CLOTHES

BALCONY
CYCLING

HIMEJI CASTLE

WINDOW

MATSURI
MATSURI

FAMILIY
SEA

WIND

SNOW

GREEN

CARPENTER

SHOPPING
RAIN
DINING KITCHEN
SUMMER

GARAGE
RIVER

対象：播磨での暮らし･住まい方に興味を持っている方

10

)

後援：
：姫路市

分

木のイエの未来を考える会

アクセ ス方法

共催：兵庫県立大学環境人間学部「ひょうご森と木の文化フォーラム」

※公共交通機関をご利用くだ さい。

主催：
：(公社)兵庫県建築士会姫路支部
兵庫県建築士会姫路支部

JR

・山陽電鉄姫路駅より神姫バ ス乗車

(姫路市新在家本町
姫路市新在家本町
姫路市新在家本町１丁目１-１２)

「県立大環境人間学部」 下車 約

日時 ２０１７
２０１７年１１
１１月１２
１２日(日
日)
１３::００開場
開場／１４
１４:００開演
開演
場所 兵庫県立大学 環境人間キャンパス
環境人間キャンパス講堂
講堂

無料

(

播磨
播磨に住
住まう
まう ～季節
季節と住
住まい編
編～

入場

]

(公社
公社)兵庫県建築士会姫路支部
兵庫県建築士会姫路支部 60 周年記念事業

[

姫路の建築士
姫路 建築士らが
らが語る
る。

姫路の建築士
建築士らが
らが語る。
(公社)兵庫県建築士会姫路支部
兵庫県建築士会姫路支部 60 周年記念事業

播磨
播磨に住
住まう
まう ～季節
季節と住まい
まい編～
～
日時 ２０１７
２０１７年１１
１１月１２日(
(日)１３:００
００開場／１４
１４:００開演
場所 兵庫県立大学 環境人間キャンパス
キャンパス講堂
講堂 (姫路市新在家本町
姫路市新在家本町１丁目１-１２
１２)
進行（コーディネーター
コーディネーター）
コーディネーター

タイムスケジュール
イムスケジュール
１３：００～ 開場（パネル展示見学可）
１４：００～ Ⅰ部
Ⅰ部『シンポジウム
シンポジウム』
１６
６：００～

Ⅱ部
Ⅱ部『パネル展示
展示』

１７：００

閉会

岩田 健三郎（版画家）
１９４７年
１９４７年姫路市保城に生まれて、いまもそこに。あちこちを旅行して、
姫路市保城に生まれて、いまもそこに。あちこちを旅行して、
姫路市保城に生まれて、いまもそこに。あちこちを旅行して、
出会った人や町を絵と文にして、雑誌･新聞に連載。そして
出会った人や町を絵と文にして、雑誌･新聞に連載。そして２０歳のころ
から個人誌「ヘラヘラつうしん」を発行して、いまも。６０歳を
から個人誌「ヘラヘラつうしん」を発行して、いまも。６０歳をすぎてか
らのテーマに、衣･食･住の地の座を思って、地元にふさわしい暮らしとは
らのテーマに、衣･食･住の地の座を思って、地元にふさわしい暮らしとは
何だろうと考え、行動･活動しています。自宅近くに、フォークアートミ
何だろうと考え、行動･活動しています。自宅近くに、フォークアートミ
ュージアムの
ュージアムの‘水上村･
‘水上村･川のほとりの美術館
川のほとりの美術館’を開館して１
１９年目に。

コンセプト
ンセプト
「播磨に住まう」ということをテーマに、
みなさんと考える場にしたいと思っていま
す。
播磨地域の気候や季節感、通風、日射、
断熱などの熱環境、そして地域の歴史や文

登壇者（（パネリスト）

※は兵庫県建築士会姫路支部
兵庫県建築士会姫路支部メンバー
メンバー

／山田克幸建築設計事務所）
山田 克幸 ※（建築家／山田克幸建築設計事務所）
１９７０年
１９７０年姫路市東山出身。
姫路市東山出身。兵庫県立姫路西高等学校卒業
兵庫県立姫路西高等学校卒業
兵庫県立姫路西高等学校卒業。神戸大学大学
院工学研究科環境計画学専攻
院工学研究科環境計画学専攻卒業。２００１年
２００１年山田克幸建築設計事務所
山田克幸建築設計事務所
「山田くんの考える家
山田くんの考える家」
」設立。２０１２年
２０１２年 第 9 回姫路市都市景観賞デザ
回姫路市都市景観賞デザ
イン賞受賞
イン賞受賞。現在、姫路･町家再生塾
。現在、姫路･町家再生塾塾長
塾長。兵庫県立大学環境人間学部非
兵庫県立大学環境人間学部非
常勤講師
常勤講師。

化、暮らし、そこに住まう人々の気質など
も含めて、
「環境」という言葉の解釈を大き
く広げたかたちで考えていきたいのです。
建築士会ではこれまで、
「環境デザイン研

／株式会社くりはら）
栗原 恒夫 ※（棟梁／株式会社くりはら）
金澤工業大学建築学科卒業後、神戸の大工建設に現場監督として入社。鉄
金澤工業大学建築学科卒業後、神戸の大工建設に現場監督として入社。鉄
筋コンクリートの現場を
筋コンクリートの現場を３件ほど経験した後、
経験した後、
経験した後、夢前町前之庄の高谷工務店
夢前町前之庄の高谷工務店
にて大工を学ぶ。
にて大工を学ぶ。２０１１年
２０１１年独立。

修会」という勉強会を毎月１回行ってきま
した。周囲の環境を丁寧に観察し、その地
で住まうからこその肌感覚のような部分を
建物に取り込むことができないか、と皆で
試行錯誤するあつまりです。
今回のシンポジウムでは、単にこれまで
の活動報告をするだけではなく、
「地域に住
まうことを真摯に考え、仕
まうことを真摯に考え、仕事に取り組んで
事に取り組んで
いる建築士が姫路にいること」、「地域の建

（確認検査員
加藤 孝之 ※（確認検査員／株式会社

兵庫確認検査機構）
兵庫確認検査機構）

1979 年生。日本工業大学工学部建築学科卒
日本工業大学工学部建築学科卒 2002 年入社。
年入社。2005 年一
級建築士
建築士取得、2006
2006 年建築基準適合判定資格者取得。
年建築基準適合判定資格者取得。建築確認の確認
検査員として、確認検査業務に従事し、現在に至る。2015
検査員として、確認検査業務に従事し、現在に至る。 2015 年に設備設
計一級
計一級建築士を取得。

確認検査員(構造)／株式会社
／株式会社
景山 誠 ※（確認検査員

兵庫確認検査機構）
兵庫確認検査機構）

１９７８年姫路市出身。幼少期に大工になる夢を抱く。国立明石工業高等
１９７８年姫路市出身。幼少期に大工になる夢を抱く。国立明石工業高等
専門学校建築学科卒業、神戸大学工学部建設学科卒業、神戸大学大学院自
専門学校建築学科卒業、神戸大学工学部建設学科卒業、神戸大学大学院自
然科学研究科建築学専攻修了後、実務経験を経て、近畿大学大学院総合理
然科学研究科建築学専攻修了後、実務経験を経て、近畿大学大学院総合理
工学研究科にて木質構造を専攻し博士（工学）を授与。現職に至る。
工学研究科にて木質構造を専攻し博士（工学）を授与。現職に至る。

築士だからこそ考えることができる建物が
あるということ」を、ここ播磨に住まうみ
なさんにも、知ってい
なさんにも、知っていただきたいと思って
ただきたいと思って
います。それと同時に、みなさんにとって
も播磨に住まうことを考えていくきっかけ
になるような場を目指しています。
パネル
ネル展示内容
・環境デザイン研修会での学習内容の紹介
・風のシミュレーション
・風のシミュレーション、建築模型の展示
建築模型の展示
・法制度からみる環境デザイン
・断熱
断熱 vs 遮熱実験、遮熱体感
建築士会
築士会とは
建築士の社会的地位の向上と建築文化の
建築士の社会的地位の向上と建築文化の
進展並びに建築の専門家としての社会貢献
などを目的として、建築士法に基づいて、
建築士の資格を有する会員が地域に根ざし
た活動を行っています。

石原 弘一 ※（建築家／コーラルハウジング株式会社）
木造住宅の設計・施工が中心の工務店を経営。長期優良住宅、ＺＥＨ、
木造住宅の設計・施工が中心の工務店を経営。長期優良住宅、ＺＥＨ、
ＢＥＬＳ等国が提唱する新しい制度にはいち早く取り組んでいる。
ＢＥＬＳ等国が提唱する新しい制度にはいち早く取り組んでいる。
気密断熱住宅を手掛けて２０年。国土交通省地域型住宅グリーン化事業
気密断熱住宅を手掛けて２０年。国土交通省地域型住宅グリーン化事業
採択「はりまｅ家ネット」代表
採択「はりまｅ家ネット」代表。一級建築士。
一級建築士。

東影 弘喜 ※（建築士／株式会社

東影建築設計事務所）

姫路市内の工務店、
姫路市内の工務店、設計事務所に御世話になり東影建築設計事務所を２０
設計事務所に御世話になり東影建築設計事務所を２０
０１年に設立。経営理念は「幸せを呼ぶ空間を御客様と共に創造実現し、
０１年に設立。経営理念は「幸せを呼ぶ空間を御客様と共に創造実現し、
地域社会に貢献します」
地域社会に貢献します」
。２０１７第１２回くすのき建築文化賞入選、
。２０１７第１２回くすのき建築文化賞入選、
NICHIHA SIDING AWARD ２０１７入選。
入選。

（建築家／
黒木 大亮 ※（建築家／lyhty）
１９８１年生
１９８１年生明石市出身。兵庫県立明石西高等学校卒業。兵庫県立大学環
明石市出身。兵庫県立明石西高等学校卒業。兵庫県立大学環
明石市出身。兵庫県立明石西高等学校卒業。兵庫県立大学環
境人間学部環境人間学科卒業。工務店、設計事務所勤務を経て
境人間学部環境人間学科卒業。工務店、設計事務所勤務を経て２０１３年
建築設計事務所「ｌｙｈｔｙ（リュ
建築設計事務所「ｌｙｈｔｙ（リュフト）
フト）
フト）
」設立。住宅、店舗などの小規
」設立。住宅、店舗などの小規
模な建築を中心に設計監理業務
模な建築を中心に設計監理業務を行う。
を行う。

土川 忠浩

（大学教授･工学博士(建築環境
（大学教授･工学博士 建築環境)／兵庫県立大学）
／兵庫県立大学）

１９６０年
１９６０年岐阜県生まれ｡国立豊橋技術科学大学大学院修了。
まれ｡国立豊橋技術科学大学大学院修了。
まれ｡国立豊橋技術科学大学大学院修了。１９９８年
姫路工業大学（現・兵庫県立大）環境人間学部着任。気候風土や建築・都
姫路工業大学（現・兵庫県立大）環境人間学部着任。気候風土や建築・都
市の『しくみ』を探求し､健康･快適な空間を『くふう』する｢建築環境学｣
市の『しくみ』を探求し､健康･快適な空間を『くふう』する｢建築環境学｣
を研究している｡特に「温熱環境」が専門。

問合せ先／
／兵庫県建築士会
会姫路支部副支部長
副支部長･山田克幸建築設計事
克幸建築設計事所 山田克幸
克幸 (TEL)079-299
299-5788

