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コロナの影響はありましたが、三密にならない範囲で
“建築まちなみ探訪”を続けました。今回は福岡県内のお
もしろい建築を紹介します。

1．世界の建築家通り
「世界の建築家通り」（福岡市内）と呼ばれる一角には、黒
川紀章、マイケル・グレイヴス、スタンリー・タイガーマン、
出江寛、水谷頴介、葉祥栄、木島安史、鮎川透および美川淳
而が設計した建築物があり、そのうち3件を紹介します。
福岡インターナショナルスクール別館（設計：黒川紀章）
は、とんがり帽子のトップライトと山稜のような屋根形状
がユニークです。

シーサイドももちアルティコートA館（設計：出江寛）
は、三角屋根と窓の両側に突出したパステルカラーのボー
ダーを使っているところがユニークです。

シーサイドももち葉祥栄棟（設計：葉祥栄）は、柱と梁
を格子状に幾重も重ねているところがユニークです。

マニー水守の見聞雑記－7 広島支部　水守　寛敏

2．博多偕成ビル（設計者不明）
博多駅近くの音羽交差点の一角には、ユニークなオフィ
スビルがあります。出張からの帰りにこのビルが見える
と、帰ってきた実感が湧きます。上階（6階以上）にはバル
コニー、その外側は外装材で覆われ、パンチングのような
円形開口部が無数（95個）施されているところは、巨大なた
こ焼き機に見えます。かつてウルトラセブンの特撮に使用
され、百窓の家とも呼ばれた「試みられた起爆空間」（設計：
林泰義・富田玲子）に似ていますが、今は取り壊されており、
伝説の住宅のDNAは博多で引き継いでいると思います。
なお、申しておきますが、私の宇宙船ではありません（笑）

3．福岡ひびき信用金庫本店（設計：村野藤吾）
八幡駅（北九州市内）の近くに、レトロな建築物があり
ます。街に向かって突き出す巨大なホール、交差点から見
て対象形の高層部、その上部には特徴的な開口部、さらに
両端には塔屋が設置され、鶴翼に見える象徴的なファサー
ドです。また、褐色のタイルで外装された姿は、かつての
鉄の街“八幡”をイメージした外観となっています。

今回、紹介した建築物は竣工後30～40年経過しているが、
施主様の絶え間ない努力（維持管理）により、ありがたく探
訪を続けています。老朽化したから壊すのではなく、我々建
築士の職能を活かし、新しいものを取り入れながら、時代の
流れに合わせて変化しなければならないと考えています。
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砲台山フォトコンテスト
広島支部(ヘリテージマネージャー )　前岡　正伸

沖美町の三高山（砲台山）には明治に建造された砲台（跡）
が、すばらしくきれいに保存されており、歴史的、技術的に
価値の高いもので
す。この砲台山を
舞台に、江田島市
の文化遺産を再認
識できるフォトコ
ンテストを開催し
ています。たくさ
んの応募をお待ち
しています。

公 募 期 間 ▶ ～令和3年2月10日（水）
応 募 要 項 ▶ 写真サイズ　四つ切以上
賞 金 ▶ 3万円
後 援 ▶ 江田島市、（公社）広島県建築士会
審 査 員 ▶ 太刀掛隼則氏、俵写真館、重長商店
主 催 ▶ 共同組合　建築設計団SOU間
問い合わせ先 ▶ SOU間 前岡 （090-8066-5006）
ホームページ ▶ souma971.wixsite.com/1111

CPD認定プログラム（9～10月の広島県内実施分） 2020年8月17日現在
日  時 プログラム名 単  位 主　催 連絡先
9／26 令和2年度 広島県ヘリテージマネージャー養成講習会④ 6 広島県建築士会 082－244－6830
9／30 建設マネジメント力の向上～生産性向上を目指す～ 6 インターウェーブ 099－812－0677
10／  5 2020年度 土木・建築塗装技術・安全セミナー 4 日本塗装工業会  広島県支部 082－249－1044
10／14 電気技術者のための「電気関係法規」実務講習会 5 日本電気協会  中国支部 082－243－4237
10／15 監理技術者講習 6 広島県建築士会 082－244－6830
10／15 太陽電池発電設備メンテナンス技術講習会 5 日本電気協会  中国支部 082－243－4237
10／16 仮設安全監理者資格取得講習会 8 全国仮設安全事業協同組合 03－3639－0641
10／17 令和2年度 広島県ヘリテージマネージャー養成講習会⑤ 6 広島県建築士会 082－244－6830
10／21 既存住宅状況調査技術者講習（新規） 5 広島県建築士会 082－244－6830
10／23 既存住宅状況調査技術者講習（更新） 2 広島県建築士会 082－244－6830
10／23 足場からの墜落転落災害防止説明会 2 全国仮設安全事業協同組合 03－3639－0641
10／27 適合証明技術者業務講習 3 日本建築士事務所協会連合会 082－221－0600
10／30 系統現象・保護協調講習会 5 日本電気協会  中国支部 082－243－4237
10／31 令和2年度 広島県ヘリテージマネージャー養成講習会⑥ 6 広島県建築士会 082－244－683090×127mm

安全で安心な住まいづくりをサポートします。
◆
◆
◆
◆
◆

建築確認・検査
住宅性能評価
フラット35適合証明
長期優良住宅技術審査
低炭素建築物技術審査

◆
◆
◆
◆
◆
◆

住宅かし担保責任保険
省エネ関連業務
すまい給付金サポート
リフォーム評価ナビ
地域型住宅グリーン化事業申請窓口
ベターリビングリフォーム審査業務

指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関

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

本社

営業所

〒730-0013  広島市中区八丁堀15-10
TEL（082）228-2220  FAX（082）228-2231
〒720-0034  福山市若松町8-22
TEL（084）928-3979  FAX（084）928-3974

株式会社 広島建築住宅センター
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表紙写真について
宮領ワークセンター

●設 計 監 理／㈲アリクデザインスタジオ
●施 工／㈱カジカワ
●所 在 地／東広島市高屋町宮領
●用 途／児童福祉施設等（就労支援事業所、保育所）
●構 造 規 模／鉄骨造2階建
●敷 地 面 積／2,052.52㎡
●建 築 面 積／1,063.82㎡
●延 べ 床 面 積／1,737.12㎡
●竣 工 日／2019年9月

歴史ある社会福祉法人が、グループホーム、生活介護事業所に続
き、この度ぱん屋をメインとした就労支援事業所を整備しました。建
物内には企業主導型保育事業として、保育所も併設しており、法人に
勤務する職員の子どもと地域の子どもを受け入れています。建物は
東西に延びる道路に面し、傾斜地に沿った長細い形状になっていて
宮領新拠点の顔となっています。ファサードはALC、窯業サイディ
ング、木調ルーバーを使用し、変化ある外観とし、ぱん屋に来る客が
入りやすいようにガラス張りの明るい店内にしています。ぱん屋の
営業時間には、地域の方々がぱんの購入のほかに、飲食スペースやテ
ラスでお茶を飲んだりすることもできます。他にも、給食を作る厨
房、食堂があり、2階では施設利用者が落ち着いて食事がとれるよう
に、広いスペースにテーブルや椅子の配置にも工夫しました。この事
業所が障害者の支援だけでなく、地域にも貢献する大きな役割を担
うものと確信しています。

中国エリアをすっぽりカバーしています
広島本店：広島市中区国泰寺町 1-3-32 国泰寺ビル 1 階
TEL：082-545-5607　FAX：082-545-5608
広島北支店：広島市安佐南区西原 6-9-40-7　TEL：082-832-3310　FAX：082-875-4330

福山支店：福山市西深津町 1-10-1　TEL：084-973-9143　FAX：084-973-9146
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“ROOF TOP BAR”おりづるタワー屋上展望台
広島支部　山田　晃

75回目を迎えた8月6日、原爆ドームの向かいに建つ「おりづるタワー」の展望台を訪れました。
ここでは、9月26日までの期間、夜の時間限定で“ROOF TOP BAR”が開催されており、展望台に座って、
足を伸ばしてのんびりくつろぎながら、おいしいカクテルを楽しむことができます。

■“ROOF TOP BAR”おりづるタワー屋上展望台
このBARのおすすめカクテルをご紹介します。
1つ目は、「広島サンライズ」です。広島の大長みかん

100％のジュースを使ったテキーラベースのカクテルです。
2つ目は、「瀬戸内レモンはちみつカクテル」です。自

家製の瀬戸内レモンリキッドを使ったウォッカベース
のカクテルです。
どちらも、さわやかな瀬戸内の夏を楽しむことがで

きるメニューです。
その他にも、厳選された広島産の素材でつくるMade 

in 広島のクラフトジン“桜尾”の「桜尾リミテッドジン
トニック」や八朔シロップを使った「はっさくサワー」
もいただけます。
「おりづるタワー」は、平和公園に隣接した場所に建
つ1978年竣工のオフィスビルを、屋上展望台や1階の
物産飲食店を備えた複合商業施設に改修した建物です。

2016年に完成しました。
この屋上展望台には外壁がなく、ワ

イヤーメッシュとガラスの手すりしか
ありません。そのため、吹き抜ける風は
もちろん、まちの音や匂いも直に感じ
ながら、原爆ドームやピースセンター、
広島の街並みや海や山々の自然といっ
た“広島”そのものを体感することがで
きます。
BARがオープンする夏の午後7時

は、まだまだ明るい時間帯です。そこか
ら、徐々に日が落ちて、夜の広島へと移
り変わっていく時間を、美味しいカク
テルとともに、いろんな事を思いなが
ら、のんびりと過ごすことができます。

ピースセンターを訪れた際には、この場所にぜひ立
ち寄って、様々な側面を持つ“広島”を感じながら、豊
かな時間を過ごしてみてはいかがでしょうか。

“ROOF TOP BAR”おりづるタワー屋上展望台

場　　所／広島市中区大手町1-2-1
営業期間／ 9月26日（土）までの毎週木・金・土曜日
営業時間／ 19：00 ～ 23：00（ラストオーダー 22：00）
入 場 料／ 2、000円（入場料＋1、000円オーダー付）
　「広島サンライズ」1,000円
　「瀬戸内レモンはちみつカクテル」1,000円
　「フード／ドリンク」各種500円～

※コロナウイルスの影響により、2020年10月～ 2021年3月頃までは
土、日、祝日のみ営業予定
　詳細はHPにてご確認ください。（年末年始例外あり）
　〈展望台・物産館〉11：00 ～ 18：00（展望台への最終入場は17：00まで）
　〈カフェ〉11：00 ～ 17：00（L. O16：30）

広島サンライズ

瀬戸内レモン
はちみつカクテル

美味しいけんちく美味しいけんちく 1616
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■かき船の雰囲気を味わう－ かなわ
続いて、創業150年の歴史をもつかきの老舗「かき船
かなわ」です。かき船は、広島の牡蠣養殖業者がかきを
大阪まで運び、そこで直売をしていたことに由来しま
す。広島市だけでも、明治時代には77隻、昭和初期には
150隻あったそうです。
おすすめは、生牡蠣の「かき小町」「先端」です。「か
き小町」は県漁業協会と県水産海洋技術センターが共
同で開発した夏に産卵しない身入りのよい大粒な牡蠣。
「先端」は若くて身の締まった小ぶりな牡蠣です。
いずれもウイスキーを数滴たらしていただきます。
海水の塩味と身の甘みのコントラストがなんとも言え
ない大人の味です。
お店の方によると、「牡蠣は冬の食べ物」という通説
は、牡蠣は夏に産卵す
るため身が痩せて味が
落ちる事からきたそう
ですが、今や品種改良
や運送技術の発達によ
り一年中美味しくいた
だけます。

元安川の河川緑地で夏の牡蠣を楽しむ
 広島支部　神岡

元安川沿いにある、夏でも美味しく広島県産の牡蠣をいただける2件を紹介します。夏に牡蠣??と思う方も多
いと思いますが、近年、広島県では世界にも通用する広島牡蠣の開発・生産に取り組んでいます。

■本格イタリアンが楽しめる－ カフェ・ポンテ
広島市が推進す
る「水辺のオープン
カフェ」のひとつ、
開業して14年－中
島町エリアの観光
スポットとして人
気のお店。広島市は
河川緑地を貴重な観光資源として位置づけ、行政が所
有する河川区域エリアでの民間事業者による営業活動
を認めており、全国の先駆けとなっています。当初は仮
設テイクアウト方式で始まり、2008年8月にカフェと
してオープンしました。
牡蠣を使った看板メニューは焼き牡蠣のエスカルゴ風
です。大粒でスパイシー、
ビールによく合います。
7月にリニューアルオー
プンした広島市平和記念
公園レストハウスが正面
に見えるテラス席で御賞
味あれ!! かき小町と先端焼かきのエスカルゴ風

美味しいけんちく美味しいけんちく 1515

かき船かなわ―瀬戸

広島市中区大手町1丁目地先
TEL：082-241-7416

Caff ’e Ponte ITALIANO

広島市中区大手町1丁目9-21
TEL：050-5590-2554

カフェ・ポンテ

レストハウスを正面に望む店内

かき船かなわ


