
 

 

 

下記により平成１７年度通常総会を開催いたしますので、ご通知申し

上げます。ご多忙かと存じますが、時間お繰り合わせの上、どうぞご出席

下さいますよう宜しくお願いいたします。 

 

  記 

 

● 日 時 ： 平成１７年６月２４日（金） 

１４：３０ 開催 （ １４：００ より受付開始 ） 

 

● 場 所 ： 横浜情報文化センター 

（ 横浜市中区日本大通１１番地、℡045-664-3737 ）  

 

● 総 会 ： １４：３０ ～ １５：１０ （ 7 階大会議室にて ） 

              議   事   

○ 平成１６年度活動報告 

○ 平成１６年度収支決算報告  

○ 平成１７年度活動計画案 

○ 平成１７年度収支予算案 

 

● 講演会 ： １５：２０ ～ １６：５０ （ ６階情文ホールにて ） 

講演者 ： 春口 廣 氏 

（関東学院大学経済学部教授・ラグビー部監督） 

          テーマ ： 『雑草にも花は咲く』 

● 懇親会 ： １７：００ ～ １８：３０ （ 1 階 「ランチャンアベニュー」 にて ） 

            会 費 ２，０００円 （ 当日会場にて徴収いたします ） 
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神奈川県建築士会横浜支部 平成１７年度通常総会のお知らせ 



第 四 回 ハ イ キ ン グ 紀 行 

披露山公園そして名越切通 

大西 正行 

 今回は、二ヶ所の名跡を結び、そのうち一つはドライブがてらでもよい所を紹介し

ます。 

横須賀線逗子駅、京浜急行新逗子駅どちらからでも歩いて逗子海岸へ出る。１０分

とかからない。海岸へ出たら、鎌倉方面へと砂浜を歩き、砂浜の切れる手前で地下道

をくぐり海岸に沿った国道 134 号線をさらに西へ向かう。するとトイレ等の設備もある駐車場を過ぎ

たその先にある浪子不動の前に行き着く。 

眼の前には海面に浮かぶ不如帰の碑がある。浪子不動の境内の際より山を登り始め

る。コースは海を垣間見ながらの道となる。30 分もかからず頂上に着く。ここにも

海とは反対側からの駐車場がある。車の人はこの 2 つの駐車場のどちらかを利用する

といい。山頂は公園となっており、小動物園ともいえる。休憩所と展望台もある。見

晴らしはかなり良い。 

西方には江ノ島の向こうに富士山と丹沢、箱根の山々が連なって見える。南方は逗子

の海岸とその先にある太平洋が広がっている。ヨット、ウィンドサーフィンが波間に行き交うのが見え

る。 

 ここから足を伸ばして、

海とは反対側へ山を下り、

下のバス道路まで出たら、

左に曲がり亀ヶ岡のバス

停のあるファミリーマー

トの所を右に向かう。住宅

街を真っ直ぐに 15 分ほ

ど上り詰める。 

突き当りが、名越切通の入り口となる。ここからはま

た樹木の生い茂るハイキングコースとなっている。すぐ

に曼荼羅堂跡（現在修復中）の

際を通る。分かれ道では標識が

しっかりとしている。名越切通

への峠までは入り口より 30

分ほどで、峠より後は一気に下

りとなる。大町方面へと向かう。

視界が開けると横須賀線の線路が下に見える。そのまま崖沿いの人工の歩道を

行くと、住宅が立ち並び始め、線路沿いまで降りる。踏切を渡れば、右方向が

鎌倉駅へと続く。途中安国論寺、安養院、本覚寺・・・・へ寄ってもいいだろ

う。逗子駅から鎌倉駅まで休憩無しで３時間の所要時間となる。 

 

 

 

 



 

 

英国の景観の美しさは何といいましても、郊外の田園風景の中にあると言えます。 

ロンドンから 20 分も車を飛ばせば、柔らかい緑のアップダウンの続く芝生に赤茶色のポツリポツリ

と家屋が現れて、広いグリーンベルトの中に包まれているのを感じます。その場所が歴史的な場所であ

れば中心となる領主の館があり、建物とそれを囲む付近の佇まいは、静謐で荘重なものがあります。 

今回は領主の館＝マナーハウスの紹介ですが、最近では古い建物をリニューアルして洒落たホテルに

したり、パブリックの公開ガーデンにしたりするのがとてもはやっています。大体ホテルの形式をとっ

ているところは庭を楽しみながらのバンケットとしての機能もついていますので、企業のランチミーテ

ィングや結婚式が行われているのをよく見かけます。 

ガーデンウェディングでは庭のあちらこちらで色取り取りの帽子を被った女性やモーニング姿の男

性が談話をしている光景は、なんとも優雅なものです。 

写真はＣＡＰＥＬ ＭＡＮＯＲという場所で、オープ

ンガーデンとして 1 年を通して沢山のビジターが訪れ

るのですが、こちらはガーデンに関する学校も付設され

ており、庭の手入れや実習をしている生徒の姿が見られ

ます。 

400 年程前領主が広く集めた珍しい植物を、30 エー

カーの広さの庭をゆっくりと散策しながら、楽しむ事が

できます。日本庭園、中国庭園、スペイン風ガーデン、

ブルーガーデン等テーマ別に沢山の作り込んだスペー

スを楽しめるので、遠足に来ているような小さな子供達

も退屈する事はありません。 

ランチは勿論庭園の真ん中にあるロッジで季節の花を愛でながら、胃袋に堪える味付けのものを戴く

のも、まさに英国風です。春先の花木が溢れんばかりに咲く季節もよいのですが、霜が芝生にうっすら

とおり、落葉したあとの枝が哀愁たっぷりに感じられる初冬も、この国を一番感じられます。樹木は寿

命が長い分、昔その地で暮らしていた人を想像しますね。 

このマナーハウスの教室から見える風景も、多分大昔とさほど変わらず、高木だけが、ゆっくりと生

長を続けてきたのだと思います。 

            

  

 

 

□ 英国のお庭めぐり  第二回  マナーハウス Capel manor      



 

 

 

 

以前建築と環境を守ることは、相反する行為と考えられてきました。建築物を簡単に解体し新たに建

築する、このようなことの繰り返しで建築は環境に大きな負荷を与えて来ました。私たちは自然環境に

与える影響の少ない建築、また、人間自身も健康に暮らせる建築は何か？ 

これらを念頭に、学習し研究活動を行っております。 

 

昨年度は、環境負荷の少ないと言われている、木造の伝統構法の勉強会と

見学会を行いました。木造のすばらしさや、木造設計（構造の基礎）も知

ることができました。 

今年度も大変好評でしたので、引き続き第 2 回目を行う予定です。国産材

についても森林組合の講習会に参加し、 

その後よこはま住宅フェアに「県産材の利用促進」をテーマに出展いたし

ました。 

 

また、県産材の現状を知るために講師を招いてお話をうかがいました。

今年度は、県産材の生産現場の山や製材所、乾燥、原木市場などの見学

をする予定です。 

また、省エネ対策のひとつとして、断熱に注目し講習会を行い、換気の

講習会も行いました。 

今後の活動といたしましては、伝統構法の研究や省エネ、県産材の取り

扱いを考える、自然素材、シックハウスなど幅広く学習・研究していき

たいと考えております。 

 

このようなテーマをとりあげて欲しいなどご要望がございましたら、

下記までメールでご連絡ください。 

 

 

 

 

 

HP :  http://www.kanagawa-kentikusikai.com/iinkai/gijutsu/kankyou/ 

e-mail: kankyou@kanagawa-kentikusikai.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

●部会訪問   建築環境部会 第二回 建築と環境の調和をめざして  

 



スクランブル調査隊 

隊長 森山 恒夫 

 

「景観も文化も伝承がないと育たない」そんな思いで県内各地にある歴史的建造物に関心を持ち関わ

っています。 
各地の町並みをウォッチングし、発見した素適な建物には、本では学べない技法を目の当たりにし、

驚きや感動を味わっています。当時の職人の技って本当にすごいですね。 

スクランブル調査隊は現在40名程の隊員たちが、メーリングリストによって情報交換をしています。

各地で一般公開される重要建築物などの見学・研修。町並み・建物保存運動のシンポジュームへの参加

などで、忙しい日々を送っています。 

←左側の写真は、葉山・逗子・鎌倉・茅ヶ崎・国府津などをタウンウォッチングしたものです。 
→右側の写真は、各地で素適な建物を見学・研修したものです。 
藤沢市に残る J.Hモーガン自邸の保存への協力や、広島県ではあるのですが江戸時代の町並みがその
まま残る「鞆の浦」の建物保存にも、僅かですが協力しています。凄いことは、小さい町に江戸時代の

建物が未だ 108棟も残っているんですよ。皆さんにも一度訪れて頂きたい所です。 
これらのことで興味が有りましたら、ご一報ください。一緒に活動しましょう。 
 

 



 

 

｢第９回 デッサン会｣ 

年の瀬の１２月１８日（土）の午後２時より、｢かながわ労働プラザ｣にて、デッサン会を開催。裸婦デッサン

の２時間半は、あっという間に過ぎていきます。 

モデルの一ポーズは、１０分～３０分位ですが、皆、時間の配分にも慣れ、それぞれ個性あふれる作品が出来

ました。 

デッサン会終了後、忘年会に移りました。 会場は元町のレストラン｢ビスコンティ｣にて、美味しい

ワインとパスタとピザで夜の更けるまで、大いに盛り上がりました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

モデルを囲んで 

 

□ 絵画同好会だより 

絵画同好会よりスケッチ会の案内：同好会会員以外の参加者大歓迎 

「茅ヶ崎市美術館」と｢開高 健記念館｣・湘南海岸でスケッチ会 

  加山雄三通りを海に向かって歩き、少し小路に入ると緑に囲まれた茅ヶ崎市美術館が 

見えます。ひたすらに祈りの世界を描き続ける油彩画家の｢祈りの空間－岩本和子展｣で 

祈りの世界に導かれ、ラチエン通りをさらに海へ、静かな住宅街の中に佇んでいる建物 

1974 年から移り住み、1989 年亡くなる迄住んでいた邸宅、ここが｢開高 健記念館｣。 

ランチの後は、江ノ島や富士山を眺めながら、のんびりと湘南海岸でスケッチ。 

あなたも参加してみませんか。 参加希望者は下記へ連絡下さい。 

日  時：平成１７年６月４日（土）     集合時間：午前９時００分（横浜駅） 

参 加 費：各自負担-----交通費（ＪＲ ＋バス代）・観覧料 3００円)・食事代・他 

申 込 先：ＴＥＬ０４５－２１０－９１２３・ＦＡＸ０４５－２１０－９１２４(高橋宛) 

 



         

    

 

 

           

 

第１７回 ワイン同好会 

４月１日(金）１８：３０～２１；００ 

場 所 ：  『山手十番館』別館２F  

幹事 長井邦夫 

  桜の季節に合わせ、４月上旬に山手十番館にて開催しました。残念ながら、開花が大幅に遅れ、昨年の同時期のような

花見を兼ねた会にはなりませんでしたが、２７名の参加を得て、華やいだ会とすることができました。 

今回は川﨑駅西口に竣工した川﨑ミューザを設計担当された小林洋子氏の講演を冒頭に企画しました。音楽ホールの設計

に対する熱意も合わせて伝わり、一層充実した会となりました。ワインはリストのとおり、すべてフランス産で徹しました。

それには多少のわけが有りまして、会場には山手十番館専属のソムリエ氏が付いて頂ける光栄な反面、ワインを厳選せざる

を得ない無言の圧力があるのは確かです。 

さて、開催場所が第１種住専地区ですので、約束の２１時には名残惜しくも閉会し、二次会に行くなど、それぞれ三々五々

に帰途に着きました。 

次回は７月１日（金）を予定しております。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

初参加の感想                                     田川尚吾 

私は煙草を吸うので、風味豊かなワインを飲む資格がないと諦めていましたが、誘ってもらえました。長井さん、あ

りがとう。日頃は近所の西友で売っている、FORTANTという、フランスの千円ワインを愛飲しています。  40歳にな

りますが、最近、食べ物と飲み物のコンビネーションに感心することが多く、チーズやお肉をかじりながら赤ワインを

飲み始めると、カッパえびせんのように、「やめられない、とまらない」の世界に浸ってしまい、それらのおかげで幸せ

な夜を、時々過ごしています。 

４月１日のワイン会は、山手十番館で行われました。港の見える丘公園で道が分からなくなり、事務局に電話をした

り、久しぶりに交番に入ったりして、最終的には、士会の関係者っぽい人のストーカーになって、会場に無事到着。飲

み始める前に、川崎のコンサートホールの設計をされた方の、解説をお聞きしたあと、飲酒を開始。 

会場には、８種類のワインがあって、初めは炭酸入りの軽めのもの、次に普通の白。そして重たい赤。の順番で開い

ていきました。最終的には５種類くらいは飲めたかな・・・？「すしネタにも食べる順番があるのと似ているな」とか、

「赤い色っていうのはこってりした味と関係あるのかな」とか、後頭部の方で妄想していたら、正面にはＩマダムのお

顔。私はこのチャキチャキした方のファンである。 

「Ｉさんとワインは似合うとか、Ｏさんはビールとか、Ｍさんは日本酒だとか、日本酒は専務だよとか、あの人は顔

が焼酎だとか」だんだん訳の分からない会話になってきて、当テーブルではみんな、会話レベルの低さに嘆き、割り箸

を使ってしまう実情を諦めながら、次第に「飲む／食べる／話す」のバランスも、崩れ始めていきました。 

みんなが田崎真也みたいに、難しい顔して飲んでいるのかな？と想像していましたが、結局、ワイワイ型の 

明るい飲み会で、なかなか楽しい一夜でした。 

 

 

 

Wine list 
 

１．カフェ・ド・パリ（ロゼ） 

２．マーテル・ブリュット・ロゼ 

３．ヴーヴ・クリコ・ポンサルダン・ブリ

ュット（白）シャンパン 

４．ブルゴーニュ・オート・コート・ド・

ニュイ‘９８（白）（メオ・カミュゼ） 

５．レザルム・ド・ラグランジュ‘０１（白）

６．オスピス・ド・ボーヌ・キュヴェ・ブ

リュネ‘９７（赤）［１本］ 

７．マジ・シャンベルタン‘９７（ベルナ

ール・モーム）（赤）[１本] 

８．ＣＨ・ド・フューザル‘９７（赤） 

小林洋子氏 



テニス同好会だより 

定例会報告 

・平成１７年１月２２日(土) 練習  PM5:00～7:00                             

金沢産業振興センターＢコート参加 ４名 

例年、新年初テニスは雪が降って新年会のみになってしまいますが、今年は天候に恵まれました。 

でも参加者が少なく寂しい・・。練習の終わり頃２名掛けていただき、新年会では更に増えてホッとしま

した。 

会長から一言「今年も公式戦に出て頑張ろう！！」 

 

 

 

 

 

 

 

 

・平成１７年２月１２日(土) 練習PM3:00～5:00 

金沢産業振興センターＡ・Ｂコート参加９名     

２月といえども、暖かなテニス日和でした。   

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
・平成１７年３月１９日(土) 練習 PM3:00～5:00                             

金沢産業振興センターＡ・Ｂコート参加 ８名 

今日も暖かなテニス日和でした。このまま春になるのか

な？久々のメンバーも参加しての楽しいひとときでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

・平成１７年４月９日(土)     練習 PM5:00～7:00 

金沢産業振興センターＡ・Ｂコート参加１２名 

コート際は満開の桜！毎年花見の時期がずれてしまいますが今年はお花見を楽しみながらプレーが 

出来ました。     

 

        

  ・平成１７年４月２９日(金)祝日  練習 PM5:00～7:00 

金沢産業振興センターＡ・Ｂコート参加１０名 

大会間近、連休中でコートが２日間取れたため急遽練習！ 皆さん熱心でしょ？ 

 

 

 

 

  

  

・平成１７年４月３０日(土)   練習 PM5:00～7:00 

金沢産業振興センターＡ・Ｂコート参加７名  

今回で９０回目！当日忘れて練習に没頭 

参加者が少ないのは、昨日に引き続きなので仕方ないですね。 

２コート使い放題！ さすがに２次会は４名の出席。   

 １００回目は何か起こるでしょう。乞うご期待！ 

 

 

 

初参加のＫさん今日を 

機会に復活！ 

同好会員募集中！ 
テニスに関心のある方どなたでも参加可能です。詳しくはホームページをご覧下さい 

連絡先：玉野 045-894-8452 FAX893-6614 



活動報告 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

４月１０日（日）広報委員会では春の香りに誘われ、鎌倉取材を行 

いました。天候にも恵まれ、のんびりと一日散策を楽しみました。詳

細は、ホームページをご覧下さい。さて新しい年度が始まりました。

心機一転！新たに強力な助人、加藤雄治さんが加わり、総勢１３名で

この一年活動します。 

      

    

   

 

● 支部便りに広告を載せられますので、どうぞ積極的活用をお考え下さい。 

   ・  発行部数 約１，５００部  ・発行時期 年３回（６、１０、１２月の予定） 

・ 広告内容、方法：貴社のイベント情報などをＡ４版１枚（表裏利用可能）にて同封してください。 

・ ２枚以上の場合は、送料との関係がありますので事前に相談してください 

・ 広告料：（１回の発行に付き以下の金額となります） 

          横浜支部賛助会員：￥３０，０００（税込み） その他企業：￥５０，０００（税込み） 

・ その他：同封させていただく広告を期日までにお持ちください 

・ 掲載に関するお問い合わせ：広報委員会 大貫 

（連絡先 石田建築事務所 ＴＥＬ/045-641-7052 ＦＡＸ/045-641-7053） 

● 投稿・情報求む！ 

・ 趣味・興味のあるもの、掲載したいと思う記事の原稿を発行一ヶ月前までに送っていただけれ 

ば掲載出来ますので、下記までご連絡ください。 

  連絡先：事務局もしくは ohnuki@dream.big.or.jp 広報委員会 大貫まで 

編集後記 

〈 10 〉

●山中湖テニス合宿 

５月１４・１５日恒例の合宿を山中湖（三盛荘）にて

行いました。日帰り含む１３名参加、広報の大西さんは

ハイキングを兼ねて参加していただきました。 

５月２１日（土）のテニス大会の直前ということもあ

り、熱の入った練習になりました。詳しくはＨＰにアッ

プします。 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

●東京ガス（株）中原ビルの見学会  

３月１５日に「新時代のビルリニューアル実例見学会」と題

して東京ガス（株）中原ビルの見学会を開催しました。 

築３０数年を迎え、建築的・設備的・省エネルギー的に現存

のビルとして性能の劣るものになってしまったビルを改修し、

従前の機能を取り戻すだけでなく、さらに今後数十年にわたり

優れた建物であり続けるべく、省エネルギー改修を行ったのが東

京ガス中原ビルです。 

コージェネレーションや高効率照明をはじめ当時最新の在野の

技術を用いて設備的な強化をはかったほかに、断熱の強化など

建築的な要素も取り込んだ建物です。 

当日は会員１０名の方が参加され、東京ガスの甘利さんの説明

で館内を見学した後、省エネルギーについて活発な議論が展開さ

れ、盛況のうちに終えることができました。 

 

 

 

大清水の水芭蕉 

沼田のリンゴの花 

季節の便り 

浄妙寺の山門をバックに 源氏山の桜の下で 

 

● 横浜支部ホームページがリニ

ュアルされ 

６ヶ月が過ぎ、記事もふえています。 

今すぐ、アクセスを！！ 

http://www.kanagawa-kentikusikai.com/sibu/yokohama/ 


