
竹中大工道具館 開館３５周年記念巡回展

「 木 組 分解してみました 」 広島展 竹中工務店 寺谷 啓史
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竹中大工道具館は、消えてゆく大工道具を民族遺産とし
て収集・保存し、さらに研究・展示を通じて後世に伝え
ていくことを目的に、1984年、神戸市に設立された日本
で唯一の大工道具の博物館です。
昨年より、こちらの開館35周年を記念した全国の巡回展
が企画され、7/18 ～ 9/6 広島市千田町にあるイベントス
ペース『ＣＬｉＰ　ＨＩＲＯＳＨＩＭＡ』にて広島展が
開催されました。
でき上がった作品の表面からでは見えづらい、世界に誇
る職人の木組の技術や美意識を、色々な木組を分解し明
らかにする一方で、職人の手仕事ならではの精神、美意
識と心遣い、そして無垢の木ならではの柔らかな風合い
と繊細さ、それら木組の魅力が十二分に伝わる展覧会と
なりました。
一連の木組作品に加え、巡回展ならではの錦帯橋の模型
や講演会・実演会等  関連イベントも行われ、広島展独
自の企画を明るい開放的な展示スペースに相まって、来
場された多くの方々にご好評を得ていました。
ウェブではまだ閲覧可能ですので興味のある方はご覧く
ださい。https://www.dougukan.jp/kigumi/index.html
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第6回江田島デッサン会のお知らせ
主催：協同組合　建築設計団SOU間

今年で6年目となりました。コンセプトは、“島
で本物”。皆さんのご要望により、講評はしてお
りません。お気軽に参加していただけるとおも
います。
ちょっと違う空間を体験するのも、よろしいか

とおもいます。
当方の業務負担軽減のため、事前の予約等は不

要です。ただし、画板・イーゼルの数に限りがある
ため、ご希望の方のみ事前連絡をいただいてます。

■日　　時：11月29日（日）12：30 ～
■場　　所：江田島コミュニティーセンター
　　　　　　江田島市江田島町小用2丁目17-1
　　　　　　江田島小用港より徒歩3分
■講　　師：未定
■参加募集：初心者歓迎。絵こころ不要
■参 加 費：1,500円／人
■画　　題：デッサン（人体）
■持 ち 物：筆記用具、画板、用紙

問い合わせ先 協同組合 建築設計団SOU間
 （広島支部）前岡 TEL 090-8066-5006

CPD認定プログラム（10～11月の広島県内実施分） 2020年9月11日現在

日  時 プログラム名 単  位 主　催 連絡先

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

10／22 開設者・管理建築士のための建築士事務所の管理研修会 5 日本建築士事務所協会連合会 082－221－0600

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

10／28 一級／二級／木造建築士定期講習（6D－02） 6 広島県建築士会 082－244－6830

10／29 事例でわかる！工事成績アップの最新技術とその活用2020 6 インターウェーブ 099－812－0677

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 082－244－6830

11／11 電気設備保全管理講習会 5 日本電気協会 中国支部 082－243－4237

11／13 自家用電気工作物保安管理規程講習会 4 日本電気協会 中国支部 082－243－4237

11／18 監理技術者講習 6 広島県建築士会 082－244－6830

11／18 構造設計一級建築士定期講習（FC） 6 建築技術教育普及センター 03－6261－3310

11／19 開設者・管理建築士のための建築士事務所の管理研修会 5 日本建築士事務所協会連合会 082－221－0600

11／19 設備設計一級建築士定期講習（FC） 6 建築技術教育普及センター 03－6261－3310

11／20 電気設備におけるノイズトラブルの実態とその対策手法 3 一般社団法人電気設備学会 03－6206－2730

11／21 令和2年度 広島県ヘリテージマネージャー養成講習会⑦ 6 広島県建築士会 082－244－6830

11／22 高圧ケーブル工事技能認定講習会（1日目） 4 日本電気協会 中国支部 082－243－4237

11／23 高圧ケーブル工事技能認定講習会（2日目） 4 日本電気協会 中国支部 082－243－4237

ぷろじぇくと
PROJECT NEWS

ニュース
第7回「体験学習会」 
備後藺草（いぐさ）でのお正月飾り
～絶滅危惧の備後藺草を使ってオリジナルお正月飾りをつくろう～

福山支部
日本建築には欠かせない和室の坐表として使われてきた

いぐさですが、時代とともに新しい材料に移行したり、生活
スタイルの洋風化により和室自体が絶滅の危機にあります。
一方で、昨今の自然志向により建物材料なども、背ながら

の素材が注目されるようになってきました。今回は、仕表の
材料として　使用されるものをリュースして、新たなものに
生まれ変わらせてみましょう。

■日　時： 12月6日（日）13：30 ～ 16：00（受付13：15 ～）
 　13：30 レクチャー  備後いぐさについて
 　13：50 いぐさでお正月飾り作成
 　16：00 閉会
■場　所： 西部市民センター  福山市松永町3-1-29（駐車場有）
■講　師： 牧平真由美先生
■参加費： 500円／人（材料代として）※当日受付にて徴収します
■募集数： 15名
■申込先： 広島県建築士会福山支部事務局
　　　　　TEL 084-923-4820  FAX 084-923-6639

申込み締め切りは、11月20日（金）です
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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

表紙写真について
広島アンデルセン
●設 計 監 理／設計監修：木村素直
● 設計・監理：大成建設株式会社一級建築士事務所
●施 工／大成建設株式会社中国支店
●所 在 地／広島県広島市中区本通7-1
●用 途／物販店舗、飲食店、集会場、工場
●構 造 規 模／鉄筋コンクリート造、地上5階
●敷 地 面 積／1,528.73㎡
●建 築 面 積／919.04㎡
●延べ床面積／3,424.78㎡
●竣 工 日／2020年7月27日

パンのある豊かな暮らしを提案するベーカリーとして、1967年
に広島本通に誕生した広島アンデルセン。今回全面建て替えを経て、
4年半ぶりに改めて本通の地に帰ってきました。
建て替えにあたっては、1925年に銀行として建てられ、被爆にも
耐えた歴史ある旧建物のおもかげを大切にしながら、同社がお手本
とする国デンマークのモダンな要素を加えたデザインに。被爆当時
のまま残っていた旧建物の外壁の一部を切り出して建物東側2階部
分に保存するとともに、建物北側（本通正面）には1925年竣工時に
あった列柱を復元しています。また、店内には1967年のオープン時
から使い続けているデンマーク製の照明をはじめ、旧店舗で使用
していた内装や家具を要所に生かしています。
新店舗のコンセプトは、「Shun Andersen ! 土から、今日も、
実る。」。1967年のオープンから育て実らせてきたパンを中心とした
食文化、創業の地広島で永い時を経た歴史的建物、地元の皆様との
思い出の数々など、これまで大切にしてきたことを引き継ぎ、「広島
にアンデルセンがあってよかった」と思っていただける、身近なベー
カリーを目指します。

建物東側

1階 ベーカリーマーケット

 （撮影：建築写  中村 啓太郎）

5階 スカンジナビアホール2階 アンデルセンキッチン
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過去のコンペ完成作品（2013～2018）

コンペの概要は「チャレンジコンペ」で検索 検索チャレンジコンペ

瀬戸内海国立公園高見山公園内トイレ
安田女子大学（広島県）

H31（2019）年3月完成

2018

御幸松広場トイレ
広島工業大学（広島県）

H29（2017）年3月完成

2015

福山東警察署野上交番
広島工業大学（広島県）

H28（2016）年3月完成

2014

三倉岳県立自然公園内トイレ2棟
滋賀県立大学（滋賀県）

H31（2019）年2月完成

R2（2020）年2月完成

2017

県立広島工業高等学校野球部・弓道部部室
広島工業大学（広島県）

H30（2018）年3月完成

2016

道の駅（ふぉレスト君田）駐車場トイレ
穴吹デザイン専門学校（広島県）

H27（2015）年3月完成

2013

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

4

学生の提案が実現

ひろしま建築学生チャレンジコンペ2019
対象建物：縮景園内事務所棟東トイレ

■

■

■

■

■

■

広島県土木建築局営繕課
～ひろしま建築学生チャレンジコンペ2019縮景園内事務所棟東トイレ～　Vol. 1

建築学生が考えた設計案を実現させる「ひろしま建築学生チャレンジコンペ」は、魅力ある建築物の創造を目
指す取り組みの一つとして、平成 25 年から毎年開催し、学生たちの熱い挑戦の場となっています。
昨年のコンペは縮景園内事務所棟東トイレを対象に実施し、「木陰葺きの東屋」を提案した京都工芸繊維大学
が最優秀賞作品賞を受賞しました。その工事がいよいよ始まります。学生、担当の先生、施工者の株式会社伏光
組さんのご協力をいただきながら、来年 3月の完成に向け、現在着工準備中です。
今年度のコンペは、新型コロナウィルスの影響により、開催を見送ることとなりましたが、このトイレの完成
見学会は、感染拡大に配慮しながら来年 3月に開催予定です。完成をご期待ください。

昨年11月の大学での設計監修の打ち合わせの様子
（後方左から先生、学生2名、手前は実施設計者のMASAAのお2人）

コンペポスター 設計パース

縮景園の南東のトイレ縮景園縮景園

広島女学院
中学高等学校
広島女学院
中学高等学校

広島駅広島駅

応募作品数
参 加 者 数
審 査 委 員
最優秀作品賞
実 施 設 計
施 工

63作品

141名

手塚貴晴、手塚由比、春日琢磨  他

京都工芸繊維大学（京都府）

MASAA

株式会社 伏光組

★★


