
平成 22 年 10 月 22 日から 23 日の日程で佐賀県大会への参加

佐賀といえば、何年か前にとあるお笑い芸人が佐賀、佐賀、と連呼して一躍有名になった県で

小倉と博多と長崎に押されてしまっている

だから、公の場で連呼するのだろうと思う訳だけど

が、今回はその思いとは裏腹にとてもいい時間を過ごせ、

●全国大会の会場にて撮影・総勢 8名参加

10 月 22 日、朝も早くからＪＲ姫路駅

新幹線で、博多までは 2時間、こんな早く九州まで行けるのは驚き

関門海峡を抜けるとあっという間に北九州なのだから、当り前か、

それなのに 9 時半には九州、驚く位

ようと思います。

○太宰府

太宰府天満宮は、学問の神様ということからかは解らないが、そこいら中に学生が居る。

大半が修学旅行生のようで、よくもまぁこれだけいろいろな制服があるなぁっと感心してしまう程だ。

行く前に「大宰府に行くんやけど、土産、何がええ？」と、事務所で聞いてみると「梅が枝餅

きた。

「え？ちょっとまって、書きとめるから」というと、

道には梅が枝餅の店が立ち並ぶ。書きとめるまでもなかった訳だ。

温かく甘い饅頭を頬張りつつ、参道を抜ける道を歩く

どうも土産には適さないような餅、その日に食べるものだ。うーん、違うのを買って帰ろう

実に美味しい、3つも食べてしまった。お腹いっぱいだけど甘いものは別腹らしい、どんどん食べてしまう。

ダイエットは、今日も明日も出来そうにない、解禁の

-建築士全国大会 in 佐賀-

日の日程で佐賀県大会への参加

佐賀といえば、何年か前にとあるお笑い芸人が佐賀、佐賀、と連呼して一躍有名になった県で

小倉と博多と長崎に押されてしまっている 若干、影の薄い県

だから、公の場で連呼するのだろうと思う訳だけど、さほど、行きたいと願うようところではないと思っていた

今回はその思いとは裏腹にとてもいい時間を過ごせ、良い意味で期待を裏切られた感じ

名参加

ＪＲ姫路駅集合

、こんな早く九州まで行けるのは驚き

関門海峡を抜けるとあっという間に北九州なのだから、当り前か、朝の 7時は姫路

早い、実際に泊まりでなくとも行けるところ、だが

太宰府天満宮は、学問の神様ということからかは解らないが、そこいら中に学生が居る。

大半が修学旅行生のようで、よくもまぁこれだけいろいろな制服があるなぁっと感心してしまう程だ。

くんやけど、土産、何がええ？」と、事務所で聞いてみると「梅が枝餅

「え？ちょっとまって、書きとめるから」というと、書かんでもすぐにわかるからと言われる通り、なるほど、参

道には梅が枝餅の店が立ち並ぶ。書きとめるまでもなかった訳だ。

温かく甘い饅頭を頬張りつつ、参道を抜ける道を歩く

、その日に食べるものだ。うーん、違うのを買って帰ろう

つも食べてしまった。お腹いっぱいだけど甘いものは別腹らしい、どんどん食べてしまう。

ダイエットは、今日も明日も出来そうにない、解禁の 2 日間 やれやれ

佐賀といえば、何年か前にとあるお笑い芸人が佐賀、佐賀、と連呼して一躍有名になった県でもあり、北九州では

いと願うようところではないと思っていた。

良い意味で期待を裏切られた感じだ。

だが、あえて北九州を満喫し

太宰府天満宮は、学問の神様ということからかは解らないが、そこいら中に学生が居る。

大半が修学旅行生のようで、よくもまぁこれだけいろいろな制服があるなぁっと感心してしまう程だ。

くんやけど、土産、何がええ？」と、事務所で聞いてみると「梅が枝餅」との返答が返って

書かんでもすぐにわかるからと言われる通り、なるほど、参

、その日に食べるものだ。うーん、違うのを買って帰ろう

つも食べてしまった。お腹いっぱいだけど甘いものは別腹らしい、どんどん食べてしまう。



○太宰府天満宮

○太宰府天満宮境内

左・寝そべった牛

牛が神牛として境内のあちこちに牛の像がある

廻りを取り囲み、子供たちが頭や体を

おやっと、真似をして頭が良くなるように

い。残念 やっぱり勉強は地味にしないと

右・本殿

以外に小さい感じがしましたが、色とりどりの彩色が施されとても美しい

境内の中は、梅の木が多く植えられ、梅の時期にはどれほどの香りが立つのだろうと思うばかり

菅原道真を慕って飛んで来たと言われる

たいところです。

参道を抜けた鳥居の門前

牛が神牛として境内のあちこちに牛の像があるそうですが、目についたのはこれ一頭

頭や体をなでています。

頭が良くなるようにと思わずなでてしまった私ですが、今 ネットで調べると

は地味にしないとダメみたいです。

以外に小さい感じがしましたが、色とりどりの彩色が施されとても美しい

境内の中は、梅の木が多く植えられ、梅の時期にはどれほどの香りが立つのだろうと思うばかり

道真を慕って飛んで来たと言われる本殿の前に植わっている梅はどんな香りなのでしょうか

参道を抜けた鳥居の門前

ネットで調べると全く関係がな

境内の中は、梅の木が多く植えられ、梅の時期にはどれほどの香りが立つのだろうと思うばかり

でしょうか、早春に来てみ



○絵馬堂

左・絵馬堂 右・絵馬堂内部

九州に現存する単体の絵馬堂としては、最大最古の建造物

ら古いものまでが並びます。私が写した絵馬はとても古そうですが、遠過ぎてよく解りません

こんな時、目が悪いと辛い。でも、目を凝らしても見えそうにはないかな

絵馬堂の前では猿回しが行われて、パフォーマンスが終わると見学の人たちが小さな箱にお金を入れております。

遠くに見ると小猿？と思いましたがそばで見ると意外に大きい、

それでも日本猿は愛嬌があってなんとなく可愛い

○九州国立博物館

菊竹・久米設計共同体（（株）菊竹清訓建築設計事務所と（株）久米設計の共同設計）

九州に現存する単体の絵馬堂としては、最大最古の建造物だそうです。大きな絵馬が何枚もかけられ新しいのか

ら古いものまでが並びます。私が写した絵馬はとても古そうですが、遠過ぎてよく解りません

でも、目を凝らしても見えそうにはないかな

、パフォーマンスが終わると見学の人たちが小さな箱にお金を入れております。

小猿？と思いましたがそばで見ると意外に大きい、ちゃんとした大人の猿。

なんとなく可愛い顔をしています。

菊竹・久米設計共同体（（株）菊竹清訓建築設計事務所と（株）久米設計の共同設計）

だそうです。大きな絵馬が何枚もかけられ新しいのか

ら古いものまでが並びます。私が写した絵馬はとても古そうですが、遠過ぎてよく解りません

、パフォーマンスが終わると見学の人たちが小さな箱にお金を入れております。

大人の猿。

菊竹・久米設計共同体（（株）菊竹清訓建築設計事務所と（株）久米設計の共同設計）



左・博物館内部 右・時季外れな時期に咲く水連

当日、中国文明という展示をしておりましたが、それ

後、内部を、おおーと言いつつ、感動だか

建築士会の全国大会に向かいます。これが、実のところ今回のメインで、参加表明をしないといけません

昼食は、博物館を眺めつつホテルニューオータニ経営のグリーンハウスでランチ

博物館が眺められるということは反対

ていきます、しっかり目が合ってホテルの食事は

贅沢なんだか恥ずかしいんだかよく解らない

○大隈重信記念館 今井兼次(1966)

内閣総理大臣を 2 期務めた大隈重信の記念館・及び生家が建っております。

正面からの外観と側面、背面と大きくデザインが違い、シンメトリーでは作られていないような感じです。

曲面の多いＲＣで作られた外観は、圧倒的な迫力で迫ってきます。

横に建つ生家とあまりにも違いすぎて

ている様相は二つの建物を少し調和させているようです。

な時期に咲く水連(名前不明)

当日、中国文明という展示をしておりましたが、それを見学どころじゃない。外部を一周

、感動だか堪能だか解りませんが、それでは、また今度と大急ぎで次に

建築士会の全国大会に向かいます。これが、実のところ今回のメインで、参加表明をしないといけません

昼食は、博物館を眺めつつホテルニューオータニ経営のグリーンハウスでランチ

博物館が眺められるということは反対からも眺められるということで、博物館見学の小学生がこちらを見て通過し

しっかり目が合ってホテルの食事は贅沢な味とサービスで満喫のはずが、なんとなく

贅沢なんだか恥ずかしいんだかよく解らない、でも味は絶品でした。

左・大隈重信記念館正面 右・外部

期務めた大隈重信の記念館・及び生家が建っております。

正面からの外観と側面、背面と大きくデザインが違い、シンメトリーでは作られていないような感じです。

曲面の多いＲＣで作られた外観は、圧倒的な迫力で迫ってきます。

横に建つ生家とあまりにも違いすぎて並んでいることに違和感すら感じますが、両方の建物が松林に守られて建っ

少し調和させているようです。

一周回って建物探訪

、また今度と大急ぎで次に

建築士会の全国大会に向かいます。これが、実のところ今回のメインで、参加表明をしないといけません

見学の小学生がこちらを見て通過し

味とサービスで満喫のはずが、なんとなく恥ずかしい

正面からの外観と側面、背面と大きくデザインが違い、シンメトリーでは作られていないような感じです。

ら感じますが、両方の建物が松林に守られて建っ



○大隈重信記念館内部

外観とは大きく雰囲気が違い、内部はやわらかい曲線で構成されています。緋色のステンドグラスは大隈氏のガ

ウンをイメージされているようですが、日が射した内部は燃え立つように紅く染まっています。

○大隈重信生家

右・内部

現在の水ヶ江二丁目、佐賀城下の会所小路は多くの武家屋敷があった場所です。川筋には蔵屋敷や問屋が並び、小

路には役人や商人が集まる会所があったことから、会所小路の名が付けられました。大隈重信は天保９年（１８３

８）ここで生まれました。

内部はやわらかい曲線で構成されています。緋色のステンドグラスは大隈氏のガ

ウンをイメージされているようですが、日が射した内部は燃え立つように紅く染まっています。

現在の水ヶ江二丁目、佐賀城下の会所小路は多くの武家屋敷があった場所です。川筋には蔵屋敷や問屋が並び、小

路には役人や商人が集まる会所があったことから、会所小路の名が付けられました。大隈重信は天保９年（１８３

内部はやわらかい曲線で構成されています。緋色のステンドグラスは大隈氏のガ

ウンをイメージされているようですが、日が射した内部は燃え立つように紅く染まっています。

現在の水ヶ江二丁目、佐賀城下の会所小路は多くの武家屋敷があった場所です。川筋には蔵屋敷や問屋が並び、小

路には役人や商人が集まる会所があったことから、会所小路の名が付けられました。大隈重信は天保９年（１８３



○市村記念体育館・板倉準三建築研究所

こんもりとした森の中に遺跡のように立つ建築物、アニメチックなこの建物は

1963 年といえば戦後 18 年ほど、大部分の日本人が貧乏の真っただ中に居た中にあって、これを建てたということに

畏敬の念を覚えてしまいます。数人の女子高校生に挨拶をされました

も使われていて欲しいものです。こちらからも

かりを受けてしまい「建築士会です」と名乗っております。佐賀の士会の方、何か

あそこで声かけ事案を発生や、不審団体にしか見えないように

○佐賀県立博物館 第一工房+内田祥哉

左・道を挟んで佐賀城跡が見えます

1970 年に日本建築学会賞を取った作品

今の建築から見ればなんとなく足もとが華奢な雰囲気がしますが、構造的にはとても素晴らしい外観を見せていま

す。中も見学をしたかったのですが、時間に制限があることから外部のみの見学になりました。

佐賀県の文化ゾーンである佐賀城あとに、上部の市村体育館・博物館と建築されています。

○市村記念体育館・板倉準三建築研究所(1963)

こんもりとした森の中に遺跡のように立つ建築物、アニメチックなこの建物は 1963 年に建てられたものです。

年ほど、大部分の日本人が貧乏の真っただ中に居た中にあって、これを建てたということに

畏敬の念を覚えてしまいます。数人の女子高校生に挨拶をされました、今も十分に使われている様子で、いつまで

こちらからも女子高生に声をかけたせいなのか、中の職員にどこの人間かとおし

「建築士会です」と名乗っております。佐賀の士会の方、何か体育館より

あそこで声かけ事案を発生や、不審団体にしか見えないように眺めていた団体は姫路です。ごめんなさ

祥哉 1970 年日本建築学会賞

左・道を挟んで佐賀城跡が見えます 右・佐賀県立博物館

年に日本建築学会賞を取った作品

今の建築から見ればなんとなく足もとが華奢な雰囲気がしますが、構造的にはとても素晴らしい外観を見せていま

す。中も見学をしたかったのですが、時間に制限があることから外部のみの見学になりました。

佐賀県の文化ゾーンである佐賀城あとに、上部の市村体育館・博物館と建築されています。

年に建てられたものです。

年ほど、大部分の日本人が貧乏の真っただ中に居た中にあって、これを建てたということに

、今も十分に使われている様子で、いつまで

中の職員にどこの人間かとおし

体育館より御叱りがあった際、

は姫路です。ごめんなさい(笑)

今の建築から見ればなんとなく足もとが華奢な雰囲気がしますが、構造的にはとても素晴らしい外観を見せていま

す。中も見学をしたかったのですが、時間に制限があることから外部のみの見学になりました。

佐賀県の文化ゾーンである佐賀城あとに、上部の市村体育館・博物館と建築されています。



○福島病院 手塚貴晴+手塚由比

姫路での建築家後援会に来てくださった手塚夫妻の作品

北側道路に面し、シンプルな外観は開口部が少なく設備部分をこちら面に持ってきているようです。反して南側

ルーバーバルコニーになっており、日の光を十分に取り込める設計になっているそうです。

南側に回りますと、遊歩道と植栽にさえぎられて

ます。ふいに病室にお邪魔したくなりましたが、流石に無理かも

1 日目見学はここで終了

最後の病院に伺った際は、もう、日が落ちかけて夕日が射して来そうな時間帯です。

建築物を見ることが出来る最後の時間帯でもありました。ここより宿泊地でもある佐賀ワシントンプラザに移動

姫路での建築家後援会に来てくださった手塚夫妻の作品

北側道路に面し、シンプルな外観は開口部が少なく設備部分をこちら面に持ってきているようです。反して南側

ルーバーバルコニーになっており、日の光を十分に取り込める設計になっているそうです。

南側に回りますと、遊歩道と植栽にさえぎられて中の様子をうかがい知ることは出来ないような設計になっており

ます。ふいに病室にお邪魔したくなりましたが、流石に無理かも

最後の病院に伺った際は、もう、日が落ちかけて夕日が射して来そうな時間帯です。

建築物を見ることが出来る最後の時間帯でもありました。ここより宿泊地でもある佐賀ワシントンプラザに移動

北側道路に面し、シンプルな外観は開口部が少なく設備部分をこちら面に持ってきているようです。反して南側は

ルーバーバルコニーになっており、日の光を十分に取り込める設計になっているそうです。

中の様子をうかがい知ることは出来ないような設計になっており

建築物を見ることが出来る最後の時間帯でもありました。ここより宿泊地でもある佐賀ワシントンプラザに移動



○ＪＲ九州神崎駅 青木茂

弥生時代の高床式倉庫をイメージしたデザインの橋上駅舎を備える駅

吉野ヶ里遺跡最寄りとなっているが、隣の駅は吉野

い距離

駅舎に上がるとどこまでも続きそうな畑の向こう側に吉野ヶ里遺跡が見え、

ちら側と反対側では全く様子が違っています

チを描いています。

駅の前にある広場には、卑弥呼像が立っております

おります、はっきり言って私にはどうでも良いことなので

ました。この像は吉野ヶ里遺跡をおもいっきり指さしております。

ここから、2日目の予定を大きく狂わせ

弥生時代の高床式倉庫をイメージしたデザインの橋上駅舎を備える駅

吉野ヶ里遺跡最寄りとなっているが、隣の駅は吉野ヶ里遺跡公園駅、さぁどっちが近いのであろうか、少し解らな

駅舎に上がるとどこまでも続きそうな畑の向こう側に吉野ヶ里遺跡が見え、反対側を見下ろすと住宅街と駅のこ

ちら側と反対側では全く様子が違っています。駅舎はダイナミックな造りで、円柱の柱が支える屋根は美しいアー

駅の前にある広場には、卑弥呼像が立っております。邪馬台国は九州か奈良かということを延々と語り継がれて

、はっきり言って私にはどうでも良いことなのですが、今回のメンバーの中でもいろいろな意見が分かれ

。この像は吉野ヶ里遺跡をおもいっきり指さしております。ええのかなぁ

日目の予定を大きく狂わせ 1時間見学を昼までにした吉野ヶ里遺跡の大きさを堪能したいと思います。

ちが近いのであろうか、少し解らな

を見下ろすと住宅街と駅のこ

円柱の柱が支える屋根は美しいアー

。邪馬台国は九州か奈良かということを延々と語り継がれて

すが、今回のメンバーの中でもいろいろな意見が分かれ

吉野ヶ里遺跡の大きさを堪能したいと思います。



○吉野ヶ里歴史公園・・・とにかくでかい・・・

九州は土地が余っているのかどうなのか解りませんが、とにかく

どこまでも続くってことはないにしろ、弥生時代を彷彿とさせる風景が公園内に

い弥生時代、想像の域を超えない訳ですが、よくぞここまでという気持ちにさせます。

左・物見櫓 右・当時の民家

何基か有る中の物見櫓、すべてが登れるようにはなっていません。

をまとって当時の説明をされます。専門的な話ではありませんのでとても楽しく和やかに進みます。

左・祭祀が行われる場所 右・祭祀の再現

三階建ての建物、祭祀がここで行われていたと言う再現をされています。建造物は銅鐸などに残された絵や遺構

の柱サイズから割り出されて建築をされているようです。

・・・とにかくでかい・・・

九州は土地が余っているのかどうなのか解りませんが、とにかく敷地の広大さに驚かされます。

続くってことはないにしろ、弥生時代を彷彿とさせる風景が公園内に続きます。文献も何も残っていな

い弥生時代、想像の域を超えない訳ですが、よくぞここまでという気持ちにさせます。

何基か有る中の物見櫓、すべてが登れるようにはなっていません。また、ボランティアの方々が弥生時代の衣装

をまとって当時の説明をされます。専門的な話ではありませんのでとても楽しく和やかに進みます。

右・祭祀の再現

三階建ての建物、祭祀がここで行われていたと言う再現をされています。建造物は銅鐸などに残された絵や遺構

の柱サイズから割り出されて建築をされているようです。

敷地の広大さに驚かされます。

続きます。文献も何も残っていな

また、ボランティアの方々が弥生時代の衣装

をまとって当時の説明をされます。専門的な話ではありませんのでとても楽しく和やかに進みます。

三階建ての建物、祭祀がここで行われていたと言う再現をされています。建造物は銅鐸などに残された絵や遺構



○多久聖廟

ここは画像がないため、ＪＲお出かけマップより拝借

国の重要文化材となっている、孔子をまつる廟の様です。

中国様式で華やかな祭りがおこなわれることでしょう

人が少なくてゆっくりと建物を見学できたことは幸いだったかもしれません

○武雄温泉新館及び楼門 辰野、葛西建築事務所

ここは東京駅を設計された辰野金吾氏の同時期の作品です。

今は、大衆浴場になっており建築界の第一人者が関わった割には下世話な使い方をされておりますが、大正建築が

残って使われているのですからそれはそれでよいのではないかと私個人は考えております。

楼門は竜宮造りと言われる建築様式ですが、門の下部は龍神亭と書かれた定食屋

画像の中で祭りの結界がかかっている通り、見学当日は屋台の立ち並ぶ祭りの真っただ中でした。

ＪＲお出かけマップより拝借

となっている、孔子をまつる廟の様です。24 日は祭りの為、境内にはテントが張られています。

中国様式で華やかな祭りがおこなわれることでしょう

人が少なくてゆっくりと建物を見学できたことは幸いだったかもしれません

辰野、葛西建築事務所(1914 年着工 1915 年竣工)

ここは東京駅を設計された辰野金吾氏の同時期の作品です。

今は、大衆浴場になっており建築界の第一人者が関わった割には下世話な使い方をされておりますが、大正建築が

残って使われているのですからそれはそれでよいのではないかと私個人は考えております。

楼門は竜宮造りと言われる建築様式ですが、門の下部は龍神亭と書かれた定食屋

画像の中で祭りの結界がかかっている通り、見学当日は屋台の立ち並ぶ祭りの真っただ中でした。

日は祭りの為、境内にはテントが張られています。

今は、大衆浴場になっており建築界の第一人者が関わった割には下世話な使い方をされておりますが、大正建築が

残って使われているのですからそれはそれでよいのではないかと私個人は考えております。

画像の中で祭りの結界がかかっている通り、見学当日は屋台の立ち並ぶ祭りの真っただ中でした。



左・中より見る楼門 右・楼門の中には定食屋

武雄温泉新館全貌

○大山内川

鍋島藩御用達の窯場が並ぶ、山間部の窯元

山水画のような岩に囲まれた狭い谷間に位置している、外部からのアクセスが取りにくい場所

その山を下りて窯場に到達、よく解らない謎のルート。崖に落ちそうで怖いため、自分だけしっかりとシートベル

トしました。運転手の藤原さん、ありがとうございました。とっても怖かったです。

右・楼門の中には定食屋

鍋島藩御用達の窯場が並ぶ、山間部の窯元

山水画のような岩に囲まれた狭い谷間に位置している、外部からのアクセスが取りにくい場所

その山を下りて窯場に到達、よく解らない謎のルート。崖に落ちそうで怖いため、自分だけしっかりとシートベル

トしました。運転手の藤原さん、ありがとうございました。とっても怖かったです。

山水画のような岩に囲まれた狭い谷間に位置している、外部からのアクセスが取りにくい場所

その山を下りて窯場に到達、よく解らない謎のルート。崖に落ちそうで怖いため、自分だけしっかりとシートベル



メインの道を下ると当時の関所も存在、車中からであったので画像はありませんが小さな関所でした。

献上品「鍋島」を製作しているころは、関所を抜けると山を抜けて余所にうつるのはとても大変な苦労を要するよ

うに思います。

ただ、窯場が連なる様はとても美しく、懐かしい風景のようです。

右・左 橋の欄干

左・窯場メインの道 右・江戸時代の窯場に通じる道

佐賀大会は、佐賀市文化会館で行われておりました。佐賀県内の建築関係者のまちづくり交流を見学したり、佐

賀県産の建築資材を眺めたり、短い時間ですが良い刺激を受けた様に思います。

また、街ゆく人々の中に同じ建築士会の人を見つけ、お互いになんとなく親近感がわくような場面もたくさんあり

ました。

また、家族で行くような旅行と違い、建物をじっくりと眺め 同じ仕事に従事している人間達が和気あいあいと

時間を過ごすというのは実に有意義で楽しく建築士会に入って良かったと思う実感がますます湧いたのでした。

来年は、大阪で全国大会が開かれます。次回、参加できることを祈って報告を終わります。

以上

兵庫県姫路支部 有國 智都子


