
淺川敏C

㈱ＩＨＮ
㈱エムティー産業
カネタ㈱
㈱国代耐火工業所 大阪支店
コマニー㈱ 福井営業所
酒井電機㈱
三晃建商㈱
総合資格 学院福井校
東工サッシュ㈱
トーヨーキッチン＆リビング㈱ 福井営業所
ニチハ㈱ 金沢営業所
福井三菱電機機器販売㈱
ホクコンマテリアル㈱
北陸電力㈱ 福井支店
三谷セキサン㈱
山金工業㈱
山崎金属㈱
ＹＫＫ ＡＰ㈱ 福井支店

〒918-8231 福井市問屋町3-815 和中ビル1F
〒910-0368 坂井市丸岡町磯部新保9-1-25
〒918-8231 福井市問屋町2-15
〒541-0046 大阪市中央区平野町4-6-16
〒918-8238 福井市和田2-2015
〒910-0023 福井市順化2-1-2
〒918-8017 福井市下荒井町10-209
〒910-0858 福井市手寄1-4-1 AOSSA2F
〒910-0001 福井市大願寺2-7-1
〒918-8104 福井市板垣3-1320
〒920-8201 金沢市鞍月1-65 フォレスト26
〒918-8231 福井市問屋町4-1205
〒918-8152 福井市今市町66-20-2
〒910-8565 福井市日之出1-4-1
〒910-8571 福井市豊島1-3-1
〒918-8511 福井市左内町4-15
〒910-8518 福井市宝永2-11-3
〒910-0005 福井市大手3-4-1

アイジー工業㈱ 富山営業所
エスケー化研㈱ 北陸営業所
小竹金物㈱
㈱北二
三和シヤッター工業㈱ 中部営業部 富山統括営業所
㈱精田建鉄
総合資格 学院富山校
ニチハ㈱ 金沢営業所
日本海コンクリート工業㈱
㈱ニュースト 北陸出張所

アイカテック建材㈱ 金沢営業所
旭化成建材㈱ 名古屋事業所
アーク北陸㈱
㈱石田ガラス工業
AGC硝子建材㈱ 北陸支店
エスケー化研㈱ 北陸営業所
㈱エリオテクノ
㈱柿本商会
金沢セメント商事㈱
元旦ビューティ工業㈱ 中部支店 北陸事務所
コイズミ照明㈱
小松ウォールアイティ㈱
小松精練㈱
サーマエンジニアリング㈱
三協立山㈱ 三協アルミ社 北陸支店
㈱サンゲツ 北陸営業所
三和シヤッター工業㈱ 北陸統括営業所
昭和電気北陸㈱ 金沢営業所
シンコール㈱
新菱冷熱工業㈱ 金沢営業所
総合資格 学院金沢校
ダイキンHVACソリューション北陸㈱
大光電機㈱ 北陸営業所
㈱タケノ
田島ルーフィング㈱ 金沢営業所
㈱中東
東芝ライテック㈱ 金沢営業所

東リ㈱ 金沢営業所
ＴＯＴＯ㈱ 北陸支社
ナブコドア㈱ 北陸支店
日栄商事㈱
ニチハ㈱ 金沢営業所
㈱エフワンエヌ 中部支店
㈱ニチベイ 金沢営業所
日海不二サッシ㈱
日新Eテック㈱
能美防災㈱ 金沢支社
㈱ビー・ジャパン商事
富源商事㈱ 金沢支店
北陸電力㈱ 石川支店
北陸ブロック㈱
北菱電興㈱
ホーチキ㈱ 金沢営業所
三谷産業㈱
三菱電機㈱ 北陸支社
美和ロック㈱ 金沢支店
㈱ムラモト
㈱山岸製作所
㈱YAMAGIWA 金沢営業所
ヨシダ宣伝㈱
㈱ＬＩＸＩＬ 北陸支社
菱機工業㈱
ＹＫＫ ＡＰ㈱ 北陸支社 金沢支店
㈱若宮塗装工業所

富源商事㈱
㈱北陸電機商会
北陸電力㈱ 富山支店
北陸ブロック㈱ 
北陸防水㈱
三谷産業㈱ 富山支店
菱越電機㈱
菱機工業㈱ 富山支店
ＹＫＫ ＡＰ㈱ 北陸支社富山ビル建材支店

主催／公益社団法人 日本建築家協会（JIA）北陸支部 福井地域会　　共催／公益社団法人 日本建築家協会（JIA）北陸支部

後援／福井県教育委員会、福井市教育委員会、（一社）日本建築学会北陸支部福井支所、（一社）福井県建築士会、（一社）福井県建築士事務所協会

（協）福井県建築設計監理協会、福井新聞社、（株）北陸工業新聞社福井支局 （順不同）

建築文化講演会

2015.12.5［sat］14:00～16:00

パンセ（la pensée）

福井商工会議所ビル地下　国際ホール 福井市西木田2-8-1  TEL.0776-33-8251
駐車場あり（無料）

長野県出身。東京芸術大学美術学部建築科在学中に国際設計コンペで優勝、大学院修了後は国内外で設計修業し30歳

で設計事務所を設立。斬新なデザインで知られ、建築設計、都市計画から舞台美術やインテリアデザインまで巾広く

手掛け、多くの作品が世界に紹介されている。代表作は、東日本大震災のときに2000人の被災者の避難場所となった

ビッグパレットふくしまをはじめ、中村キース・ヘリング美術館、岐阜県立森林文化アカデミー、アリア、不知火図書

館・美術館、ONE OF A KIND(舞台美術)など。2007年にはベルリンにヨーロッパオフィスを開設。日本建築学会賞、日

本建築大賞、村野藤吾賞、日本芸術院賞、アメリカ建築家協会ジャパンデザイン賞、アルカシア賞ゴールドメダル、ケ

ネス・ブラウン建築文化大賞、イタリアIA賞グランプリ、ベッシー賞、グッドデザイン賞金賞などを受賞。現在は2015

年ミラノ万博日本館、バーゼルワールド・ミキモト、ナカニシ新本社、豊昭学園キャンパス東京交通短期大学、シミッ

ク新本社、小淵沢駅(JR中央線)駅舎・駅前広場、中村キース・へリング美術館増築などの設計に携わっている。2013年

にJOVIS出版社(ドイツ)から作品集が出版された。現在、北川原温建築都市研究所主宰、東京芸術大学教授。　

北川原　温 Atsushi Kitagawara　

入場無料

［福　井］ ［石　川］

［富　山］

特 別 協 賛

北 陸 支 部 協 力 会 員

JIAは、公益社団法人日本建築家協会（The Japan Institute of Architects）の略です。
建築の設計監理を専門とする建築家個人を会員とする団体です。

演 　 題

ＪＩＡ福井地域会　会員
赤土　善蔵 ㈲赤土善蔵アトリエ
五十嵐清人 ㈱五十嵐建築設計事務所
五十嵐　啓 福井工業大学建築土木工学科
出田　吏市 出田建築事務所
伊藤　瑞貴 伊藤瑞貴建築設計事務所
乾　　彰宏 ㈱アルス建築事務所
大澤　宏輝 ㈱大澤設計事務所

常廣　正和 常廣建築設計 
友田　博道 友田建築設計事務所
永宮　勝利 N建築計画
西川　国夫　㈲西川建築設計事務所
羽場　千尋 ㈲アーキズム建築設計事務所
原田　　学 haws建築設計事務所
東畑　慎治 ㈱東畑建築設計事務所

福田　久志 FUKUDA DESIGN OFFICE
前田　裕之 前田建築事務所
水嶋　伸宏 ㈲水嶋建築設計
山内　正樹 ㈲山内建築事務所
山田健太郎 一級建築士事務所山田屋
吉田修二郎 吉田設計

小笠原　弘 小笠原弘建築計画
木藤　良男 ㈱キトー建築事務所
清水　隆之 清水隆之建築設計事務所
瀬戸川信之 ㈲アーキズム建築設計事務所
仙坊　幸治 ㈱センボー建築事務所
髙嶋　　猛 福井大学工学部建築建設工学科
高田健一郎 ㈲高田建築事務所

ナカムラ・キース・ヘリング美術館増築

講演会冒頭で、第14回夏休み児童絵画コンクール優秀作品表彰式を行います。

ダイキンHVACソリューション北陸㈱
大光電気㈱ 北陸営業所
㈱ダイナテック
㈱タカハシ塗装工業
タカラスタンダード㈱
㈱タッセイ
㈱塚田商事
東工サッシュ㈱
ＴＯＴＯ㈱
トーヨーキッチン＆リビング㈱
㈱内藤石材
日海不二サッシ㈱ 福井営業所
㈲ネガワット・スミカマ
橋本電気㈱ 北陸支店
㈱福井建材社
福井三菱電機機器販売㈱
フジクリーン福井㈱
ホクコンマテリアル㈱
㈱北陸アロー機器
北陸電力㈱ 福井支店
北陸東工シャッター㈱
北陸非破壊検査㈱
マルキ建材㈱
㈱マルキファニチャー
㈱マルキヤ宣広社
三谷エンジニアリング㈱
三谷セキサン㈱
三谷設備㈱
山岸硝子㈱
ヤマギワ㈱ 金沢営業所
山金工業㈱
山崎金属㈱
横山電機㈱
㈱LIXIL
ＹＫＫ-ＡＰ㈱ 北陸支社 福井支店

〒910-0842 福井市開発3-3402
〒920-0025 金沢市駅西本町1-12-43
〒918-8231 福井市問屋町１-20
〒910-0034 福井市菅谷2-9-6
〒921-8062 金沢市新保本４-65-5
〒918-8218 福井市河増町30-20
〒910-0017 福井市大宮６-15-24
〒910-0001 福井市大願寺2-7-1
〒910-0837 福井市高柳1-207
〒918-8104 福井市板垣3-1320
〒918-8112 福井市下馬3-901
〒910-0804 福井市高木中央1-2402
〒918-8067 福井市飯塚町8-133 アピタ福井店前
〒910-0851 福井市米松２-1-25
〒918-8231 福井市問屋町2-34
〒918-8231 福井市問屋町4-1205
〒918-8013 福井市花堂東１-17-8
〒918-8152 福井市今市町66-20-2
〒910-0004 福井市宝永2-2-26
〒910-8565 福井市日之出1-4-1
〒910-0846 福井市四ツ井1-14-5
〒910-0121 福井市定正町610-2
〒918-8034 福井市南居町81-1-10
〒918-8015 福井市花堂南2-7-10
〒910-0854 福井市御幸4-15-1
〒910-0006 福井市中央3-1-5
〒910-8571 福井市豊島1-3-1
〒910-0857 福井市豊島1-3-1
〒910-0028 福井市学園2-6-8
〒920-0864 金沢市彦三町2-1-45
〒918-8511 福井市左内町4-15
〒910-8518 福井市宝永2-11-3
〒918-8112 福井市下馬2-204
〒910-0802 福井市大和田町59-2-1
〒910-0005 福井市大手3-4-1 福井放送会館４階

㈱アラカワ通商
伊藤電機設備㈱
井上商事㈱
上野電機㈱
㈱ウッドワン
ウッドリンク㈱ 福井店
H.Sキッチン
㈱ABコーポレーション
㈱エム・ティー産業
江守塗料㈱
カネタ㈱
㈱北川
㈱キッチンプラント
㈱きたむら
㈱クオードコーポレーション
クニ興業㈱
クリナップ㈱ 福井営業所
合同設備工業㈱
㈱ゴール富山支店
㈱コスモ防災
小松ウォール福井販売㈱
コマニー㈱
小森商事㈱
酒井設備㈱
酒井電機㈱
㈲サッシサービス工業
三協立山㈱ 三協アルミ社 北陸支店
三優社工業㈱
三和シヤッター工業㈱ 福井統括営業所
シーサーレンダリング
柴田商事㈱
㈱ショーセイ
シンコール㈱
南陽㈱ 福井店
㈲スマイルサッシ

〒918-8236 福井市和田中1-506
〒910-0023 福井市順化2-2-1
〒910-0859 福井市日之出２-1-6
〒910-0021 福井市乾徳３-9-1
〒910-0846 福井市四ツ井1-17-30  フジビル１階
〒918-8237 福井市和田東2-1812
〒918-8067 福井市飯塚町9-115
〒910-0043 福井市四十谷町5-16
〒910-0368 坂井市丸岡町磯部新保9-1-25
〒918-8013 福井市花堂東1-25-20
〒918-8231 福井市問屋町2-15
〒918-8543 福井市問屋町2-65
〒910-0804 福井市高木中央２-3405-5
〒914-0138 敦賀市櫛林17-1-31
〒918-8151 福井市中荒井町5-5
〒910-0017 福井市文京5-32-29
〒918-8112 福井市下馬3-1605
〒910-0805 福井市高木1-607
〒930-0161 富山市東老田355-6
〒918-8007 福井市足羽4-5-5
〒910-0016 福井市大宮1-11-20
〒918-8238 福井市和田2-2015
〒910-0805 福井市高木2-1109
〒918-8239 福井市成和2-1009-2
〒910-0004 福井市宝永3-5-14
〒917-0249 小浜市宮の前1-15
〒921-8015 金沢市東力2-149-1
〒910-0027 福井市豊岡１-10-26
〒918-8239 福井市成和2-707
〒910-3262 福井市一王寺町7-12
〒910-0015 福井市二の宮4-17-15
〒919-0461 坂井市春江町江留上錦20
〒920-8658 金沢市直江町イ12
〒910-0005 福井市大土呂町1-13-1
〒910-0853 福井市城東4-22-8

ＪＩＡ石川地域会　会員
朝倉　直子
家山　　真
石村聖一郎
浦　　　淳
漆崎　義和
大橋  和史

大畑　清隆
大森　旅人
大屋　　修
岡本　義富
織田　英也
笠島　　理

喜多　孝之
喜多　英幸
吉島　　衛
小林　吉則
坂本　英之
佐藤　和仁

佐藤　秀弘
清水　　純
下徳　　茂
杉山　　真
髙屋　利行
竹内　申一

谷重　義行
田淵　　潔
土倉　邦一
戸井建一郎
内藤　真一
中　　武則

中島　哲夫
中出喜美男
長村　峰行
永山　敬三
西川　英治
西野　辰哉

新田　秀逸
野手　有二
野々村慎二
野林　久嗣
野村　昇一
蜂谷　俊雄

林　　正人
番下紀美夫
久田　吉一
平口　泰夫
古橋　孝実
本田　良則

松井　邦義
松平　敦實
松本　　大
水野　一郎
南　　光弘
森　　俊偉

盛下　敏成
安田　　均
山岸　敬広
山越　栄一
山越　衛
山田　憲子

由田　　徹
吉村　寿博
若崎　浄人

ＪＩＡ富山地域会　会員
青山　善嗣
朝野　勝昭
在原　誠人
池田　通則
池生　　崇

稲葉　伸一
稲葉　　実
碓井　浩二
上井　　章
近江　美郎

大野　博和
尾久　彩子
押田　洋治
片野　秀基
金山　泰夫

熊谷　　猛
酒井　武志
柴田　裕弘
新村　　勲
杉本　隆一

諏訪　　淳
高松　鋭郎
田村　直久
田村　元宏
地田　正和

塚本　英明
寺田　宣矩
道古 麻紀子
堂田　重明
冨樫　武彦

徳田　義弘
中川　　潔
中本　　尚
西野　晴仁
浜潟　幸生

濱田　　修
林　　益和
原　　英高
平木　　満
藤井　　均

藤田順吉朗
船崎　秀樹
水野  　敦
水野　行偉
三谷　光雄

三吉　外男
村田　　優
矢後　　勝
山田　哲也
山中　路代

吉田　重雄
吉田　康之



Coelacanth K＆HC

The Japan Institute of Architects

Works

応募総数 384点（敬称略）

■ 私たちのねらい

ビッグパレットふくしま

豊昭学園

© 大野　繁

© 大野　繁 私達にとって身近なテーマを考えて描いてもらいます。新しいものをつくる原動力は、感動する心です。
子ども達が心をこめて描いた世界でたった一つしかない絵。私達もその絵を見て、学びたいと思います。

淺川敏C

「けんちくロボット」
池田　葵（清明小 4 年）

「かぶと虫の電車に乗ってみたいな！」
後藤光貴（森田小 4 年）

「にじいろ自転車」
竹下大一（啓蒙小 4 年）

「海外旅行に行けるふしぎなトンネル」
生田開都（木田小 4 年）

「いつでもどこでも宇宙に行けるスーパーシャトルカー」
道場創雅（明新小 5 年）

「ぼくがつくる絶滅危惧種ランド」
平野裕也（吉野小 5 年）

「台風じしんたんちコプター」
山田遙斗（北新庄小 5 年）

「スーパーリニア土星へGO」
山口陽人（明新小 6 年）

「ゴミのないあこがれの海」
木村愛菜（明新小 5 年）

「無重力サッカー」
常田　嵩（明新小 6 年）

「空から魔法をかけて虹色になった街」
岸　仁南（森田小 6 年）

「さしているところは晴れる大きなかさ」
西尾日向（北新庄小 6 年）

夏休み児童絵画コンクール

優秀作品賞受賞作品 2015 『あったらいいなこんなもの』第14回
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