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心に残るまちなみ34●アフリカの少数民族の集落
群（クータマクー トーゴ共和国）…稲葉信子
特集：既成市街地のまちなみ
「良いまちなみ」から「住みよいまち」へ…森本信
明／景観まちづくり日記 既成市街地の美しいまち
なみをつくるのは誰だ… 藤田 忍／まちなみと登
録文化財 昭和初期の長屋…寺西興一／既成市街
地としてみた伝建地区の可能性…大槻洋二
お知らせ●平成24年度海外研修募集のご案内
フォトエッセイ2●日本のまちなみ、季節へのま
なざし…村上健治
住宅地研究●ピオニシティ高坂第2期 環境共生住
宅団地認定取得の経緯…浅川 潔

〈住まいのまちなみ賞〉桂坂地区建築協定協議会、
NPO 法人いんしゅう鹿野まちづくり協議会、パ
ークプレイス大分公園通り団地管理組合法人
「すまいのまちなみネットワーク」第 4 回総会
「住まいのまちなみテキスト」について、みんな
の関心事を語り合おう…司会：大月敏雄
まちなみ研究●郊外住宅地の成熟過程 7 日本型
の街並み維持とは…柴田 建
住宅総合展示事業実績（平成23年4月～平成24年1月）
バックナンバー 財団日誌
まちなみ遺産●シリーズ17 外泊（愛媛県愛南町）
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エッセイ●葛飾北斎カラーで、社会実験、魅力を

心に残るまちなみ36●ネパールの街は魅力に満ち

育てる景観まちづくり…村上美奈子

ている（カトマンズ ネパール）──宮脇さんとの

エッセイ●まちの環境とこどもの記憶…温井達也

最後の調査旅行…中山繁信

第 23 回 住生活月間協賛 まちなみシンポジウム
in 東京 まちなみを再生する

特集：宮脇檀まちなみ読本
〈まちなみ〉の軌跡／「車を宿の日本一周」1960─

［第1部 基調講演］都市の未来戦略…大野秀敏

61／デザインサーヴェイ1966─73／建築家、宮

［第2部 パネルディスカッション］まちなみを再生

脇檀／都市から、街へ、住宅へ／建築とまちな

する…江川直樹、柴田 建、菅 孝能、大野秀敏

み／まちなみコーディネーター／“宮脇学級”と東

まちなみシンポジウム in 大阪 まちなみ・暮ら

急不動産／積水ハウスとの住宅地開発／コモンと

し・環境を次世代へ

ボンエルフ／住宅目線のまちなみ設計／まちなみ

［第1部 基調講演］こどもの目線で考えるまち…上
田信行、川本誓文

設計の継承／5つのハードと1つのソフト／協力者
一覧／宮脇檀まちなみ設計年表…二瓶正史

［第2部 パネルディスカッション］まちなみ・暮ら

文献再録●再録1 戸建住宅による環境造成につい

し・環境を次世代へ…上田信行、千田二郎、六波

て その現況と提案…宮脇檀／再録2『街並みを創

羅雅一、加茂みどり

る』あとがき…宮脇檀／再録3 インタヴュー：宮脇

まちなみ研究●まちなみ図譜・文献逍遙 其ノ十五

檀［個］から発想して［街並］を創る…中野恒明／

（最終回）
：
『建築寫眞類聚 木造小住宅』…大月敏雄

再録4 宮脇檀の住宅地設計…二瓶正史／再録5 宮

まちなみ研究●郊外住宅地の成熟過程6 HOA によ

脇檀さんの想い出…百瀬深／再録6 財団住宅祭と

る住宅地の統治…柴田 建

宮脇先生…井上泰雄／再録7「人好き、もの好き、

住宅総合展示事業実績（平成23年4月〜平成24年1月）

すまい好き」宮脇檀のまちづくり人生…内井昭蔵／

バックナンバー 財団日誌

再録8 愛の住まい…内井昭蔵／再録9 住宅を街に

まちなみ遺産●シリーズ16 前沢曲家集落（福島県

繋げようと雄雄しく闘い続けてきた人 宮脇檀…蓑

南会津町）

原敬／再録10 座談会「街づくりは道づくり」…大
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川陸、小山博正、二瓶正史、蓑原敬／再録11 住宅
地計画のパイオニアとしての宮脇檀…山口廣

心に残るまちなみ35●近代・未完のプロジェク

フォトエッセイ4●中世寺内町の繁栄を、今に残

ト（北九州市 福岡県）…倉方俊輔

す町…藤井康照

特集：復興まちなみづくり──まちなみづくりへ

第 24 回 住生活月間協賛 まちなみシンポジウム

の支援の可能性を探る

in 東京 伝統的な日本の暮らしに学ぶ

被災地における住宅再建の課題と取り組み…大竹 亮

［第1部 基調講演］
「伝統的な日本の暮らしに学ぶ

復興支援に向けた財団の取り組み…村山寛保・髙

－昭和30年代の暮らしに学ぶ－」
（東京・大阪）
…

澤静明
インタビュー／理想と現実の狭間で…中井検裕

小泉和子
［第2部 パネルディスカッション］まちなみを再生

エッセイ●戸建住宅地での空区画活用による複数

する…小玉祐一郎、大月敏雄、小泉和子、小原隆

区画利用の可能性…原田陽子

まちなみシンポジウム in 大阪 低炭素社会に活

フォトエッセイ3●歴史の厚みを感じさせるまち
なみ…藤井康照

かす伝統的な日本の暮らし
［第2部 パネルディスカッション］エネルギーを使

住宅地研究●百年目のニュータウン─桜とせせら

わない豊かな暮らしとは…小泉和子、小玉祐一郎、

ぎのまち「高見三条」 ブロックアーキテクト方

髙田光雄、浅岡美恵、小原隆

式によるまちづくりの仕組み…牧 敦司

住宅総合展示事業実績（平成23年11月〜平成25年1月）

単独記事●昔のくらしを考える いま、そこから

バックナンバー 財団日誌

学ぶこと…小泉和子

まちなみ遺産●シリーズ18 川越（埼玉県川越市）

エッセイ●地域建造物資産を保全活用するまちづ
くりへ…瀬口哲夫
平成 23 年度 国土交通省・まちづくり月間協賛
第 7 回 住まいのまちなみコンクール実施報告
〈国土交通大臣賞〉城南住宅組合

74

〈住まいのまちなみ優秀賞〉桂ヶ丘自治会
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財団日誌
平成 25 年 3 月
2

平成25年3月〜8月

6月

スマートプロジェクト 240 三田ゆりのき台「街びらき」開催

14

事業部会

21

家とまちなみ第 67 号発刊
第 3 期（平成 24 年度）まちなみ塾修了式（都市センターホテル）

22

第 81 回理事会開催
議案 1. 平成 25 年度事業計画及び収支予算の件
議案 2. 代表理事及び業務執行理事による業務執行状況報告の件
議案 3. 参与の報酬等に関する基準について
議案 4. 参与委嘱に関する件
本理事会において、議案 1 、議案 2 、議案 3 、議案 4 とも審
議の上承認された。

17

第 82 回理事会開催
議案 1. 理事長等選任の件
議案 2. 代表理事及び業務執行理事による業務執行状況報告の件
議案 3. 平成 25 年 5 月 30 日付のみなし理事会決議の結果報告の件
本理事会において、議案 1 、議案 2 、議案 3 とも審議の上承
認された。
コモンパーク上毛彩葉開催

18

内閣府へ「公益目的支出計画実施報告書等」を提出

22

スマートプロジェクト 240 三田ゆりのき台（22 街区）開催

24

品川プリンスホテルにおいて、「第 8 回（平成 24 年度）住まい
のまちなみコンクール」の「住まいのまちなみ賞」受賞団体の表
彰式が行われた。また、住まいのまちなみコンクール受賞団体
を中心とした「すまいのまちなみネットワーク」
（略称まちネッ
ト）第 5 回総会が開催された。

27

第 2 回まちなみ塾開催「まちなみ設計演習（現地確認、演習課題
質疑応答等）」上井一哉氏（積水ハウス株式会社）、大谷宗之氏
（株式会社ミサワホーム総合研究所）、青鹿政幸氏（株式会社駿
府設計）、粟井琢美氏（三井ホーム株式会社）

4月
6

フルールコモン明日花リブレ開催

11

事業部会開催

20

クィーンズフォレスト流山おおたかの森開催

22

関西事務所事業推進会議（第 41 回）

27

越谷レイクタウンハートヴィレッジ第 2 期開催

5月
1

第 9 回住まいのまちなみコンクール募集開始

9

事業部会開催

16

第 4 期（平成 25 年度）第 1 回まちなみ塾開催「オープニング（講
演、対話）
」二瓶正史氏ほか（虎ノ門ツインビルディング）

17

2013 米国住宅地・まちなみ調査視察団参加募集締切

23

理事会決議事項に関する提案を書面による決議を送付
議案 1. 平成 24 年度事業報告及び収支決算承認の件
議案 2. 平成 24 年度公益目的支出計画実施報告書の承認の件
議案 3. 定時評議員会の招集の件

30

理事会決議事項に関する提案について、議案 1 、議案 2 、議案
3 とも理事、監事全員より同意を得、決議成立

6月
13

事業部会開催

14

すまい・るホールにおいて「まちづくりと景観を考える全国大
会」が開催され、財団主催「第 8 回（平成 24 年度）住まいのま
ちなみコンクール」国土交通大臣賞の表彰式が行われた。

17

第 72 回評議員会開催
議案 1. 平成 24 度事業報告及び収支決算承認の件
議案 2. 平成 24 年度公益目的支出計画実施報告書の報告の件
議案 3. 役員選任の件
議案 4. 評議員選任の件
議案 5. 平成 25 年度事業計画及び収支予算の報告の件
本評議員会において、議案 1 、議案 2 、議案 3 、議案 4 、議
案 5 とも審議の上承認された。役員選任の件で、理事の生江
隆之氏が退任し市川俊英氏が就任すること、理事の田中教二
氏が退任し島﨑耕造氏が就任すること、理事の近藤征夫氏が
退任し岡田正人氏が就任すること、評議員の八野行正氏が退
任し安齋俊彦氏が就任すること、評議員の山崎福寿氏が退任
し髙田光雄氏が就任することが決定された。

7月
1

ボンエルフ第 261 号発刊

8

2013 米国住宅地・まちなみ調査海外視察団出発（14 日まで）

11

事業部会開催

18

関西事務所事業推進会議（第 42 回）

19

財団創立記念日

26

夏季住宅セミナー開催（東京プリンスホテル）

8月
1

第 3 回まちなみ塾開催「まちなみ設計演習（中間発表会Ⅰ）」上
井一哉氏、大谷宗之氏、青鹿政幸氏、粟井琢美氏

3

同志社山手第 5 期開催

31

第 9 回住まいのまちなみコンクール応募締切

9月
12

事業部会開催

24

日本経済新聞社と共催、河北新報社の協力でまちなみシンポジ
ウム in 仙台を開催（せんだいメディアテーク 7 階スタジオシア
ター）テーマ：市民主体の震災復興とまちづくり
第 1 部基調講演「被災地支援からの震災復興を考える〜後世に
残せるハイブリッドのまちを時間をかけて」大月敏雄氏（東京
大学准教授）、第 2 部パネルディスカッション「復興から未来の
まちなみを創る」モデレーター：大月敏雄氏、パネリスト：三
部佳英氏（一般財団法人宮城県建築住宅センター理事長）、二瓶
正史氏（建築家、有限会社アーバンセクション代表）

家とまちなみ 68〈2013.9〉

75

