの空間大賞や建築賞を受賞したジャン
教授の事務所UNSANDONG を訪問しました。チェ教授は伊
東豊雄氏の事務所に勤務していたこともあり、日本と韓国の設

計の違いについても言及したレクチャーをしてくれました。ま
た、ジャン教授の事務所では作品のこと以外に韓国のデザイン
や情勢、建築基本法等について実務的な内容も説明していただ
きました。

そして、UIA大会への参加に加え、多数の建築視察を行い当
支部会員のみならず東北支部の会員も当事業に満足していた
だきました。

今後も継続的に交流を深めることで「沖縄からアジアへ」と
いう目標に向かっていきます。

　　　　　　　　　　　　　　報告書作成者：安富祖 理絵

■ Overview

The 6th international exchange project is an ongoing initiative of the Okinawa 
Chapter International Exchange Committee. A series of practical learning and 
exchange sessions through architectural tours and lectures by local architects 
in Seoul, South Korea, where, as our neighboring country, an even more in-
depth exchange can be had.

■ Objective

Seoul, Korea boasts several works by world-famous architects, and with the 
design and technical capabilities of local architects, they would seem to make 
ideal partners for Japan in leading Asian architecture. However, as a country, 
it also shares issues such as the actual situation of legal development such 
as the Korean Architect's Act as well as trends in the architectural design 
market. Utilizing the experience of past exchange projects, the main purpose 
of this event was to feel the difference in the architectural design market of 
a city like Seoul, which is a top runner in internationalization and economic 
development, and also to build a network.

■ Summary

For the purpose of this project, to interact with local architects, we visited 
UnSangDong Architects, the office of Professor Choi, who designed Samjikil, 
and Professor Jan, winner of the KIA Space Award and Architecture Award. 
Professor Choi also worked at Toyo Ito's office and gave a lecture discussing 
the design differences between Japan and South Korea. In addition to talking 
about works, Professor Jan's office also discussed practical contents such as 
Korean design, the general state of affairs, and the Korean building code.
In addition to attending the UIA congress, we visited many buildings, which 
was satisfying not only for the members of our chapter but also for the 
members of the Tohoku chapter. 
We plan to continue deepening exchanges to work towards our "From 
Okinawa to Asia" goal.                                                     Report Author: Rie Afuso
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サムジキルにて チェ・ムンギュ教授により現地レクチャー
 Local lecture at Samjikir by Professor Choi Mung-gyu

三星美術館Leeum視察
Visit to Leeum Museum of Art

UIA大会開会式
UIA Congress Opening Ceremony

UNSANDONG architedts cooperationにてレクチャー
Lecture at UnSangDong Architects office

景福宮視察
Visit to Gyeongbokgung Palace

梨花大学視察（設計ドミニク・ペロー）
Visit to Ewha Womans University (designed by Dominique Perrault) 

東大門デザインプラザ視察（設計ザハ・ハディド）
Visit to Dongdaemun Design Plaza (Designed by Zaha Hadid) 

アラリオミュージーアム（旧空間社屋）視察
 Visit to Arario Museum (former Space building) 

JIA国際交流活動報告写真　JIA International Exchange Activity Report Photos
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■ 事業概要

沖縄支部国際交流委員会の継続事業として、7回目の国際交
流事業です。多民族国家であり近年成長が著しいマレーシア
のクアラルンプールにて建物の視察と現地建築家との交流を
行います。

■ 事業の目的

マレーシアはアルカジアの中心的存在であり、日本を含め
多くの外資系企業が参入する注目の建築設計市場といえます。
そして沖縄と類似した蒸暑気候での建築視察や国際化、経済
発展の市場視察とネットワーク作りを最大の目的としていま
す。また、ソウル研修にて知り合ったマレーシアの建築家と、
アルカジア東京の際には沖縄ナイトに招待し支部会員及び他
支部会員との交流を図りました。今回のマレーシア視察は、こ
れまで続けてきた研修により培った人脈を、継続して交流す
ることで、より一層絆を強める事も目的の一つです。

■実施場所：マレーシア（クアラルンプール）
■ Destination: Kuala Lumpur, Malaysia
■参加者：沖縄支部12名、東北支部1名、非会員5名
■本部助成金：13万円
■実施期間：2019.02.27～2019.03.03（2018年度）
■日程：
2月27日 那覇発香港経由マレーシアクアラルンプール着
2月28日 東北支部会員と合流　ペトロナスツインタワー視察、

PAM（マレーシア建築家協会）との交流・情報収集・
意見交換、PAM本部の見学、Hung Sheng-Yuan

（台湾建築家）のレクチャー
3月 1日 Putrajaya市内視察及び市庁舎にて都市計画について

レクチャー、市長と謁見、Ar. Dr. エリーナ氏訪問・
レクチャー、国立モスク視察

3月 2日 Bamboo Playouse視察、クアラルンプール発香港へ
3月 3日 香港発那覇へ
■訪問連絡先等：
Pertubuhan Akitek Malaysis
 99L, Jalan Tandok, Bangsar, 59100 Kuala Lumpur, Malaysia
Ar. Dr. Eleena Jamil Architect
  B-03-08 Tamarind Square, Persiaran Multimedia, 63000 Cyberjaya

■ まとめ

今回の研修は、マレーシアの建築形態やPAM（マレーシア建
築家協会）について知る機会になりました。新たな出会いのみな
らず再会もあり私たちが目指していた人的ネットワーク強化の
研修にもなりました。また、今回も他支部会員の方が本事業に興
味を示し参加してくださったことは「沖縄からアジアへ」を目標
に過去６回続けている継続事業の成果の一つでしょう。マレーシ
アは気候風土的に沖縄と類似した国ですので、相互に協力し合い
仕事を行う可能性もあり、個人レベルも含めて今後も継続的な交
流を続けていきます。　　　　　　報告書作成者：安富祖 理絵

■ Overview

The 7th international exchange project is an ongoing initiative of the Okinawa 
Chapter International Exchange Committee. Building visits and exchanges 
with local architects in Kuala Lumpur, Malaysia, which is a multi-ethnic 
country and has been growing rapidly in recent years.

■ Objective

Malaysia is the center of Arcasia and has a remarkable architectural design 
market in which many foreign-af filiated companies including Japan have 
established offices. The main purpose of this event was to visit buildings, 
study the internationalization and economic development of the market, 
and network in a region with a hot and humid climate similar to Okinawa. 
Furthermore, we invited a Malaysian architect we met during our Seoul tour 
to Okinawa Night at Arcasia Tokyo to interact with our chapter members 
and other chapter members. Another purpose of this visit to Malaysia was 
to further strengthen ties by continuously interacting to cultivate personal 
connections through the professional development that we have undertaken 
so far.

■ Summary

This tour was an opportunity to learn about Malaysian architectural forms and 
PAM (Malaysia Architects Association). Not only the new encounters but also 
the reunions provided an opportunity to strengthen the human network we 
aim for. Moreover, the fact that other chapter members were interested in this 
project and participated in this project is probably one of the results of the 
ongoing initiative that has taken place six times in the past under the "From 
Okinawa to Asia" goal. Malaysia is a country similar to Okinawa in terms of 
climate, so there is a possibility to cooperate on projects together, and we will 
continue to interact with each other, including on an individual level.
                                                                               Report Author: Rie Afuso
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PAM 建物視察
PAM building visit

現地建築家エリーナ氏レクチャー
Lecture by local architect Elina

Putorajaya市長と謁見
Audience with Mayor Putorajaya

Bamboo Playhouse(設計エリーナ)視察
Bamboo Playhouse (designed by Elina) visit

PAM(マレーシア建築家協会)との交流、情報収集
Exchange with PAM (Malaysia Architects Association), information gathering 

Huang Sheng-Yuan(台湾建築家)氏のレクチャー
Lecture by Mr. Huang Sheng-Yuan (Taiwanese architect)

Putorajaya市庁舎にて都市計画についてレクチャー
Lecture on city planning at Putorajaya City Hall 

Purotojaya市内視察
Purotojaya city tour

JIA国際交流活動報告写真　JIA International Exchange Activity Report Photos
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I n t r o d u c t i o n  o f  N e w  J I A  O k i n a w a  B r a n c h  M e m b e r s

正会員 ・ Re g u l a r  M e m b e r s h i p

平野 みのり
〒905-0013 沖縄県名護市城1-7-11

山葉商会ビル302
美音Space Design（株）

Tel

Fax

0980-54-4500
0980-54-4510

E-Mail minori-h75@bionsd.com

ジュニア会員 ・ J u n i o r  M e m b e r s h i p

呉屋 なな 〒900-0014 沖縄県那覇市松尾1-9-40
（株）東設計工房

Tel

Fax

098-917-5000
098-917-5001

法人協力会員 ・ Co r p o ra t e  M e m b e r s h i p

（株）日本旅行沖縄

〒900-0015 沖縄県那覇市久茂地3丁目21番
1号

國場ビル2F
代表取締役社長　和田 尚孝

Tel

Fax

098-862-3355 
098-869-4705

E-Mail kanako_tamaki@nta.co.jp
noriko_yagi@nta.co.jp

学生会員 ・ S t u d e n t  M e m b e r s h i p

新垣 杏奈
〒901-2131 沖縄県浦添市牧港1-60-14
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

Tel

Fax

098-942-6780
098-942-6781

新垣 怜央
〒901-2131 沖縄県浦添市牧港1-60-14
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

Tel

Fax

098-942-6780
098-942-6781

上里 萌夏
〒901-2131 沖縄県浦添市牧港1-60-14
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

Tel

Fax

098-942-6780
098-942-6781

奥間 光祥
〒901-2131 沖縄県浦添市牧港1-60-14
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

Tel

Fax

098-942-6780
098-942-6781

金城 亜美
〒901-2131 沖縄県浦添市牧港1-60-14
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

Tel

Fax

098-942-6780
098-942-6781

金城 志保
〒901-2131 沖縄県浦添市牧港1-60-14
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

Tel

Fax

098-942-6780
098-942-6781

平良 中
〒901-2131 沖縄県浦添市牧港1-60-14
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

Tel

Fax

098-942-6780
098-942-6781

平良 仁乃
〒901-2131 沖縄県浦添市牧港1-60-14
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

Tel

Fax

098-942-6780
098-942-6781

知念 幸希
〒901-2131 沖縄県浦添市牧港1-60-14
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

Tel

Fax

098-942-6780
098-942-6781

津波古 周馬
〒901-2131 沖縄県浦添市牧港1-60-14
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

Tel

Fax

098-942-6780
098-942-6781

手登根 琉華
〒901-2131 沖縄県浦添市牧港1-60-14
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

Tel

Fax

098-942-6780
098-942-6781

沖縄支部 新規会員のご紹介
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正会員 ・ Re g u l a r  M e m b e r s h i p

平野 みのり
〒905-0013 沖縄県名護市城1-7-11

山葉商会ビル302
美音Space Design（株）

Tel

Fax

0980-54-4500
0980-54-4510

E-Mail minori-h75@bionsd.com

ジュニア会員 ・ J u n i o r  M e m b e r s h i p

呉屋 なな 〒900-0014 沖縄県那覇市松尾1-9-40
（株）東設計工房

Tel

Fax

098-917-5000
098-917-5001

法人協力会員 ・ Co r p o ra t e  M e m b e r s h i p

（株）日本旅行沖縄

〒900-0015 沖縄県那覇市久茂地3丁目21番
1号

國場ビル2F
代表取締役社長　和田 尚孝

Tel

Fax

098-862-3355 
098-869-4705

E-Mail kanako_tamaki@nta.co.jp
noriko_yagi@nta.co.jp

学生会員 ・ S t u d e n t  M e m b e r s h i p

新垣 杏奈
〒901-2131 沖縄県浦添市牧港1-60-14
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

Tel

Fax

098-942-6780
098-942-6781

新垣 怜央
〒901-2131 沖縄県浦添市牧港1-60-14
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

Tel

Fax

098-942-6780
098-942-6781

上里 萌夏
〒901-2131 沖縄県浦添市牧港1-60-14
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

Tel

Fax

098-942-6780
098-942-6781

奥間 光祥
〒901-2131 沖縄県浦添市牧港1-60-14
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

Tel

Fax

098-942-6780
098-942-6781

金城 亜美
〒901-2131 沖縄県浦添市牧港1-60-14
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

Tel

Fax

098-942-6780
098-942-6781

金城 志保
〒901-2131 沖縄県浦添市牧港1-60-14
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

Tel

Fax

098-942-6780
098-942-6781

平良 中
〒901-2131 沖縄県浦添市牧港1-60-14
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

Tel

Fax

098-942-6780
098-942-6781

平良 仁乃
〒901-2131 沖縄県浦添市牧港1-60-14
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

Tel

Fax

098-942-6780
098-942-6781

知念 幸希
〒901-2131 沖縄県浦添市牧港1-60-14
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

Tel

Fax

098-942-6780
098-942-6781

津波古 周馬
〒901-2131 沖縄県浦添市牧港1-60-14
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

Tel

Fax

098-942-6780
098-942-6781

手登根 琉華
〒901-2131 沖縄県浦添市牧港1-60-14
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

Tel

Fax

098-942-6780
098-942-6781

照屋 明日香
〒901-2131 沖縄県浦添市牧港1-60-14
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

Tel

Fax

098-942-6780
098-942-6781

渡口 寛之
〒901-2131 沖縄県浦添市牧港1-60-14
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

Tel

Fax

098-942-6780
098-942-6781

友利 愛海
〒901-2131 沖縄県浦添市牧港1-60-14
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

Tel

Fax

098-942-6780
098-942-6781

仲村 理子
〒901-2131 沖縄県浦添市牧港1-60-14
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

Tel

Fax

098-942-6780
098-942-6781

堀川 泰世
〒901-2131 沖縄県浦添市牧港1-60-14
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

Tel

Fax

098-942-6780
098-942-6781

真榮田 遼河
〒901-2131 沖縄県浦添市牧港1-60-14
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

Tel

Fax

098-942-6780
098-942-6781

又吉 惟緒
〒901-2131 沖縄県浦添市牧港1-60-14
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

Tel

Fax

098-942-6780
098-942-6781

嶺井 優誌
〒901-2131 沖縄県浦添市牧港1-60-14
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

Tel

Fax

098-942-6780
098-942-6781

宮城 正平
〒901-2131 沖縄県浦添市牧港1-60-14
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

Tel

Fax

098-942-6780
098-942-6781

饒平名 知月
〒901-2131 沖縄県浦添市牧港1-60-14
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

Tel

Fax

098-942-6780
098-942-6781

フェロー会員 ・ Fe l l o w  M e m b e r s h i p

伊志嶺 敏子 〒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

Tel

Fax

0980-72-2116
0980-72-3194

E-Mail ishimine@orange.ocn.ne.jp

慶佐次 操
〒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

Tel

Fax

098-868-9491
098-868-9493

E-Mail

URL

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

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

Tel

Fax

098-858-2008
098-858-2009

E-Mail

URL

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

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

Tel

Fax

098-943-8949
098-943-9727

E-Mail kiyoharu.2000@eos.ocn.ne.jp

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

Tel

Fax

098-917-5000
098-917-5001

E-Mail

URL

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

正会員 ・ Re g u l a r  M e m b e r s h i p

安富祖 理絵 〒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

098-894-2798  
098-879-6733

E-Mail

URL

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

公益社団法人 日本建築家協会（JIA）沖縄支部 会員名簿 ［2021年4月現在］
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池間 守 〒901-2113 沖縄県浦添市大平2-19-11
（株）エー・アール・ジー　代表取締役社長

Tel

Fax

098-877-5556 
098-877-5642

E-Mail

URL

ikema.mmr@arg2000.co.jp
http://www.arg2000.co.jp/

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

Tel

Fax

0980-52-5183  
0980-53-6598

E-Mail

URL

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

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 

Tel

Fax

098-890-1325  
098-890-1327

E-Mail

URL

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

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

Tel

Fax

098-888-5303  
098-888-5304

E-Mail

URL

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

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

Tel

Fax

098-857-2826  
098-857-2827

E-Mail

URL

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

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

Tel

Fax

098-876-1101  
098-876-8880

E-Mail

URL

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

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 専務取締役

Tel

Fax

098-868-9491  
098-868-9493

E-Mail

URL

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

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

Tel

Fax

098-862-1238  
098-862-5072

E-Mail tsuyoshi_oshiro@kuniken.co.jp   

大浜 英和 〒907-0022 沖縄県石垣市字大川287-5
匠設計室  代表者

Tel

Fax

0980-82-3550  
0980-82-9381

E-Mail burus-5431@joy.ocn.ne.jp   

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

Tel

Fax

098-874-3220  
098-874-3237

E-Mail

URL

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

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

Tel

Fax

090-9592-
9520
098-948-7724

E-Mail oguranob@tec.u-ryukyu.ac.jp   

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 執行役員 設計部長

Tel

Fax

098-890-6000  
098-890-0005

E-Mail

URL

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

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 

Tel

Fax

098-886-1238  
098-886-1445

E-Mail satoko-s@miyahira-ao.com   

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

Tel

Fax

098-917-2842  
098-993-5837

E-Mail jun.kanna@issho.com

儀間 徹
〒901-2201 沖縄県宜野湾市新城2-39-1

SVM・A-6
間+impression

Tel

Fax

098-892-3635 
098-894-3604

E-Mail openair@forest.ocn.ne.jp

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

Tel

Fax

098-835-5518  
098-835-5519

E-Mail

URL

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

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

Tel

Fax

098-888-2401  
098-888-2404

E-Mail

URL

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

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

098-870-0303  
098-876-5159

E-Mail

URL

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

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

Tel

Fax

098-874-2055  
098-874-2055

E-Mail

URL

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

Tel

Fax

098-974-4327  
098-974-4367

E-Mail

URL

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

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

Tel

Fax

098-917-5000  
098-917-5001

E-Mail

URL

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

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

Tel

Fax

098-877-5556  
098-877-5642

E-Mail

URL

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

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  
E-Mail

URL

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

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

Tel

Fax

03-5499-5279  
03-5499-5009

E-Mail

URL

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

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

Tel

Fax

098-989-0222  
098-989-0284

E-Mail

URL

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

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

Fax

098-886-3330  
098-886-3355

E-Mail okyowa@orange.ocn.ne.jp   

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

Tel

Fax

0980-56-2955  
0980-56-2955

E-Mail

URL

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

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

Tel

Fax

098-877-9610  
098-878-9613

E-Mail

URL

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

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  取締役副社長

Tel

Fax

098-892-1017  
098-892-1025

E-Mail

URL

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

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

Tel

Fax

0980-51-0322  
0980-51-0323

E-Mail

URL

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

武岡 光明
〒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

098-933-2968  
098-933-2999

E-Mail takeoka@cosmos.ne.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

Tel

Fax

098-979-6698  
098-979-6697

E-Mail planet@comet.ocn.ne.jp   

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

Tel

Fax

098-887-7922  
098-887-2732

E-Mail

URL

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

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

Tel

Fax

098-832-1302  
098-855-6788

E-Mail

URL

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

冨田 浩嗣 〒901-1512 沖縄県南城市知念吉富391
冨田浩嗣建築研究所  代表

Tel

Fax

098-948-4221  
098-948-4221

E-Mail

URL

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

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

Tel

Fax

098-878-0085  
098-874-1752

E-Mail

URL

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

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

Tel

Fax

0980-52-2797  
0980-52-0657

E-Mail

URL

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

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

Tel

Fax

098-979-9070  
098-979-9071

E-Mail

URL

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

Tel

Fax

098-863-2355  
098-863-2359

E-Mail

URL

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

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

Tel

Fax

098-879-1020  
098-879-1026

E-Mail nishizato@okiken.asia

西山 庸二 〒904-0105 沖縄県北谷町吉原993-5   
Tel

Fax

098-936-2004  
098-936-2004

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

Tel

Fax

098-886-7477  
098-886-9452

E-Mail

URL

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

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

Tel

Fax

098-886-7477  
098-886-9452

E-Mail

URL

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

野原 勉 〒900-0024 沖縄県那覇市古波蔵4-1-1
（株）都市建築設計  代表取締役

Tel

Fax

098-858-1002  
098-858-2081

E-Mail

URL

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

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

Tel

Fax

098-930-0874  
098-930-0917

E-Mail

URL

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

Tel

Fax

098-955-1823  
098-955-1823

E-Mail

URL

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

比嘉 伝英
〒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

0980-54-4500  
0980-54-4510

E-Mail

URL

denei-h@bionsd.co.jp
http://www.bionsd.co.jp

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

Tel

Fax

098-862-1106  
098-868-3882

E-Mail

URL

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

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

Tel

Fax

098-862-1106  
098-862-5072

E-Mail

URL

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

Tel

Fax

098-866-0522  
098-866-0668

E-Mail lequios@bronze.ocn.ne.jp

古堅 健一
〒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

Tel

Fax

098-874-8066  
098-874-8067

E-Mail

URL

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

外間 勉 〒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

Tel

Fax

098-855-7572  
098-855-7580

E-Mail

URL

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

細矢 仁
〒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

Tel

Fax

098-955-4695  
03-6740-7597

E-Mail

URL

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

本庄 正之
〒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

Tel

Fax

098-884-2404  
098-884-0935

E-Mail

URL

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

前田 慎
〒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

Tel

Fax

098-943-2662  
098-943-2661

E-Mail

URL

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

松田 幸吉 〒900-0012 沖縄県那覇市泊2-1-10
（有）設計集団 閃  取締役会長

Tel

Fax

098-863-5970  
098-863-5973

E-Mail

URL

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

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 

Tel

Fax

098-890-2870  
098-890-2871

E-Mail

URL

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

38



J I A  O k i n a w a  B r a n c h  M e m b e r s h i p

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

Tel

Fax

098-863-2355  
098-863-2359

E-Mail

URL

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

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

Tel

Fax

098-879-1020  
098-879-1026

E-Mail nishizato@okiken.asia

西山 庸二 〒904-0105 沖縄県北谷町吉原993-5   
Tel

Fax

098-936-2004  
098-936-2004

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

Tel

Fax

098-886-7477  
098-886-9452

E-Mail

URL

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

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

Tel

Fax

098-886-7477  
098-886-9452

E-Mail

URL

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

野原 勉 〒900-0024 沖縄県那覇市古波蔵4-1-1
（株）都市建築設計  代表取締役

Tel

Fax

098-858-1002  
098-858-2081

E-Mail

URL

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

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

Tel

Fax

098-930-0874  
098-930-0917

E-Mail

URL

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

Tel

Fax

098-955-1823  
098-955-1823

E-Mail

URL

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

比嘉 伝英
〒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

0980-54-4500  
0980-54-4510

E-Mail

URL

denei-h@bionsd.co.jp
http://www.bionsd.co.jp

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

Tel

Fax

098-862-1106  
098-868-3882

E-Mail

URL

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

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

Tel

Fax

098-862-1106  
098-862-5072

E-Mail

URL

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

Tel

Fax

098-866-0522  
098-866-0668

E-Mail lequios@bronze.ocn.ne.jp

古堅 健一
〒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

Tel

Fax

098-874-8066  
098-874-8067

E-Mail

URL

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

外間 勉 〒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

Tel

Fax

098-855-7572  
098-855-7580

E-Mail

URL

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

細矢 仁
〒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

Tel

Fax

098-955-4695  
03-6740-7597

E-Mail

URL

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

本庄 正之
〒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

Tel

Fax

098-884-2404  
098-884-0935

E-Mail

URL

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

前田 慎
〒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

Tel

Fax

098-943-2662  
098-943-2661

E-Mail

URL

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

松田 幸吉 〒900-0012 沖縄県那覇市泊2-1-10
（有）設計集団 閃  取締役会長

Tel

Fax

098-863-5970  
098-863-5973

E-Mail

URL

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

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 

Tel

Fax

098-890-2870  
098-890-2871

E-Mail

URL

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

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

Tel

Fax

098-886-1238  
098-886-1445

E-Mail takao-m@miyahira-ao.com

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

Tel

Fax

098-862-1734  
098-862-5072

E-Mail

URL

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

山口 瞬太郎 〒904-0011 沖縄県沖縄市照屋1-11-8
（株）山口瞬太郎建築設計事務所　代表取締役

Tel

Fax

050-3365-
7595 
050-3737-
3363

E-Mail

URL

yamaguchi@yoaa.jp
http://www.yoaa.jp

ジュニア会員 ・ J u n i o r  M e m b e r s h i p

五十嵐 敏恭 〒901-0611 沖縄県南城市玉城字富里
571-1STUDIO COCHI ARCHTECTS

Tel

Fax

090-5824-4027
098-998-7743

E-Mail info@studiocochiarchitects.jp1

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  E-Mail fu3ko.kamachi@gmail.com  

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

Tel

Fax

098-868-9491
098-868-9493

E-Mail atsushi-g@meikou-arc.co.jp 

具志堅 華絵 〒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

Tel

Fax

098-892-1017
098-892-1025

E-Mail hanae@gushikena-e.net 

久髙 いづみ  

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

Tel

Fax

098-862-1734
098-862-5072

E-Mail sa33tm@yahoo.co.jp 

﨑山 尚志 〒900-0023 沖縄県那覇市楚辺3-3-11
（株）泉設計

Tel

Fax

098-832-1302
098-855-6788

E-Mail n-sakiyama@izmarc.co.jp 

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

098-921-8151 
098-921-8179

E-Mail cm_macmanus@yahoo.co.jp 

平良 和礼 〒901-2131 沖縄県浦添市牧港2-8-4
（株）渡久山設計

Tel

Fax

098-876-1101 
098-876-8880

E-Mail

URL

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

玉城 勝也
〒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

Tel

Fax

098-943-7886 
098-943-7839

E-Mail jounetsu@group-j0930.jp 

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

Tel

Fax

098-877-5556 
098-877-5642

E-Mail

URL

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

比嘉 裕隆 〒900-0023 沖縄県那覇市楚辺3-3-11
（株）泉設計

Tel

Fax

098-832-1302 
098-855-6788

E-Mail h-higa@izmarc.co.jp 

松田 まり子 松田まり子建築設計事務所  E-Mail
malix@sumai.asia
malix.jp@gmail.com

松本 幸太郎
〒901-2221 宜野湾市伊佐2-18-9

コーポパルコ101号室
株式会社レクトホーム

Tel

Fax

098-975-5592 
098-975-5593

宮城 渚 〒902-0072 沖縄県那覇市真地169-1
（有）義空間設計工房

Tel

Fax

098-888-5303 
098-888-5304

E-Mail n.miyagi@gikuukan.com 
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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

Tel

Fax

098-955-1823 
098-955-1823

E-Mail

URL

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

山城 浩二 〒900-0014 沖縄県那覇市松尾1-9-40
（株）東設計工房  代表取締役

Tel

Fax

098-917-5000 
098-917-5001

E-Mail k-yamashiro@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

Tel

Fax

098-911-5793 
098-911-5793

E-Mail info@atelier-tete.net

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

Tel

Fax

098-943-5811 
098-943-5882

E-Mail yo-hana@ksf.biglobe.ne.jp

法人協力会員 ・ Co r p o ra t e  M e m b e r s h i p

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

〒901-2131 沖縄県浦添市牧港1-60-14
学校長  前新 健

Tel

Fax

098-942-6780 
098-942-6781

URL http://www.ida.ac.jp

（株）アライン
〒903-0804 沖縄県那覇市首里石嶺町
4-245108
代表取締役　穴水 卓

Tel 080-411-1720

（株）いしかわ文明堂 〒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

Tel

Fax

098-835-8001 
098-835-8177

URL http://www.kaiteki-office.com

エーアンドエー（株）
〒108-0075 東京都港区港南2-13-29　

キヤノン港南ビル7階
代表取締役社長  横田 貴史

Tel

Fax

03-6719-7455 
03-3518-0122

URL http://www.aanda.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

Tel

Fax

098-944-2121 
098-944-2111

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

（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

Tel

Fax

098-861-1450 
098-861-7781

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

（有）大城ブロック工業 〒901-1204 沖縄県南城市大里字稲嶺105番地
代表取締役　大城 和吉

Tel

Fax

098-946-8126 
098-946-8596

（株）小笠原
〒901-2205 沖縄県宜野湾市赤道1-1-1

プルメイトビル101
社長　小笠原 正之

Tel

Fax

098-896-2331 
098-896-2332

（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

Tel

Fax

098-862-2121 
098-869-6400

（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

Tel

Fax

098-878-7878 
098-870-1577

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

Tel

Fax

098-863-7740 
098-862-0623

URL http://www.okinawagas.co.jp

（株）沖縄建設新聞 〒900-0012 沖縄県那覇市泊3-5-6
代表取締役社長  平良 敏昭

Tel

Fax

098-867-1290 
098-867-1295

URL http://www.okitel.com

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

Tel

Fax

098-963-7785 
098-963-7785

URL http://www.okinawa-kentikuweb.com

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

Tel

Fax

098-840-5538 
098-840-5510

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

Tel

Fax

098-955-1823 
098-955-1823

E-Mail

URL

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

山城 浩二 〒900-0014 沖縄県那覇市松尾1-9-40
（株）東設計工房  代表取締役

Tel

Fax

098-917-5000 
098-917-5001

E-Mail k-yamashiro@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

Tel

Fax

098-911-5793 
098-911-5793

E-Mail info@atelier-tete.net

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

Tel

Fax

098-943-5811 
098-943-5882

E-Mail yo-hana@ksf.biglobe.ne.jp

法人協力会員 ・ Co r p o ra t e  M e m b e r s h i p

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

〒901-2131 沖縄県浦添市牧港1-60-14
学校長  前新 健

Tel

Fax

098-942-6780 
098-942-6781

URL http://www.ida.ac.jp

（株）アライン
〒903-0804 沖縄県那覇市首里石嶺町
4-245108
代表取締役　穴水 卓

Tel 080-411-1720

（株）いしかわ文明堂 〒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

Tel

Fax

098-835-8001 
098-835-8177

URL http://www.kaiteki-office.com

エーアンドエー（株）
〒108-0075 東京都港区港南2-13-29　

キヤノン港南ビル7階
代表取締役社長  横田 貴史

Tel

Fax

03-6719-7455 
03-3518-0122

URL http://www.aanda.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

Tel

Fax

098-944-2121 
098-944-2111

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

（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

Tel

Fax

098-861-1450 
098-861-7781

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

（有）大城ブロック工業 〒901-1204 沖縄県南城市大里字稲嶺105番地
代表取締役　大城 和吉

Tel

Fax

098-946-8126 
098-946-8596

（株）小笠原
〒901-2205 沖縄県宜野湾市赤道1-1-1

プルメイトビル101
社長　小笠原 正之

Tel

Fax

098-896-2331 
098-896-2332

（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

Tel

Fax

098-862-2121 
098-869-6400

（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

Tel

Fax

098-878-7878 
098-870-1577

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

Tel

Fax

098-863-7740 
098-862-0623

URL http://www.okinawagas.co.jp

（株）沖縄建設新聞 〒900-0012 沖縄県那覇市泊3-5-6
代表取締役社長  平良 敏昭

Tel

Fax

098-867-1290 
098-867-1295

URL http://www.okitel.com

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

Tel

Fax

098-963-7785 
098-963-7785

URL http://www.okinawa-kentikuweb.com

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

Tel

Fax

098-840-5538 
098-840-5510

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

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

Tel

Fax

098-867-0145 
098-866-4182

URL http://www.okijitsu.co.jp

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

Tel

Fax

098-877-2341 
098-878-3842

URL http://www.kaeru.tv

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

098-866-5497 
098-862-4962

（株）沖縄日立 〒900-0003 沖縄県那覇市安謝230
取締役社長  南 公一郎

Tel

Fax

098-869-8985 
098-988-4649

URL http://www.okinichi.co.jp

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

Tel

Fax

098-898-1111 
098-898-0303

URL http://www.okimitsu.co.jp

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  長瀬 英司

Tel

Fax

098-866-1175 
098-861-4648

E-Mail

URL

nagase.eiji@okinawa-ryoden.co.jp
http://www.okinawa-ryoden.jp

（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

Tel

Fax

098-888-2904 
098-888-2904

URL https://casa-style.jp

（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

Tel

Fax

0948-62-2828 
0948-62-2877

（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

Tel

Fax

098-861-6006 
098-867-7954

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

（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

Tel

Fax

098-992-1717 
098-992-0867

URL http://www.zamami.co.jp

（株）三誠  九州支店
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 浜砂 昌也

Tel

Fax

098-860-3700 
098-860-3750

E-Mail

URL

hamasuna.masaya@sansei-inc.co.jp
http://www.sansei-inc.co.jp

（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

Tel

Fax

092-432-8112 
092-432-8115

E-Mail Koji-hisano@sanwacompany.co.jp

総合資格学院 沖縄校
〒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

Tel

Fax

098-866-8311 
098-866-8312

URL http://www.shikaku.co.jp

（株）デザインアーク 〒900-0003 沖縄県那覇市安謝1-4-36
伊佐 礼乃

Tel

Fax

098-860-9661 
098-860-9664

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

Tel

Fax

098-943-1492 
098-897-4707

URL http://www.garapago.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  金城 ミカ

Tel

Fax

098-868-8822 
098-868-8842

E-Mail

URL

naoki_nishimura@tobutoptours.co.jp
http://tobutoptours.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  緒方 晋也

Tel

Fax

098-901-7646
098-888-1715

URL https://jp.toto.com

（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

Tel

Fax

098-889-2784 
098-888-2335

（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

Tel

Fax

098-886-3071 
098-886-3107

41



J I A  O k i n a w a  B r a n c h  M e m b e r s h i p

（株）NITTO CERA
〒849-1322 佐賀県鹿島市浜町字長丁1112-
1
所長　青木 伸介

Tel

Fax

0954-62-2803 
0954-62-2483

E-Mail

URL

takami.maeda@lixil.com
http://www.nitto-cera.co.jp/

パナソニックリビング
九州（株）沖縄支店

〒901-2131 沖縄県浦添市牧港5-4-3
支店長  岩井 健太郎

Tel

Fax

098-878-6363 
098-878-0818

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

Tel

Fax

098-850-6121 
098-850-6141

（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

Fax

098-885-8442 
098-885-8442

URL http://www.pdt-duo.com

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

Tel

Fax

098-945-4620 
098-946-2835

URL http://www.higa-kogyo.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

Tel

Fax

098-876-5200 
098-876-5209

URL http://www.fukuyamacorp.co.jp

フジテック（株）
西日本支社　沖縄支店

〒900-0015 沖縄県那覇市久茂地3-25-6
沖縄支店長  竹田 正紀

Tel

Fax

098-862-8747 
098-861-5457

（有）モブ 〒901-2126 沖縄県浦添市宮城2-16-5
代表取締役社長  照屋 涼子

Tel

Fax

098-879-9611 
098-879-9318

URL http://www.mov-kitchen.com

（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

Tel

Fax

092-283-8721 
092-283-8730

URL http://www.yamagiwa.co.jp

（株）リラインス
〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-6-3

新宿国際ビル新館９F
取締役営業本部長  大島 宇歩

Tel

Fax

03-5909-0503 
03-5909-0518

E-Mail

URL

kakinuma@reliance.co.jp（柿沼）
https://www.le-bain.com/

（株）YKK　AP　沖縄 〒904-2234 沖縄県うるま市字州崎12番36
代表取締役社長  山口 健司郎

Tel

Fax

098-929-4134 
098-929-4148
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（株）NITTO CERA
〒849-1322 佐賀県鹿島市浜町字長丁1112-
1
所長　青木 伸介

Tel

Fax

0954-62-2803 
0954-62-2483

E-Mail

URL

takami.maeda@lixil.com
http://www.nitto-cera.co.jp/

パナソニックリビング
九州（株）沖縄支店

〒901-2131 沖縄県浦添市牧港5-4-3
支店長  岩井 健太郎

Tel

Fax

098-878-6363 
098-878-0818

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

Tel

Fax

098-850-6121 
098-850-6141

（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

Fax

098-885-8442 
098-885-8442

URL http://www.pdt-duo.com

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

Tel

Fax

098-945-4620 
098-946-2835

URL http://www.higa-kogyo.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

Tel

Fax

098-876-5200 
098-876-5209

URL http://www.fukuyamacorp.co.jp

フジテック（株）
西日本支社　沖縄支店

〒900-0015 沖縄県那覇市久茂地3-25-6
沖縄支店長  竹田 正紀

Tel

Fax

098-862-8747 
098-861-5457

（有）モブ 〒901-2126 沖縄県浦添市宮城2-16-5
代表取締役社長  照屋 涼子

Tel

Fax

098-879-9611 
098-879-9318

URL http://www.mov-kitchen.com

（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

Tel

Fax

092-283-8721 
092-283-8730

URL http://www.yamagiwa.co.jp

（株）リラインス
〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-6-3

新宿国際ビル新館９F
取締役営業本部長  大島 宇歩

Tel

Fax

03-5909-0503 
03-5909-0518

E-Mail

URL

kakinuma@reliance.co.jp（柿沼）
https://www.le-bain.com/

（株）YKK　AP　沖縄 〒904-2234 沖縄県うるま市字州崎12番36
代表取締役社長  山口 健司郎

Tel

Fax

098-929-4134 
098-929-4148





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

エレベーター工事

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

〒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

ユ ニ ッ ト バ ス
シ ス テ ム バ ス
内 装 ド ア
内 装 材
ホームエレベーター
エ ア コ ン
電 気 温 水 器

シ ス テ ム キッチ ン
収 納 部 材
洗 面 ユ ニ ッ ト
エ コ キ ュ ー ト
太陽光発電システム
冷 蔵 庫
換 気 扇 … e t c

・
・
・
・
・
・
・

システムフロアー ・ 外装建材

開館時間／ 10：00～17：00
休館日／水・GW・お盆・年末年始

住宅・マンション関係 非住宅関係
営
業
種
目

施　工 ・ 設計修理工一切
住宅リフォーム工事 ・ 管理一切
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