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【 ⼥性委員会 設⽴ 30周年記事業  スペシャルトーク 】     
 
3 名の大先輩から、体験談や当時の思い出など 
大変貴重なお話を聞かせていただきました。 
 
矢尾さん：設⽴当初、思い出、最近の過ごし方（趣味） 
などを聞かせてもらえますか？ 
 
真舘さん（初代委員⻑） 
●設⽴当初 

当初、全国的に⼥性建築⼠が活躍していましたが、横の繋がりがありませんでした。そこで、東京建築士会の方が全
国に声をかけ、問題提起する会を開催されました。そこに石川県建築士会から参加し、全国で⼥性建築⼠が活躍して
いる姿に刺激を受けました。石川に戻って建築士会会⻑に話し、みんなで声を掛け合ってがんばろうという主旨で建築士
会の中に⼥性部会を作ることになりました。男⼥雇⽤機会均等法前でしたが、男性の会員の方々も協⼒的でした。私
たちが声を上げることで、建築の現場でも活躍している⼥性がいるということを認めていただけたのではないかと自負してい
ます。当時、珍しかったのでテレビや新聞に出るきっかけになり、ちょっとしたことが波のように広がるということを実感しました。 

 
●思い出 

最初、市役所で臨時職員をしていました。正規職員になる対象から外れたこともありましたが、当時の上司が根気強
く人事課と交渉しまして、採用に至った経緯があります。一人一人の出会いを大事にすることで、あとで皆さんに支えられ
ることが多かったと思いました。また、諦めずに頑張ればおのずといい結果がでると思いました。 

技師となった後も、設計はしても、現場に出ることができませんでした。現場を知らないので、次の設計に生かせないこ
とが悔しくて、現場に出ることを根気強く説得しました。それが実現し、初めて現場に出たときは、⼥性が現場に⾏くことが
珍しい時代でしたので、打ち合わせに⾏くと、現場事務所に業者がたくさん来て、窓からのぞいていました。 

 
●最近の過ごし方 
⾦沢市役所勤務時代、茶道部に入ったことがきっかけで、今も茶道を続けています。茶道を学ぶことで、人脈も広がり、

普通の職員では経験できないことが経験できたと思います。また、現在津幡に住んでいますが、地元で婦⼈会⻑を 5 年
勤めさせていただきました。そのうち、津幡での人脈ができ、津幡町の庁舎新築の計画のアドバイスもするようになりました。
今は毎日スケジュールがいっぱいです。 

 
矢尾さん ： 東京で⼥性建築⼠が活躍している姿に感動し、石川県に戻って声を上げたことがこの⼥性委員会の 

始まりなのですね。  
 
山田さん（2代⽬委員⻑） 
●思い出 
設⽴当初のことは先ほどお話していましたので、その後のことを話そうと思います。当時、⾦沢市の⺠⽣課の職員と作

業療法⼠と建築士の 3 名で住宅改修の助成⾦を出すための判定をするという仕事がありました。その仕事を建築士会
⼥性部会と作業療法⼠会が主体となって引き受けていました。この 3 名でいろんなお宅に伺い、3 名がハンコを押すと助
成⾦がもらえるというシステムでした。日曜日ごとにまわり、100 件ほど⾒て回りました。 
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●最近の過ごし方 
H9 年 1 月 1 日に谷本知事がバリアフリー元年にするとおっしゃいまして、バリアフリー社会の推進の条例ができ、県の

建物を順番にバリアフリー化していきました。 
H12 年頃、「バリアフリー総合研究所」を⽴ち上げ、補助⾦中⼼の組織として運営しています。例えば、バリアフリーの

街づくりの予算をいただき、石川県 5 か所で街づくりを⾏いました。また、バリアフリー社会の推進に関する条例に基づいた
施策をまとめています。現在は、住宅困窮者が貸家を貸してもらえない現状をふまえ、住宅困窮者を支援する法人に指
定していただくため、月曜日に書類を提出します。また、放課後デイサービスとして、障害のある子供達を預かることもして
いますし、一般の障害者の就労支援もしています。障害のある方々と接しているうちに何が問題で、街づくりを⾏う上で
何をしなければいけないかが少しずつわかってきます。 

こうして土日も休まず仕事をしていますので、趣味を持つ時間がありません。今も仕事で追われるような毎日を過ごして
います。 

 
矢尾さん：今日のトークショーの前に 3 名の先輩方に簡単なアンケートをお願いしました。その中で設⽴当初の年代を
お伺いしましたが、3 名とも 30 代後半から 40 代でした。この年齢に皆さんで⼒を合わせて⼥性委員会の基礎を築いて
きたことが素晴らしいと思いますし、そこからひとつひとつ積み重ねて 30周年を迎えることができ、その間もずっと走り続けて
いることもすごいことだと思いました。 
 
田尻さん（3代⽬委員⻑） 
●設⽴当初 
⼥性委員会設⽴前、私と真舘さんとで熊本の全国大会に参加しました。その時の分科会のテーマのひとつが「⼥性建

築士は今」というタイトルでした。発表をきいて、石川県でも⼥性委員会を設⽴したいと思いました。最初は数人で集まっ
てどうやって作るかという話を積み重ねていました。また、愛知県建築士会の会⻑になられた水野さんが、石川建築士会
会⻑にも⼥性委員会の設⽴の話をしていただき、後押しをしてくださいました。そうやって 62 年 7 月に発会式を迎えまし
た。⼥性委員会が設⽴できたのは皆さんのおかげたと思います。手探りの状態で仲良く活動してきましたが、資料を作る
にしてもお⾦もないので、花便りの表紙も筆で書き、イラストは会員の中川さんに書いてもらい、手作りでお⾦をかけずに
資料作りをしていました。今回 30周年を迎えられてうれしく思います。 

 
●思い出 

七尾市役所に入るとき、事務職として採用されました。建築の勉強をしてきたつもりでしたので、技術の仕事をさせてほ
しいと主張しました。当時の課⻑に 3 か月待つようにいわれ、7 月に異動できるように話をしていただきました。そして 7 月
から営繕の仕事をすることになりましたが、しっかり仕事をしないといけないという心持で、2 級建築士の試験と 1 級建築
士の試験に挑戦し、建築主事の試験も受け、無事に受かりました。資格は身を助けるものなので、その時勉強して良か
ったと思います。 

その後、都市計画の仕事をしていた時、忙しさから体に不安を感じました。 同じ時期に県外で⾏われていた⼥性委
員会の会議に出席したり、土日も再開発の打ち合わせに出席したりと体を酷使した結果かと思います。 
仕事は一生懸命しなければいけないですが、自分の体を壊さないようにしていただきたいと思います。 
 
●最近の過ごし方 

今現在は体を大事に楽しんで生活していきたいと思います。 
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⽮尾さん：全国⼤会でグランプリをとった話をお聞かせ願えますか？ 
 
⽥尻さん 
私が委員⻑を引き継いだ時、同時に真舘さんと⼭⽥さんからバリアフリーの相談業務も引き継ぎました。当時⽯川県

にはバリアフリー条例がありませんでした。 
平成8年、⽯川県⼥性委員会から「バリアフリータウン⽯川実現に向けて」の提案書を提出しました。27件の応募が

あり、熊本、宮城、⽯川の 3件がまちづくり⼤賞に選ばれました。 
その後、全国⼤会で 3 県が 15 分間のプレゼンをし、グランプリを選ぶための審査を受けました。中間審査の時は、熊

本県が優勢でした。その時点で⽯川県の発表内容の関⼼度は低く、質問も少なかったのです。ここで負けて帰るわけに
はいかず、その後の 3 分間の追加発表で、⾼齢化時代になっているにも関わらず、バリアフリーに対する関⼼の低さは情
けないと発表しました。⼥性委員会が先駆けてやっていますが、⼥性委員会だけでは⼿に負えないので皆さんも明⽇から
社会貢献ができる建築⼠になってほしい。本来の建築⼠としての役割を果たしてほしいとお願いしました。その後の最終
審査で⽯川県がグランプリに選ばれました。 
⽯川県知事にこの結果を報告し、バリアフリーの実現に向けて提⾔しました。知事は、「住まいを作るときにバリアフリー

化していないのか」と聞かれましたので、「建築当初は考えていませんが、年齢を重ね、介護が必要になった時に考えるこ
とが多く、その時に改修できるシステムを作る必要があります。」と話したところ、次の年の平成 9 年に予算化され、⽯川
県のバリアフリー元年にすると⼒を⼊れてくださいました。 
条例もないので、条例策定委員になるように⾔われ、条例づくりにも参加しました。まちづくりのタウンチェックをし、道路の
段差や公共のトイレの確認をし、分譲住宅団地も⾒て回りました。 
 

 

↑⾕本知事にこれまでの活動と提⾔主旨を説明。今後の県の施策に反映するよう要望。H7,12,18 
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⽮尾さん：今は先輩⽅の頃より周りの環境が整ってきていまして、⾏政でも現場のトイレは快適トイレとして男⼥わける
取り組みもしています。当初は苦労されたことが多かったと思いますが、どういうことを⼼がけていたか教えていただければと
思います、 
 
真舘さん：現場に出るときは化粧をせず、パーマもかけず、⼥性らしさを出さないようにしていました。議会前には⼟⽇出
勤や残業は男性と⼀緒にしましたし、できないということ⾔わないようにしていました。姑がいましたので、家のこと⼦供のこ
とは任せていました。 
 
⼭⽥さん：私は⼊ってすぐに現場に出ました。最初の現場が平和町の県営住宅で、棟と棟の間の⾜場を渡りました。男
性⼥性と意識したことがなかったのですが、建築⼠である⼥性と思っていますので、⼥性建築⼠としてのしばりはありません。
現場でひどいことを⾔われたり、困難はありましたが、あまり気にしていませんでした。JIA の先⽣⽅と話すとバリアフリーは
敵だと⾔われ、怒られましたが、それでも⼤切なことだと伝えていました。 
 
⽥尻さん：採⽤された時から苦難がありましたが、⾃分が不利だと思った時には発⾔するようにしていました。周りが良く
なり、仕事がスムーズになるという⾔えば 100％通ると思います。相⼿を傷つけず、反対している⼈も協⼒者にするように
話をすれば早く仕事が進むことになります。⾃分がしたくなくても、相⼿の希望を 100％聞けば、必ず協⼒体制が確⽴し
ていき、⾃分のやりたい仕事につながると思います。やりたいことをやれる環境は⾃分で作るしかないですが、嫌われないよ
うにして仕事を進めてほしいと思います。 
 
⽮尾さん：諸先輩⽅は、建築⼠である⼥性、社会⽣活⼈のロールモデルとなっていますし、建築業界のある部分を作り
上げてきた⽅々だと思います。私たちがこれからどのように道を進んでいけばよいかとても参考になりました。最後に私たち
に⼀⾔アドバイスをお願いします。 

 
真舘さん：与えられたポジションで、全⼒で答える誠意を持つこと！ 
⼭⽥さん：時代の先を⾒る感性を⾝につけ、トータルに物事を⾒て決めていく！ 
⽥尻さん：仕事、家庭、⾃分の体を⼤事にいたわって、笑顔で楽しくできる雰囲気づくりをしていってほしい！ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⼤先輩ゲストの 3名様から、多くのあたたかいエールを頂けたことに⼼から感謝致します。 
会員のみなさんの更なる活躍の糧になることと思います。 
本当にありがとうございました。 
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【 ⼥性委員会 30年のあゆみ 】 
 
 
【設⽴から平成 7年度】 
S63    「やさしいまちづくり」をテーマに⼥性部会を発⾜ 
H2     ⼥性セミナーの講師、住宅相談員等の依頼を受ける 
H3     勉強会、親睦会を通じて会員の増強を図る 
       お茶会、⾒学会を中⼼に会員相互の連帯を⾼める 
H4     バリアフリー勉強会の実施（月 2 回） 
       ⾦沢市より、バリアフリー増改築出張相談業務の依頼を受ける 
H5     バリアフリー施⼯者講習会開催や、異業種専⾨家との情報交換等、啓蒙活動を⾏う 
H6     “バリアフリータウンチェック”活動を通し 「やさしいまちづくり」 の提案を推進する 
H7     ⼥性建築⼠フォーラム開催 
       ⽯川県知事への提⾔・・・・・活動の成果を⾏政に活かせるよう、施策の提案 
 
【平成 8 年度】 
H8  石川県バリアフリー推進整備検討委員に選出され「やさしいまちづくり」を提唱 

建築⼠会の全国⼤会で⽯川県⼥性委員会として「バリアフリータウン石川実現に向けて」を発表し、 
  まちづくり大賞のグランプリを受賞 
 
【平成 9 年度】 
H9.5  ⼥性委員会総会（のと楽、コスモアイル⽻咋） 
H9.6  全国⼥性建築⼠連絡協議会（岡⼭県） 
H9.7  ⼥性委員会設⽴ 1 0 周年記念懇親会（六華苑） 
H9.7  東海北陸ブロック会前期富山大会 
H9.1 0  建築⼠会全国⼤会（⻑崎県） 
H 9.11  お茶室研修会（小松市芦城公園茶室「仙叟屋敷ならびに玄庵」 
H10.3   東海北陸ブロック会後期愛知⼤ 
 
【平成 10 年度】 
H10.5  ⼥性委員会総会（⾦沢湖南苑）  
H10.6  東海北陸ブロック会前期福井⼤会  
H10.7  全国⼥性建築⼠連絡協議会（東京都）  
H10.10  お茶室研修会（⻄⽥家庭園「⽟泉園」）  
H10.11  建築士会全国⼤会（奈良県）  
H10.11  能登地区事業「輪島の漆の研修と建築⾒学会」  
H11.1  「第 8 回まちづくり会議全国大会」における「全国屋台村 in OKAYAMA 」において、 田尻純江さんが参加。  
H11.2  色彩勉強会（講師：カラーコンサルタント ヨシタミチコ先生 場所：会館かなざわ） 
H11.3  東海北陸ブロック会後期三重⼤会  
 
 

【平成 11 年度】 
H11.6   ⼥性委員会総会＋加賀地区地区事業（橋⽴「北前船の⾥」まちなみ⾒学） 
H11.7  東海北陸ブロック会前期静岡大会 
H11.7  全国⼥性建築⼠連絡協議会（宮城県） 
H11.10  建築⼠会全国⼤会（⻑野県） 
H11.11  能登地区事業 照明セミナー＋公⽴能登総合病院⾒学 
H11.12  お茶室研修会＋⾦沢地区事業（⻑町研修塾「匠⼼庵」） 
H12.3  東海北陸ブロック会後期石川大会 
 
【平成 12年度】 
H12.6  ⼥性委員会総会＋⾦沢地区事業（鶴来町レッツホール もく遊りん・⾓永商店社⻑宅⾒学） 
H12.6  東海北睦プロック会前期岐⾩⼤会 
H12.7  全国⼥性建築⼟連絡協議会（東京都） 
H12.10  建築士会全国大会（鳥取県） 
H 12.11  お茶室研修会（時⾬亭） 
H 13.3  東海北陸ブブロック会後期富山大会 
 
【平成 13年度】 
H13.5   ⼥性委員会総会（七尾市中⼼市街地活性化事業の⾒学・研修会） 
H13.6   東海北陸ブロック会前期愛知大会 
H13.7   全国⼥性建築⼠連絡協議会（熊本県） 
H13.10  建築士会全国大会（宮城県） 
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H13.11  ⽯川県建築⼠会創⽴ 5 0 周年式典・祝賀会（⽯川県⽂教会館「安藤 忠雄氏 記念講演会」他） 
H14.2  お茶室研修会（⿊⾨前緑地休憩旧高峰家・旧検事正官舎） 
H14.3  東海北陸ブブロック会後期福井大会 
H14.3   カラー研修会（会館かなざわ） 
 
【平成 14年度】〜環境研究会が外に⾶び出して、⾊々体験しました〜 
H14.4  第 1 回環境研究会（炭焼き体験 神田木材炭焼き小屋） 
H14.6  第 2 回環境研究会(小舞組み体験 土清水小舞組工事現場） 
H14.6  ⼥性委員会総会＋⾦沢地区事業（⻄⽥幾多郎記念哲学館） 
H14.6  東海北陸ブロック会前期三重大会 
H14.7  全国⼥性建築⼠連絡協議会（東京都） 
H14.7  第 3回環境研究会（全国各⼥性委員会環境関連活動紹介 E S S E テクノカレッジ⾦沢） 
H14.8  第 4回環境研究会（⺠家再⽣の実例紹介 E S S E テクノカレッジ⾦沢） 
H14.9  第 5回環境研究会（⺠家再⽣⾒学会小松市 増本邸） 
H14.10 「おかしなお菓子な家づくりコンテスト」事業（津幡中央公⺠館） 
H14.10  建築士会全国大会（三重県） 
H14.10  第 6 回環境研究会（自然素材「ケイソウ土」について E S S E テクノカレッジ⾦沢） 
H14.11  第 7 回環境研究会＋加賀能登合同地区事業 

「珠洲ケイソウ土及び輪島『わいち通り』町並み⾒学、 
珠洲丸和⼯業⾒学（ケイソウ⼟使⽤の建材製造販売）、輪島ふらっと訪夢」 

H 15.1  第 8 回環境研究会（ヒーリングサウナ施設体験祥楽の湯） 
H 15.2  第 9 回環境研 究会（畳のはなしと町屋⾒学 ⽴野畳店） 
H 15.3  東海北陸ブロック会後期静岡大会 
H 15.3  お茶会研修会（耕雲庵 旧中村邸） 
 
 
【平成 15年度】 
H15.4  浅の川園遊会・子供のためのイベント「木と和紙のうちわづくり」（浅の川園遊会） 
H15.5  ⼥性委員会総会＋加賀地区事業( 小松芸術劇揚「うらら」建設現場⾒学、宮本三郎美術館⾒学） 
H15.6  東海北陸ブロック会前期⽯川⼤会（⽯川県 県⽴音楽堂） 
H15.7  全国⼥性建築士連絡協議会（兵庫県） 
H15.9  環境研究会『廃蛍光灯リサイクル⼯場と⼯房⾒学』（（株）サワヤ） 
H15.10 「おかしなお菓子な家づくりコンテスト」事業（津幡中央公⺠館） 
H15.10  建築士会全国大会（宮崎県） 
H16.2  東海北陸ブロック会後期岐阜大会 

ブロック事業発表担当・・・『じわもんめぐり』ワークジョップ〜平成 14年度の環境研究会での成果を発表しました〜 
H16.3   お茶室研修会（松声庵）
 
 
【平成 16年度】 
H16.4    浅の川園遊会・子供のためのイベント「木と和紙のうちわづくり」（浅の川園遊会） 
H16.5    ⼥性委員会総会＋⾦沢地区事業（「尾張町界隈をあるく」⾦沢蓄⾳器館・泉鏡花記念館） 
H16.7    東海北陸ブロック会前期東京大会 
H16.7    全国⼥性建築⼠連絡協議会（東京都） 
H16.10  「おかしなお菓⼦な家づくりコンテスト」事業（津幡中央公⺠館） 
H16.10   建築士会全国大会（和歌山県） 
H16.11   環境研究会『クリスマスをテーマとしたテープルコーディネート』 講師：原ゆきこさん(太陽が丘インフォメーションセンター) 

『北陸⼤学薬学部アネックスファームの⾒学』 
H 17.1   環境研究会『⾃分の体でバリアフリー体験』（⾦沢福祉情報プラザ ルキーナ） 
H17.2    東海北陸ブロック会後期愛知大会 
H17.2    環境研究会『太陽光発電の考え方やしくみ』（りでこれ屋） 
H17.3   お茶室研修会（卯⾠⼭⼯芸⼯房 残月亭） 
 
【平成 17年度】 
H17.4  浅の川園遊会・子供のためのイベント「木と和紙のうちわづくり」（浅の川園遊会） 
H17.6  ⼥性委員会総会＋能登地区事業 

（能登島ガラス工房・能登カフェ⾒学、案山子窯ろくろ体験） 
H17.6  建築士会全国大会（愛知県） 
H17.8  総合学習会『湿式内装仕上材   庵稲（イオリーナについて）』(りでこれ屋） 
H17.8  東海北陸ブロック会前期福井大会 
H17.9  総合学習会『⼾室リサイクルプラザ⾒学とエコライフ⼯房での体験』（⼾室リサイクルプラザ） 
H17.10 総合学習会（特別企画）セミナー＆⾒学ツアー 
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『新潟県松代町 古⺠家再⽣ カール・ベンクス氏を訪ねて』 
H17.11  お茶室研修会（2 1 世紀美術館 松涛庵） 
H17.12  全国⼥性建築⼠連絡協議会 （香川県） 
H18.3  東海北陸ブロック会後期石川大会（石川県 ⾦沢市観光会館・2 1 世紀美術館） 

東海北陸ブロック ワークシジョップ成果物展開催 トレーニング・アート『2 1 世紀⾦沢の・・．』 
 

【平成 18年度】 
H18.4   浅の川園遊会・子供のためのイベント「木と和紙のうちわづくり」（浅の川園遊会） 
H18.6   ⼥性委員会総会(ぶどうの木、津幡町文化会館シグナス） 
H18.6   東海北陸ブロック会前期静岡大会 
H18.7   全国⼥性建築⼠連絡協議会（東京都） 
H18.9   『珠洲ユニバーサル音楽祭』ボランティア参加と『ラポルトすず』施設⾒学会 
H18.10  ⾦沢⽀部 50 周年記念講演会＆記念式典（ホテル日航⾦沢） 

記念講演：⾦沢市アートホール  講師：五木寛之氏『日本人の忘れ物』 
H18.10  「おかしなお菓子な家づくりコンテスト」事業（津幡町文化会館シグナス） 
H18.10  建築士会全国大会（栃木県） 
H19.2   お茶室研修会（加賀市動橋町（株）丸八製茶場  茶室「聴松庵・双嶽軒」） 
H19.3   東海北陸ブロック会後期三重大会 
 
【平成 1 9 年度】 
H19.4   浅の川園遊会・子供のためのイベント「木と和紙のうちわづくり」（浅の川園遊会） 
H19.4   バリアフリーに関する勉強会「高齢者の身体状況について」「バリアフリー改修プラン検証」 
       （ルキーナ⾦沢） 
H19.6   ⼥性委員会総会＋能登地区事業(旧門前地区、総持寺、角海家、橋本屋） 
H19.6   東海北陸ブロック会前期岐阜会議 
H19.7   全国⼥性建築⼠連絡協議会（⻘森県） 
H19.7   バリアフリーに関する勉強会 

視覚障害者、聴覚障害者のＡＤＬ(日常生活動作)、石川の気候、風土にあった素材や工夫 
（食房なんの木） 

H19.8   石川県地域貢献活動センター報告会と能登半島地震についてのシンポジウム 
         「まちづくり・・・創造と災害対応」（地場産業センター） 
H19.8   バリアフリーに関する研修会『高齢者のＡＤＬ』 
H19.9   建築士会全国大会（北海道） 
H19.10  バリアフリーに関する研修会「社会福祉の現状－地域密着型小規模多機能施設について」 

（食房なんの木） 
H19.10  「おかしなお菓子な家づくりコンテスト」 
H19.11  バリアフリーに関する研修会「プランニング実習」（ＢＦ総研松任事務局） 
H19.12  ⼥性委員会設⽴ 20周年記念事業（⾦沢能楽美術館、21 世紀美術館 松涛庵、鴻華楼本店） 
H20.2   東海北陸ブロック会後期富山大会 
H20.3   古⺠家再⽣勉強会(りでこれ屋) 
H20.3   新建築士の集い(⻘年合同) 
 
【平成 20 年度】
H20.4   浅の川園遊会・子供のためのイベント「木と和紙のうちわづくり」（浅の川園遊会） 
H20.6   ⼥性委員会総会＋⾦沢地区事業(石川四⾼記念⽂化交流館、恵是瑠) 
H20.6   東海北陸ブロック会前期愛知会議 
H20.7   全国⼥性建築⼠連絡協議会（東京都） 
H20.9   勉強会「本物を⾒る 畳・左官」〜⾦沢職⼈⼤学校の職⼈さん〜 
H20.9   建築士会全国大会（徳島） 
H20.10  「おかしなお菓子な家づくりコンテスト」 
H20.11  まちづくり委員会勉強会に参加 
H21. 2  東海北陸プロック会後期富山大会 
 
【平成 21年度】 
H21.6   ⼥性委員会総会＋能登地区事業（和倉温泉渡月庵 ⾒学会：⻘林寺、信⾏寺） 
H21.6   東海北陸ブロック会前期三重会議 
H21.7   バリアフリー検証会（玉川こども図書館） 
H21.7   全国⼥性建築⼠連絡協議会（⻑野県） 
H21.8   バリアフリーシンポジウム参加 
H21.8   バリアフリー検証会（総合スポーツセンター） 
H21.9  「おかしなお菓子な家づくりコンテスト 
H21.10  日本海・子育て支援メッセブース出展 
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H21.11  建築士会全国大会（山形県）  
H22.1   勉強会「子育てバリアフリー 企業の取り組み」 
H22.2   東海北陸ブロック会後期若狭大会  第２分科会「子育てバリアフリー」活動報告 
 
【平成 22年度】 
H22.6  ⼥性委員会総会（⽯川県地場産業振興センター） 

     「いしかわエコハウス」⾒学 
H22.6  東海北陸ブロック会前期石川会議 

     「⽯川四⾼記念⽂化交流館、しいのき迎賓館」⾒学、 交流茶会（松涛庵） 
H22.7  全国⼥性建築⼠連絡協議会（東京都） 

    Ｇ分科会「子育てバリアフリー」活動発表 
H22.8  勉強会（武家屋敷ぶらり子育てＢＦツアー） 
H22.9  岐⾩県⼥性委員会⾒学会参加（垂井町） 
H22.10 「おかしなお菓子な家づくりコンテスト」 
H22.10 建築士会全国大会（佐賀） 
H22.11 日本海・子育て支援メッセブース出展 
H22.12 研修⾒学会「アルミハウス」                                  
H23.1  勉強会 意⾒交換会 
H23.2  東海北陸ブロック後期高山大会 
H23.3  お茶室研修会「佐川美術館」「MIHO MUSEUM」滋賀 

 
【平成 23 年度】 
H23.5   ⼥性委員会総会＋加賀地区事業 
（能美市ふるさと交流研修センターさらい、和ダイニング  ビストロなごみ、屋上緑化⾒学） 
H23.6  東海北陸ブロック会前期富山会議 
H23.9  お茶室研修会（松声庵） 
H23.10 勉強会「子育て世代バリアフリー」 
H23.10 子育て支援メッセ石川 2011 出展 
H23.11 ⽯川県建築⼠会創⽴ 60周年記念事業（県⽴⾳楽堂、ANA クラウンプラザホテル⾦沢） 
H24.2  勉強会「⾦沢まちなか学⽣交流街拠点整備事業⾒学」 
H24.2  全国⼥性建築⼠連絡協議会（京都府） 
H24.2  東海北陸ブロック会後期鈴⿅大会 
H24.3  新建築士の集い(⻘年合同) 
H24.3   手書きパースセミナー 
 
【平成 24 年度】 
H24.6  ⼥性委員会総会＋⾦沢地区事業（鈴⽊⼤拙館、かなざわ石亭） 
H24.6  東海北陸ブロック会前期福井会議 
H24.10 建築士会全国大会（茨城県） 
H24.12 勉強会「現場で働く⼥性のためのセルフ・ディフェンス Ｗｅｎ－Ｄｏ勉強会」 
H25.2  東海北陸ブロック会後期犬山大会 
H25.3  勉強会「加賀⽊材加⼯⼯場⾒学」 
H25.3  お茶室研修会（さくら亭、県観光物産館、玉泉院） 
 
【平成 25 年度】 
H25.5  環境・森林・⽊材“にわか勉強会” 
H25.6  ⼥性委員会総会＋能登地区事業（七尾美術館、あめや） 
H25.6  東海北陸ブロック会前期富山会議 
H25.6  森林・⽊材勉強会 
H25.7  全国⼥性建築⼠会連絡協議会（東京都）石川がコメンテータとして発表 
H25.7  メイクアップ講座 
H24.10 建築士会全国大会（島根県） 
H25.12 加賀市景観整備地区 山代温泉総湯周辺  

建物、街並⾒学会 
H25.12 お茶室研修会（仙叟屋敷ならびに玄庵） 
H26.3  東海北陸ブロック会後期加賀大会 
H26.3  新建築士の集い(⻘年合同) 
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【平成 26 年度】 
H26.6   ⼥性委員会総会＋⾦沢地区事業（直江屋源兵衛、宝生寿司） 
H26.6   東海北陸ブロック会前期岐阜会議 
H26.9   講演会「在宅介護のすすめ」〜寝たきりを治した住宅バリアフリーとは〜 

講師：⼩杉俊明⽒ 
H26.10  建築士会全国大会（福島県） 
H26.11  お茶室研修会（⾦沢市⽂化ホール 閑清庵、⾦沢城⽟泉院丸） 
H27.2   建築士の集い(⻘年合同) 
H27.2   全国⼥性建築⼠会連絡協議会（東京都） 
H27.3   東海北陸ブロック会後期砺波大会 
 
【平成 27 年度】 
H27.6   ⼥性委員会総会＋加賀地区事業（⽊場潟⻄園地展望台他、エクスライン） 
H27.6   東海北陸ブロック会前期三重会議 
H27.9   全国⼥性建築⼠会連絡協議会（東京都） 
H27.10  建築士会全国大会（石川県）34名の⼥性委員がスタッフとして貢献 
H27.11  お茶室研修会（⾦沢市⽂化ホール 閑清庵） 
H28.1   建物⾒学会（⽯⽥屋 gamadan） 
H28.2   建築士の集い(⻘年合同) 
H28.2   東海北陸ブロック会後期愛知会議 
H28.3   隈研吾建物⾒学ツアー（富⼭キラリ、呉⾳） 
 
【平成 28 年度】 
H28.6   ⼥性委員会総会＋能登地区事業（花嫁のれん館⾒学および七尾街並みめぐり、寄合処みそぎ） 
H28.6   東海北陸ブロック会前期愛知会議 
H28.7   全国⼥性建築⼠会連絡協議会（奈良県） 分科会「七尾町並みめぐり」を担当 
H28.8   省エネ勉強会 
H28.10  お茶室研修会と⼭中塗⽊地挽き⾒学・体験（明⽉楼・離れ、ろくろの⾥ 工芸の館） 
H28.10  建築士会全国大会（大分県） 
H28.11  ⻘年⼥性合同⾒学会（⾦沢市「くらしの博物館」「share⾦沢」 
H29.2   ⾒学研修会（⾼岡市「瑞⿓寺」と⾦⾕町、氷⾒市網本の家「濱元家」、小矢部市建具 

YAMAZAKI ショールーム） 
H28.2   東海北陸ブロック会後期敦賀大会 
H29.2   建築士の集い(⻘年合同) 
 
【平成 29 年度】 
H29.4   建物⾒学会（松声庵） 
H29.5   ⼥性委員会総会＋⾦沢地区事業（⻄⽥家庭園 玉泉園、かなざわ玉泉邸） 
        講師：野乃与造園代表 野々市芳朗氏 
H29.6   建物⾒学会（旧⾼峰家、旧検事正官舎） 
H29.6   東海北陸ブロック会前期石川会議 （県⽴美術館広坂別館、県⽂化財保存修復⼯房） 
H29.7   全国⼥性建築⼠会連絡協議会（東京都） 
H29.8    建物⾒学会（⾦澤町家情報館） 
H29.10   ⾒学研修会（⽇帰りバスツアー）（岩の原葡萄園、百年料亭「宇喜世」、雁⽊の町並み、 
         ⼩林古径邸、旧師団⻑官舎） 
H29.11   お茶室研修会（⾦沢卯⾠⼭⼯芸⼯房茶室「流芳苑」） 
H29.12   建築士会全国大会（京都府） 
H30.2    東海北陸ブロック会後期岐阜会議 
H30.3    建物 ⾒学会（旧園邸 松向庵） 
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【 活動レポート 】 
 
◇ 女性委員会総会・庭園「玉泉園」見学 

・野々市芳朗氏 講演  ・「灑雪亭」にてお茶体験      

                  報告者 池田幸    
 
平成29年5月28日(日)かなざわ玉泉邸にて、女性委

員会の総会が行われました。 
総会の前後には、かなざわ玉泉邸の庭園「玉泉園」の見

学と、庭園内の茶室「灑雪亭」にてお茶の体験をいたし

ました。 

 
玉泉園 

総会の会場になった、かなざわ玉泉邸は江戸末期の邸

宅を利用したガーデンレストランで庭園「玉泉園」内に

あります。 

 
玉泉園 

 
「玉泉園」の見学では、管理をされている野々与造園

代表の野々市芳朗氏より、庭園内を散策しながら貴重な

講演をしていただきました。 
 
玉泉園は、江戸初期に加賀藩士脇田家が造園した武家庭

園で、２代藩主利長の正室玉泉院にちなんで命名された

そうです。その後明治期に西田家が入手し、保存管理が

行われています。 
兼六園の樹木を背景とし、崖地を含む上下２段に分かれ

た敷地を利用した池泉回遊式の庭園で、総面積は約 720
坪ほどだそうです。 
 
「灑雪亭」は庭園の最上段に位置していて、金沢に現

存する茶室としては最も古いものとされています。 

 
灑雪亭 

 
総会は始終なごやかな雰囲気の中、昨年度の事業報告・ 

決算報告、今年度の事業計画・予算案の報告と進みまし

た。 
その後は、お待ちかねのお料理を美味しくいただきまし

た。久しぶりにお会いする面々との会話は、なかなか尽

きることがなく、とても楽しい時間を過ごすことができ

ました。 
 

最後になりますが、玉泉園の関係者の皆様、野々市芳

朗様貴重な機会を与えて下さり、ありがとうございまし

た。 

 
講演後の野々市芳朗氏を囲んで 
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◇ 東海北陸ブロック会前期定例（石川）会議 

報告者 山本 玲子 

 
 平成29年6月24日(土)に、東海北陸ブロック会女性

建築士協議会前期定例(石川)会議が、リニューアルされ

たばかりの『石川県立美術館広坂別館』にて行われまし

た。 
地元開催とあって、石川メンバーみんなで早くから入

念な準備をしてきました。会場の広坂別館は旧陸軍の師

団長官舎として建てられたとあって、洋館のアンティー

クでおしゃれな、会議にふさわしいところでした。何度

も改修が繰り返されても、歴史を物語る建物と窓一面に

広がる庭木は絶景です。兼六園を散策してからの玄関に

はメンバーによる季節の花木で迎えられ、会議が和やか

に進行する要因のひとつとなっていました。 

 
会議の様子 

その女性建築士協議会も約 30 年となり、少しずつ変

わってきたようですが、みなさんが集まるとメンバー得

意な会話がどんどん盛り上がって進みます。いろんな負

担はありますが、準備する過程から足を運んでくださる

過程等も含めて、大事な会議だと感じました。そして、

なんといってもお互い刺激を受けて仕事の活力となって

います。 

 
石川県文化財保存修復工房見学会 

会議後は、広坂別館に隣接して建てられた『石川県文

化財保護修復工房』にて修復作業の見学と、説明を受け

ました。表具修復では、ガラス越しでの見学なのに吹き

飛ばしてしまいそうで、思わず息をとめてしまうのは私

だけだったのでしょうか。 

 
広坂別館エントランスで集合写真 

最後に会議準備等ご尽力いただいた方々、本当にあり

がとうございました。当日にしか参加していない私が言

うのはおかしいのですが、大成功に終わった会議と素晴

らしい石川県を再確認する事ができ、私の低い鼻が高く

なりました。 
・・・・・ 
◇第２７回全国女性建築士連絡協議会（東京） 

～未来につなぐ居住環境づくり～ 

報告者 田尻純江 

 

平成２９年度全国女性建築士連絡協議会（東京）、未来

につなぐ居住環境づくりをテーマに和の空間を考えるを 

サブテーマで７月1５日（土）16日（日）に開催され、

石川県女性委員会からは藤沢委員長他3名が出席いたし

ました。 
日本建築学会建築会館ホールを会場に開会式では三井

所連合会会長の主催挨拶で始まり小野女性委員長の挨拶、

運営説明の後、北海道建築士会による「高校住教育講座

～はじめての一人暮らし～」と宮城県の「リベオカノマ

ドハウス」」リノベーション・プロジェクトの活動報告が

ありました。 
引き続き、被災地報告として岩手県より「かまいし未

来のまちプロジェクト」宮城県の「２０１１東日本大震

災以前から、そして以降、女性会員が参加している活動

の報告」福島県「ふくしまの現状」熊本県「熊本地震発

生～４５７日 熊本での活動報告」佐賀県「熊本地震に

置ける九州ブロック青年女性協議会の取り組み」鳥取県

「鳥取県中部地震状況報告」でした。 
全建女では６年前の東日本大震災から被害だけでなく

復興状況の情報発信など長期的活動をし、全国の防災活

動の促進と地域と一体となる防災活動を目指し、昨年の
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熊本地震、鳥取県中部地震内容を学び共有することで、

今後、何が出来るのかともに考える場となる事を期待さ

れています。 
基調講演では「和の空間を考える―居住空間にとって

美とは何か―」を博物館明治村館長・早稲田大学名誉教

授 中川武氏より住まい方、住まいの空間において失わ

れゆく なつかしさ と変容しつつ積層されてきたもの

の意義や日本住宅史の流れ等を歴史建築物などでお話さ

れました。 

 
中川武先生による基調講演 

 翌日の分科会では、G分科会の「高齢社会と住まい」

に出席し、在宅介護や認知症などの身近な問題について

の活動事例を大阪府建築士会の「安心・安全・安らぎの

家」の普及活動で高齢化と住まいへの配慮を建築士から

のメッセージとして冊子を作成し市民向けに無料セミナ

ーを行っている活動。 

 
Ｇ分科会の様子 

兵庫県建築士会の「ユニバーサルデザイン研究会の活

動経緯と兵庫県での今後の展開～検証分析の積み重ねと

他団体の連携～では高齢者に限らず障碍者や妊婦、子供、

日本語がわからない人など多様な人を対象に建築空間や

公共交通空間の問題を行政などと連携し活動を積み重ね 
兵庫県の「人間サイズのまちづくり賞 ユニバーサルデ

ザイン部門」を受賞したそうです。 
参加者全員の意見交換がされ各県の活動の中で、活動

資金不足や困っていること、気を付けなければならない

ことなど参考になる意見が多く「高齢社会と住まい」の

奥深さを感じました。 
最後に京都士会

の皆さんが素敵な

お着物姿で全国大

会京都大会への参

加アピールを力強

くされていました。 
 
 

全国大会アピール 

全建女では各県

の活動を聞けます、

是非参加しましょ

う。 
 
 
 
 

参加者の皆さんと 

・・・・・ 
◇金澤町家情報館見学会＆暑気払い 

報告者 桜井真美 

 
 金澤町家情報館は元米穀店の名残である木製シャッタ

ーのような蔀戸が印象的な外観。大きな蔀戸は上下２枚

になっており、室内側にせり上がるようになっています。

実際に開けて見せてもらうと、店の方からは鴨居の上に

蔀戸の一部が見えているのですが、その上の納まりは…

……２階の部屋にまで突き抜けていました。以前の納ま

りは壁の一部を腰板でふかしてせり上がった蔀戸を隠し

ていますが、今回の整備工事ではその仕組みが見えるよ

うになっています。 
そして店の間

の奥に行くと茶

の間があり、そ

こには大きな吹

抜けが。その上

には高窓もあり、

明るさと通風を

確保してくれま

す。外気が 29
度くらいなら快

適に過せるそう

です。また、吹

き抜けには上部

の梁から吊って

ある渡り廊下が 
金澤町家情報館１階 
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印象的で、渡りたくなる衝動にかられます。 

 

 
金澤町家情報館２階 

 ２階にあがると床袖壁に瓢箪の透かしがある茶室、朱

塗りの壁が印象的なお座敷があります。そこで一緒に見

学していた方が教えてくださったお座敷入口の襖の引手。

通常よりかなり下にあり、それは正座をして開け閉めす

る時にちょうど良い高さとなっているとのこと。納得す

ると同時に、当時では当たり前の事が現代ではその所作

に趣きを感じました。 
 
 金澤町家情報館は一番始めは３軒の長屋、そしてその

３軒を繋げて米穀店に改装されたそうで、所々に以前の

構造の名残があり、興味深く見学する事ができました。 

 
暑気払いで集合写真 

 見学の後は暑気払いで、里見町にある FULL OF 
BEANS に行きました。女性委員会とまちづくり委員会

と共同の暑気払いとなり、あまり接点の無かった方々と

も交流する事ができました。また私個人としては二十数

年ぶりに後輩と再会でき、とても有意義な会となりまし

た。 
・・・・・ 
◇上越市高田見学研修会 

報告者 角谷玲子 

     

台風の接近が気になる当日、あいにくの雨でしたが、

時間通り徳光インターと金沢駅から出発。10時頃、岩の

原葡萄園に到着。一部でぶどう狩りと勘違いしている人

もありましたが（笑）、小雨の中石蔵へと向いました。 
石蔵の中は自然のエネルギーを利用して温度を１８℃

以下（15℃）に保存、また雪の冷蔵を利用して温度を一

定に保っているようです。樽（フランス産カシの木）は

1個10万円ほどのもので、重さ300ｋだそうで今までに

1 人で持てた人はいないということでした。ワイン 300
本分の樽がきれいに並べてあり、外国に来たような気分

になりました。晴れていたら、散策してみたかった。 

 
岩の原葡萄園石蔵 

お店の中には試食のワインと岩の原葡萄園の全商品の

ワインがあり、若干ほろよい気分で次の目的地、百年料

亭・宇喜世へ 。 
 
この料亭は、1 部屋一軒家 屋根があり 1 つの家に他

の誰もはいってはいけないという意味だそうです。桜の

間には、床の間に桜の木を使用、床松の１枚もの、柿の

木の床柱、ケヤキの1本の木、どれをみてもすばらしい

ものでした。 
食事の場所も広く、天井の照明のまわりに季節の花が

描かれていました。床の間のまえは松竹梅、次が春夏秋

冬でした。今現在困られていることは、照明の取替えだ

そうです。本当にそう思いました。 
この部屋について古事記によると、大工さんが柱の寸

法を間違えた事を奥さんに伝えたところ、柱の上に細工

をいれたらどうか、という案を取り入れたのですが、大
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工さんの手柄にするため、奥さんを殺したそうで、建ち

前の時の鏡は、女の人をおまいりするためのものという

ことでした。 

 
百年料亭「宇喜世」で集合写真 

おいしい食事のあとは、高田公園へ。渡った橋は、最

近２億円かけて直したそうです。 
公園内にある小林古径邸は建築家吉田五十八の数少な

い初期の作品として、また建築家の構想を実現した当時

の施工技術の伝える建物として、さらには当時の文化人

が好んだ住宅例として貴重な建造物です。設計にあたり 
無口な施主の希望をきくと、私の気にいる家を作ってほ

しいといわれたそうです。（大変気にいったそうです） 

 
雁木の町並・旧今井染物店 

高田の町屋の散策は、ボランティアの方の説明でいろ

んな事を発見できました。冬の雪から人々の生活を守る

為家々の軒先をのばし、私有地を公共通路として提供し

たもの雁木（がんぎ）が総延長16ｋあるそうです。がん

ぎという言葉がしばらく頭から離れませんでした。それ

ほど 雁木（がんぎ）について熱く語られていました。 
旧師団長官舎の見学をし、あっという間に時間がきて

しまいました。本当に貴重な体験できました。ありがと

うございました。 
 
  

◇お茶会お茶室勉強会 

報告者 江田裕子 

江田結衣子（小３） 

 

 女性委員会では11月26日（日） 金沢卯辰山工芸工

房 流芳苑 にて、施設見学・お茶会・和室での立ち居

振る舞い、所作について体験させていただきました。 
 和室での、立ち居振る舞いは、今更、聞けないことば

かり・・、着物の着付けから、お手伝いいただけるとい

うこともあり、娘と二人、着物で臨みました。 

 
大広間で立ち居振る舞いレッスン 

 まず、歩くことから・・ 
畳の短手を二歩で進みます。つま先から「スッ、スッ」

とする音が聞こえます。とても美しい音です。 
この時、手は太ももあたりで着物を軽く押さえます。 
手の位置が、ふらふらすると様になりません。 
細かなことまで、教えていただきました。 
 次に、座ること・立つこと 
まっすぐ立って、そのまま座ります。 
着物の端を押さえたりしません。 
物を持って座るとき、着物の裾を押さえることができな

いから、もっともなことです。 
ただ・・ 
裾が乱れないか、しわしわにならないか、所作ができて

ない者としては、ひやひやする場面です。 
そして、立つ！ 

正座から、一旦、お尻をかかとに乗せて、跪座（きざ）

の状態にします。右足から立つか、左足から立つかは、

次の動作で決まります。 
太ももの筋肉が大活躍で、美しく立つ・座るには、太も

もの筋肉が必要だと実感できました。 
お茶会で、涼しい振る舞いで立ったり、すわったり（し

かも着物で！！）できる女性は素晴らしいですね。きれ

いでいることは、健康であることのかもしれません。 
この時すでに、娘の着物は着くずれ、怪しげな感じにな

ってきたことを添えておきます。 
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さて、お茶会です。 
初めて、参加させて頂いたのですが、お菓子も「吉はし」、 
お弁当は「卯辰」と何も言わなくても、美味しいものを

食べたのね。と伝わると思いますので、割愛させていた

だきます。もちろん、美味しいだけではなく、所作につ

いても学びます。 
お弁当の受け取り方、食べ方、途中、ふりかけも回って

きまして、みなさん、プロではありませんから、素直に

「どうやって取るの？」って聞けます。恥ずかしいなん

て言わないで、いろんなことを聞けます。こんなお稽古

のようなお茶会はとってもありがたいです。 

 
水屋で一人ずつお茶を点てて、お客様にお出ししました 

せっかくなので・・ 
お茶も点てて、お出ししました。 
みなさん、一生懸命点ててくださったので、どのお茶も

心のこもった美味しいお茶だったと思います。 

 
参加者の皆さんと 

 最後に、感想を一言 
 
結衣子から 
お茶を点てることが楽しかったです。 
どんなことに気を付けて点てたかというと、猫の手のよ

うにシャカシャカ点てることです。 
一生懸命点てたら、いっぱい褒めてもらえたので嬉しか

ったです。お菓子も美味しかったです。 
でも、お干菓子のしょっぱいところは苦手でした。 
着物を着たら、走りにくかったです。 

 
親子で参加。ピース！ 

母から 
着物を着て、畳の上を歩く・進む・下がる・座る・立つ・

にじる。どの所作も美しくと条件をつけると難しくなり

ます。美しくしようと緊張するひとときが、とても心地

よかったです。 
来年も是非、参加させてください！！ 
ご準備いただきました皆様に、最後ですがお礼を申しま

して、おしまいとさせていただきます。 
ありがとうございました。 
・・・・・ 
◇第６０回建築士会全国大会 

報告者 前野智美 

 

第６０回建築士会全国大会は、歴史と文化漂う冬の京

都で開催されました。誰にとっても魅力的な街≪京都≫

は私にも大変思いで深い地であり、是非にと参加させて

頂きました。 

 
会場・みやこめっせで記念写真 

京都府建築士会会長の挨拶にある「本大会の≪山とま

ちと木造建築≫のテーマは単に木造建築ブームに乗るも
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のでも木造利用推進を目指すだけのものでもない。日本

人が長い時を経て培ってきた暮らしの知恵・文化・美意

識が木造建築を中心に育まれてきたという事実を基に、

未来の建築と暮らしを考えるもの。おしきせの建築に住

まわされ消費しつくすことでは得られない生活の喜びが

木造建築に内包されている。」の言葉に、京都の木造建築

の魅力の神髄はここから来るものかと感じました。 

 
大交流会で舞妓さんと一緒に 

２日間この言葉を心に留め京都の建築物から醸し出さ

れる日本の文化を存分に満喫させて頂きました。 
京都は4年半通い自転車で隅々まで走り回った土地で

あり、少しは理解しているつもりでいたのですが、実は

全くの素人である事も実感しました。女性委員会の方々

から歴史を踏まえた説明を受け案内して頂いたお蔭で、

今まで何度となく見学していた建築物を全く異なった視

点で捉えることが出来ました。 

 
京都迎賓館 

私には鴨川沿いの見慣れた風景の一部になっていた建

物に日本最古のエレベーターが設置されており、そのお

店で美味しい食事を楽しくいただいたこと。いつも何気

なく通過していた通りが重伝建地区に選定されていたり、

通い慣れたお寺への道中にある建物が今は斬新な現代美

術館としてオープンし展示と建物の融合が見事だったこ

と。そして夜は隠れ家的な京町家で、改装された高い天

井を見上げながらお酒をいただき、初めてお会いした建

築士の方々と他愛ない話を楽しんだり、どれをとっても

新鮮なことばかり。日常では交流の機会が全くない女性

建築士の方々と知り合えた事だけでも感激していた私は、

とても大きな刺激を受け、今後も木造建築の魅力を伝え

ていく必要性を再認識した大会でした。 

 
重伝建地区「祇園新橋」 

心残りは毎回下から見上げてばかりの京都タワー展望

台に今回も行けなかったこと。次回は是非上空から京都

の街を見渡してみたいと思います。 
とても楽しい二日間を本当にありがとうごさいました。 

・・・・・ 
◇石川県の「魅力ある和の空間」 

 
 日本建築士会連合会女性委員会では「魅力ある和の空

間」ガイドブック（データ版）を作成中です。 
 現在、日本の暮らしが変化していく中で、地域の環境

に適した伝統的な住まいに暮らす人が減り、住まいの中

で和室や縁側といった和の空間がなくなりつつあること

が危惧されています。そこで「和の空間を体験し、その

魅力を再認識できるような建築や空間を紹介するガイド

ブック」を作成することとなりました。 
 作成にあたり各都道府県女性委員会に、推薦したい物

件をリストアップするよう依頼がありました。石川県か

らは、４つの支部からそれぞれ１物件推薦しました。大

変魅力的な物件が揃いましたので、ここに紹介します。 
 またガイドブックは、連合会女性委員会の中で検討・

調整が進められ、平成３０年７月末完成を予定していま

す。 
・・・・・ 
□明治の館 

七尾鹿島支部 竹内あやこ 

 

旧建物名称  ：室木家住宅 
建築時期   ：１８８６年（明治１９年） 
所在地    ：七尾市中島町外ナ部１３番地 
規模     ：３３７．８坪 
文化財指定登録：七尾市指定有形文化財 
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豪壮な合掌入母屋造りの茅葺屋根、目を見張る柱や

梁の太さや、歳月を感じさせない美しい塗りなど用材の

立派さと名工の技に和風建築の粋が凝縮されています。

また、泉水を備えた趣のある庭園からも堂々たる風格が

感じられます。 
・・・・・ 
□武家屋敷跡 野村家 

金沢支部 江田裕子 

 

旧建物名称  ：久保家住宅（離れ移築） 

建築時期   ：１５８３年（安土桃山時代） 

所在地    ：金沢市長町１－３－３２ 

規模     ：約３００坪 

文化財指定登録：無し 

 

建物と庭園のバランスを是非、見にいらしてくださ

い！庭の樹木が季節を色濃く表現しているので、どの季

節でも楽しんでいただけると思います。 

残念ながら、建築当初から所有者が幾度となく変わっ

たものですから、建物に移築のものがあったりして、文

化財等の指定は受けておりませんが、世の中を生き抜い

てきた建物のひとつのあり方として歴史を感じていただ

けると幸いです。 

こちらの施設では、お抹茶も召し上がっていただけま

す。ゆっくり過ごしていただき風情を満喫してください

ませ。 

庭園は知名度・大きさともに、もっと立派なものがあ

る中で（金沢は兼六園もあるのに・・）日本の庭園ラン

キング第3位（2003年）との評価を頂いております。住

宅の庭なのに、高低差のある池がありまして、なんて贅

沢な！とため息もこぼれることでしょう。ちょうど、近

隣が武家屋敷跡の観光地になっておりますので、散策い

ただくのもよろしいかと思います。是非、お越しくださ

いませ！ 

・・・・・ 

□横町うらら館 

石川支部 下道左知子 

 

旧建物名称  ：旧辻医院 

建築時期   ：１８３２年（天保３年） 

所在地    ：白山市鶴来新町タ１番地 

規模     ：１階約９３坪 

文化財指定登録：無し 
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 鶴来は交易で栄えた土地で、この建物は江戸時代に年

貢米を管理する「蔵宿」として繁栄しました。 

明治には集配郵便局として、昭和期（12代当主）には

町医者をしていました。現在は町に寄贈され、休憩所等

として利用されています。「蔵宿」だけあって火災に強い

石造りの蔵が当時のまま残り、家の造りも商家としての

町家の形態をよく留めています。 

正面入り口から一番奥の蔵まで通り庭が続き、通り庭

に面し「みせ」「おえ」が続きます。「おえ」には炉が切

られ、縁側のように座り雑談できるような造りになって

います。 

近年はさほどではありませんが、鶴来は雪深い地域な

ので中庭は雪を置くスペースとしても有効活用されます。 

この建物は古くは交易で栄えた鶴来の良さを色濃く残

す建物です。 

・・・・・ 

□無限庵 

小松能美支部 山田文恵 

 

旧建物名称  ：横山家書院 

建築時期   ：大正３年頃移築 

所在地    ：加賀市山中温泉下谷町６ 

文化財指定登録：石川県指定文化財 

 

 

 

加賀藩前田家家老、

旧横山家が明治時代末

期に金沢に建てた書院

である。 

大正時代初めに新家

正次氏が山中温泉に移

築し、別邸として使用

されていた。 

明治時代の最高級の

木造建築であるが、書

院主室の座敷は間口４

間、奥行４．５間の堂々

たる桧造り座敷である。 

随所に細やかな意匠が盛り込まれており、御殿の縁に

は、群青の壁や、黒柿の手摺など金沢の和室の特徴も見

られる。とても保存状態が良く、見ごたえのある和の空

間である。 

・・・・・ 

平成２９年度 女性委員会の主な活動 

日付 活動 備考 

4/1 役員会 建物見学会①松声庵 14名 

5/28 女性委員会総会・懇親会「かなざわ玉泉邸」 24名 

 見学会「西田家庭園 玉泉園」  

 委員会誌「花だより」発行  

6/11 役員会②建物見学会②旧高峰家、旧検事正官舎 8名 

6/24 東海北陸ブロック会女性建築士協議会 38名 

 前期定例石川会議（石川県立美術館広坂別館）  

 石川県文化財保存修復工房見学  

7/15～16 全国女性建築士連絡協議会（東京都） 4名 

7/17 石川建築賞表彰式アシスト 4名 

8/10 役員会③建物見学会③金澤町家情報館 8名 

 まちづくり委員会・女性委員会合同暑気払い 24名 

10/29 越後高田見学研修会 26名 

  岩の原葡萄園、百年料亭「宇喜世」  

  雁木の町並み、小林古径邸、旧師団長官舎  

11/6 建築甲子園 石川大会 審査会 １名 

11/26 お茶会 金沢卯辰山工芸工房茶室「流芳苑」 12名 

  和室での立居振舞い実践 工芸工房見学  

12/8 建築士会全国大会「京都大会」 14名 

12/9 
旧九條家茶室「拾翠亭」、京都迎賓館、旧三井家下鴨

別邸、東華菜館、フォーエバー現代美術館、 
 

 重伝建地区「祇園新橋」  

1/8 建築士会ＰＲ活動・建築士合格祝賀会（総合資格学院） ３名 

1/26 建築士会ＰＲ活動・建築士合格祝賀会（日建学院） ２名 

2/24～25 東海北陸ブロック会女性建築士協議会 ３名 

 後期定例ぎふ会議（岐阜市・十八楼）  

2/27 建築士会ＰＲ活動・建築士免許証交付・伝達式出席  

（予定） 建築士会ＰＲ活動・新建築士の集い  

3/25 

（予定） 
役員会④ 建物見学会④旧園邸・松向庵  
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● ⼥性委員会からの お知らせ

⼥性委員会のメーリングリストに参加しませんか︖

⼥性委員会ではご希望の⽅に、
○ ⼥性委員会で⾏う勉強会や⾒学会
○ 建築⼠会の主な⾏事
○ その他、各種催しや情報

などをメール配信にてご案内致しております。
⼥性委員会の活動に、多くの皆さんの参加をお待ちしています。

登録ご希望の⽅、お問い合わせは下記までご連絡下さい。

● 編集後記

メーリングリスト担当 ︓ 北村 澄江 E-Mail ︓

今回は30周年特別版としてスペシャルトークも掲載し、例年にも増し盛りだくさんの内容となりました。
⼥性委員会は活発に活動しています。⼥性委員会の活動として、⾒てみたいもの、知りたいこと、⾒学会や
勉強会に取り入れてほしいなど、皆様のご希望を、お聞かせ下さい。
多くの⽅々に参加いただけるように皆様と⼀緒に⼥性委員会を盛り上げていけたら良いと思います。
今年度も、皆様のご協⼒を宜しくお願いいたします。

MEMO

みなさんへ
勉強会・⾒学会
など催しのご案内

⼥性委員会
担当から・・・

s.kitamura@toyokura.co.jp
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