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●とぴっくす●

出羽島まちづくりハウス完成！
まちかど編集部　ひとはたうさぎ

　去る７月中旬、今年は梅雨の時期も短く、暑い日々が続く
中、 涼しさを求め、牟岐町にあります出羽島にこの度開設
しました「まちづくりハウス」に取材にいってまいりました。
　この建物は、徳島県建築士会が70周年事業として、重
伝建地区内の伝統的民家、福井家住宅の修理（建築士会
が補助対象外部分の整備に協力）が終わり、建築士会ま
ちづくりハウスとして、研修や宿泊などに利用できる施設と
なりました。（詳しくは、阿波まちかど１月号とぴっくすHP
の会報誌等 まち研だより１月号　参照）

　運用を始めるにあたり、「まちづくりハウスを活用した建
築士会の活性化と会員交流及び知識向上を目指す」と題し
まして、宿泊体験ツアーを開催。行灯づくりと障子張替WS
も行いました。
　参加者は家財道具を運び込み、大掃除して、まずは照
明が無いので行灯づくり。県産杉と拝宮和紙の手作り行灯
キットがあり、暗くなる前に４台作りあげました。和紙から
こぼれる明かりが伝統的民家にとても合い雰囲気良かった
です。

　その後の夕食では、午前中に釣り大会（優勝 阿南那賀
支部 N氏）で釣ったキスを提供していただき、料理上手な
参加者が捌いて、握り寿司にしてくれました（^▽^）/新鮮で、
とても美味くいただきました。
　扇風機と団扇しか無い夜。寝苦しいかと心配していまし
たが、窓全開にすると夜風が気持ち良く、とても快適に眠

ることができました。
　次の日は、島を散策したり泳いだり、各自ゆっくりと過ご
したのち、波止ノ家で島ランチをいただきました。そうめん
と、ちらしずし。鯛の煮付などとてもやさしいお味で、美味
しかったです。

　おなかいっぱいになった午後からは、障子の張替。破れ
ていた障子がプラスチック製のものだったので、剥がすの
が大変！結局、張替まで出来ませんでした･･･。

　ハイビスカスの花が咲き、ゆっくりと時が流れている出羽
島。とてもイイところです。お盆が終わり、徳島県も新型コ
ロナ感染症が猛威を振るっております。いつ落ち着くのか
不安になりますが、またいつか障子を張りに行きたいと思
います。

※まちづくりハウス運用につい
ては、建築士会ＨＰの会員専
用ページに詳細が詳しく掲載
されております。
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　今年度上半期の徳島地域会の活動報告です。今年もコ
ロナ禍での活動ということもあり、十分な事業は行えて
いない状況ですが、昨年より少し活発に活動ができてい
るかなと喜んでいます。

□ まちなみ連
　今年度、徳島地域
会ではまちなみ連が
阿波踊りに参加でき
たことは大きなト
ピックスです。詳し
くは次号の記事で報
告があると思います
が３年ぶりとあって皆さん大いに盛り上がりました。私
も久々に踊りで参加させていただきました。途中体力が
尽きリタイヤするという情けないことになってしまいま
したが、阿波踊りの雰囲気を満喫できました。

□ 出羽島まちなみウオッチング
　出羽島のまちづくりハウスを利用させていただいてま
ちなみウオッチングと行灯つくり WS を行いました。昨
年度完成したまちづくりハウスはまだまだ準備段階です
が、シャワーも完備
しているので暑い季
節にも快適に利用で
きることがわかりま
した。これも詳しく
は別記事で報告して
もらっています。他

の地域会のみなさんもぜひ一度ご利用してみてはいかが
でしょうか。

□ まちの縁が輪（えんがわ）プロジェクト
　昨年度から「未来の縁台コンテスト」「アミコの縁が
輪試行実験」など、ひょうたん島再生機構と共同で行っ
ておりますが、今年度は「まちの縁が輪プロジェクト」
として、市街地の１階空き店舗（森の元気）を借りて７、
８月の２か月間、ひとすまいまち展のパネル展示及び建
築図書館として利用させていただきました。引き続き空
き店舗を利用した試行実験として年末まで様々なイベン
トや講演などが行われる予定ですのでお立ち寄りいただ
ければと思います。

□ 見学ツアー・レクリエーション
　夏恒例の BBQ キャンプ大会は残念ながら今年は中止
となりましたが、10 月末には瀬戸内芸術祭・直島ツアー
を企画しております。また、年明けには新入会員の歓迎
を兼ねて久しぶりにお餅つきを計画中です。

　感染症との闘いに終わりはないと思いますが、会員の
みなさんが楽しく集える事業・活動を行っていければと
考えています。

徳島地域会　活動報告
徳島地域会　髙田　哲生

●地域会だより●
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　「あなたが出番」で原稿を投稿するのは、確か15年以
上前に『なぜ私が建築の道にすすんだのか』以降の投稿
となると思いますが、今回はみんな大好きアニメ界の巨
匠「宮崎駿」について熱く語ろうと思います。
　内容につきましては、個人的な記憶、意見となります
ので、記憶間違い、見解についてはご了承下さい。

宮崎駿　1941年　東京生れ
職業：アニメ監督、アニメーター、漫画家
1963年　東宝動画入社
1984年　個人事務所　二馬力設立
1985年　スタジオジブリ設立
現　スタジオジブリ取締役

　逸話としては幼少期の頃は虚弱体質であり、家中でい
る事が多く、描いた自宅庭のスケッチを姉が写真と見間
違えたという程、幼少期から絵がずば抜けていたそうで
す。

●最初の宮崎作品
　私の幼少頃は、夏休みには子ども向け映画で「東映ま
んがまつり」という複数のアニメを上映していました。
　その中強烈に覚えているアニメの一つが「長靴をはい
た猫」（1969年）でした。（原画を宮崎氏が担当）
　あらすじは、主人公の無宿渡世の旅を続けている一匹
猫のペロが、恩義を受けた村人の青年ピエールを架空の
国の王子に偽装し、奇策で統治する国の姫様と婚約させ
るのですが、以前より姫を狙っていた魔王ルシファが、
姫様を天空にある魔王の城へと誘拐し、ペロと、ピエー
ルが、ジャックと豆の木と同様、魔法で巨大な木を作り
天空の城へ行き無事、魔王を退治して最後は、ピエール
と姫の結婚式を見届けた後、ペロは再び、旅を続けると
いう内容であったと思います。（なんせ50年前の記憶で
すので曖昧です。）
　幼いながら脳裏に覚えてるのは、青年ピエールが巨木

の枝を縦横無尽に使って、魔王との闘いを演じてるシー
ン単一方向だけで無く、画面を縦横無尽に利用するシー
ンは強烈でありました。
　このシーンは、「天空の城ラピュタ」でのパズーが
シータを助ける為に、ラピュタの外部を覆っている巨木
の根を巧みに利用し、内部へと侵入する描画は、まさに
長靴をはいた猫の焼き直しであった様に思います。
　彼の過去作品の焼き直し（悪い意味では無く、さらに
良くしてアレンジを加える）はたびたび行っており、
1972年の「パンダコパンダ」でのキャラクターは、「と
なりのトトロ」でのトトロと小トトロになり、パンダが
大雨にてボートを使って会社へ向かうシーンの水面の
シーンは、「崖の上のポニョ」にも使われていました。
●宮崎駿と高畑勲
　宮崎作品を語る上で、高畑勲は外せない人物です。
　高畑氏は、宮崎氏の５つ上の東宝動画での先輩であ
り、東宝動画の労働組会の高畑氏が副委員長、宮崎氏が
書記長になった時期に二人は出会い、高畑勲の強烈な作
家性、知識、演出は宮崎氏に多大な影響を与えたといわ
れています。
（朝ドラ「なつぞら」では主人公奥原なつの旦那坂場一
久のモデルが高畑勲と言われている、確かに一癖あっ
た。）
　最強のパートナーであった二人ではあるが、ラピュタ
以降、なぜか袂を分かってしまいましたが、その後も宮
崎氏の作品は常に高畑に認めてもらいたい映画を作って
いる様に思います。
　以前、インタビューで「宮崎さんは夢を見るんです
か？」という問いに、「見ますよ。でもぼくの夢はひと
つしかない、いつも登場人物は高畑さんです」と答えた
ことがあるそうです。
●最後に
　2018年に腹心の友である高畑氏も他界し、現在81歳と
なった宮崎氏が、長編最後と発表している作品に取り掛
かっています。
　個人的には、宮崎駿をメジャーにした「風の谷のナウ
シカ」の続編を期待していましたが、「君たちはどう生
きるか」に決定しているようです。
（絵コンテ、内容等は現在未発表）
　私以外にも宮崎アニメファンは多いと思いますが、レ
ジェンドアニメータが最後に手掛ける長編作品を心待ち
にしていましょう。
　その他、会員みなさんそれぞれの「熱く語りたい」投
稿をお待ちしております。

「宮崎駿」を熱く語らせろ！！
徳島支部　岸田　徳明

●あなたが出番●
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●行政だより－徳島市●

長期優良住宅の認定基準の見直し
　令和４年10月１日から徳島市では長期優良住宅の認定基準に「自
然災害による被害の発生防止又は軽減に配慮する基準」を追加しま
す。次の区域に建築する住宅は、認定できませんので、ご注意くだ
さい。詳しくは市ホームページをご覧ください。
・地すべり防止区域
・急傾斜地崩壊危険区域
・土砂災害特別警戒区域
　なお、各区域については「徳島県水防・砂防防
災マップ」により調べることができます。

●士会だより－徳島地域会●

親睦ゴルフ大会のご案内
　今年度もコロナウイルスの影響でゴルフ大会の開催が危ぶまれる
ところでしたが、コロナに配慮しつつ、下記のように開催すること
としました。
　ご多忙中とは存じますが、多数ご参加いただけますようお願い申
し上げます。
◆日　時：令和４年10月25日㈫
　　　　　午前９時50分スタート（OUT・IN）
◆場　所：サンピアゴルフクラブ　８組
◆会　費：5,000円/人
　※ 会費は当日集金させていただきます。
　　 プレー費（9,630円＋税）食事代は自己負担にてお願いします。
◆競技方法：18ホールストロークプレイ
　※ ハンディキャップはダブルペリア方式
◆表　彰：競技終了後、コンペルームにて個人戦及び団体戦の表彰

を行います。
◆締　切：９月20日
◆申　込：なるべく２人１組にして、徳島地域会本部までお申込み

ください。
　　　　　TEL 088-653-7570　FAX 088-624-1710
　　　　　E-mail niki@chic.ocn.ne.jp

●士会だより－本部●

建築士会ホームページにおける
「会員の方へ」のページ開設のご案内

　士会ホームページは昨年にリニューアルし、現在運用していると
ころですが、会員専用となる「会員の方へ」のページを開設してお
ります。
　掲載内容は、「地域会名簿」「支部役員名簿」「徳島県建築ときわ

会」「建築士会まちづくりハウス」「阿波まちかどバックナンバー」
「まち研だよりバックナンバー」です。なお、「地域会名簿」「支部
役員名簿」は更新し、各自での製本にも対応できるようにしており
ます。
　パスワードは本部又は支部事務局までお問い合わせください。
（パスワードは会員外へ教えることはご遠慮ください。）パスワー
ドは一定期間を過ぎますと更新する場合がありますので、その際に
は支部事務局へご連絡させていただきます。

…………………………………………………………

・妻が梅干しを作るのですが、これが猛烈に塩辛いのです。まるで
梅の形をした塩の塊。僕を早死にさせるつもりなのか。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （ノーリツ号）
・いつのみにいけるのか。　　　　　　　　　　　　  （ちりめん）
・いつあそびにいけるのか。　　　　　　　　　　　　  （ぺぺい）
・いつくるのだろうか。　　　　　　　　　　  （ひとはたうさぎ）
・わすれとった･･･　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（酎西）

公益社団法人　徳島県建築士会
〒 770-0931　徳島市富田浜 2 丁目 10 番地
　　　　　　建設センター 5F
[TEL] 088-653-7570　[FAX] 088-624-1710

発
行
所

建築士会本部行事案内
令和 ４ 年 ９ 月 令和 ４ 年 10 月

11 日㈰　二級建築士試験（製図）

14 日㈬　建築相談

28 日㈬　建築相談

（建設センター）

（士会会議室）

（士会会議室）

  ９日㈰　一級・木造建築士試験（製図）

12 日㈬　建築相談

14 日㈮〜 16 日㈰　建築士全国大会本部ツアー

20 日㈭　監理技術者講習

23 日㈰　建築甲子園 徳島大会

25 日㈫　親睦ゴルフ大会

26 日㈬　建築相談

（建設センター）

（士会会議室）

（秋田県）

（士会会議室）

（四国大学交流ホール）

（サンピア GC）

（士会会議室）

※　木造住宅耐震相談は、平日の午後１時から午後４時まで実施しています。
※　住宅相談は第2・第 4水曜日の午後１時・２時・３時（相談時間は１時間以内）に実施しています（要予約）。

編集後記編集後記


