
わかりやすい正解の見えない時代にあって、建築家の仕事の領域も広がっていると同時に、自
らそれをデザインする必要性を感じています。
建築設計を超えて、自らの活動領域を広げられていらっしゃる建築家の方々をお招きし、どん
なビジョンを持ち、どんな方法で周りを巻き込み、状況を突破しているのか伺い、議論を通して、
建築家の生態に迫りたいと考えています。（成瀬友梨）

永山祐子 

遠藤幹子

アストリッド・クライン

富田玲子

展示：９月２９日（土）

展示：９月１日（土）- ９月２６日（水）

 2018 年 9 月 1 日 ( 土 ) 14:00-16:00　gallery IHA Lecture room（1F）　

 2018 年 10 月 13 日 ( 土 ) 14:00-16:00　gallery IHA Lecture room（1F）

 2018 年 9 月 29 日 ( 土 ) 18:00-20:00 　gallery IHA Lecture room（1F）

 2018 年 9 月 22 日 ( 土 ) 18:00-20:00　gallery IHA Lecture room（1F）

『建築家の生態を探る』  
curation: 成瀬友梨 + produce: 長谷川逸子

NPO 建築とアートの道場　2018 秋 -1 レクチャーシリーズ

gallery  IHA

建築というきっかけ

コミュニティをエンパワーする建築

Living Retail

人を愛する建築

アストリッド・クライン   Astrid Klein　
　
クライン ダイサム アーキテクツ代表。イタリア・バレーゼ生まれ。伊東
豊雄建築設計事務所を経て、1991 年に、マーク・ダイサムと共に現事務
所クライン ダイサム アーキテクツ（KDa）を設立。
建築、インテリア、インスタレーションといった複数の分野のデザイン
を手掛ける KDa の作品やその活動は、国際的評価を得ており、注目を集
めるクライアントと様々なプロジェクトを進めている。
代 表 作 に   DAIKANYAMA T-SITE (2011)、Google Tokyo Office (2010)、
Ginza Place (2016) など。Design For Asia Awards、World Architecture 
Festival Awards、Wallpaper* Design Awards 他受賞多数。

全回予約制

NPO 建築とアートの道場では、会員を募集しております。
ご相談、お申し込みは 03-3818-5460 までどうぞ。

HP からのお申し込みも可能です。
https://galleryiha.wixsite.com/galleryiha/membership

gallery  IHA

参加費 1000 円

文京区湯島 1-9-7　〒113-0034

神田明神

湯島聖堂
東京医科歯科大学

本郷通り

外堀通り

御茶ノ水駅

千代田線・新御茶ノ水駅 B1出口

秋葉原新宿

丸ノ内線御茶ノ水駅
出口 2

小川軒

蔵前橋
通り

聖
橋

☆ galleryIHA, IVENT サイトよりお申し込みください。

https://galleryiha.wixsite.com/galleryiha/ivent-25

1F Lecture Room
2F Exhibition Room
3F Meeting Room
4-5F Exhibition of 
Itsuko Hasegawa Atelier

遠藤幹子 　えんどうみきこ
　
一般社団法人マザー・アーキテクチュア代表理事。東京藝術大学大学院
修了。The Berlage Institute 修了。オランダでの留学中に出産・子育てを
経験し、良質なデザインが公共に広く展開される豊かさに触れ、2003 年
の帰国以降、大人から子どもまで「みんなが創造力を育める場づくり」
をテーマに、公共文化施設や商業施設のデザインやワークショップを手
がける。2011 年からは国際協力 NGO ジョイセフと共に、アフリカのザ
ンビアの村々にお産の施設を住民参加型で建設する「ザンビアのマタニ
ティハウス」プロジェクトも継続的に行っている。
主な作品に、彫刻の森美術館「Art Loop」(2007)、NHK E テレ「いないい
ないばあっ！」（2011）、三重県立博物館「こども体験展示室」（2014）、
福岡市科学館（2011）。
主な受賞に、JCD デザインアワード新人賞（2008）、東京建築士会これか
らの建築家賞（2015）。共著に『ゼロ世代 11 人のデザイン作法』（六耀社）、

『これからの建築士』（学芸出版社）。

＊会員の方は各企画の参加費無料です。 
＊会員のみなさまには活動記録の小冊子をお届けいたします。
＊会員価格で各室を利用できます。

永山祐子 　ながやまゆうこ
　
1975 年東京生まれ。1998 年昭和女子大学生活美学科卒業。1998 - 2002
年 青木淳建築計画事務所勤務。2002 年永山祐子建築設計設立。
主な仕事、「LOUIS VUITTON 京都大丸店」、「丘のある家」、「ANTEPRIMA」、

「カヤバ珈琲」、「SISII」、「木屋旅館」、「豊島横尾館（美術館）」、「渋谷西
武 AB 館５F」、「女神の森セントラルガーデン（小淵沢のホール・複合施設）」
など。
ロレアル賞奨励賞、JCD デザイン賞奨励賞（2005）、AR Awards（UK）優
秀賞（2006）「丘のあるいえ」、ARCHITECTURAL RECORD Award, Design 
Vanguard（2012）、JIA 新人賞（2014）「豊島横尾館」、山梨県建築文化賞、
JCD Design Award 銀賞（2017）、東京建築賞優秀賞（2018）「女神の森
セントラルガーデン」など。
http://www.yukonagayama.co.jp/

賛助：鹿島建設株式会社、大光電機株式会社

参加費は当日受付にてお支払いください。

BY-HOUSE 1-9-7 Yushima, Bunkyo-ku, Tokyo  #113-0034
gallery.iha@ihasegawa.com

open 火 - 土 11:00-18:00、close 日・月・祝日

富田玲子　とみたれいこ
　
1938 年東京都生まれ。1961 年東京大学工学部建築学科卒業。1963 年同
大学院丹下健三研究室にて修士課程修了。1963 - 1971 年吉阪隆正が主催
する U 研究室に所属。1971 年樋口裕康、大竹康市、有村桂子、重村力ら
と象設計集団を設立。
主な作品に、ドーモ・セラカント、ドーモ・アラベスカ、ドーモ・キニャー
ナなどの住宅、名護市庁舎、今帰仁村中央公民館、進修館、笠原小学校、
矢野南小学校、石川県九谷焼美術館などの公共建築、用賀プロムナード、
台湾冬山河親水公園などのランドスケープデザインがある。
著書に『空間に恋してー象設計集団のいろはカルタ』（共著 , 工作舎 ,2004）、

『小さな建築』（みすず書房 ,2007、2016 増補新版）。訳書に『都市のイメー
ジ』（丹下健三との共訳 , 岩波書店 ,1968、2007 新装版）がある。

成瀬友梨　なるせゆり

1979 年愛知県生まれ。2007 年東京大学大学院博士課程単位取得退学。
同年成瀬・猪熊建築設計事務所共同設立。10 年から 17 年まで東京大学
助教。代表作に「FabCafe Tokyo」「LT 城西」「柏の葉オープンイノベーショ
ンラボ（KOIL）」「西武池袋本店パブリックスペース」「豊島八百万ラボ」

「キュープラザ二子玉川」「高尾山スミカ」。
主な受賞に、INTERNATIONAL ARCHITECTURE AWARDS、2015 年日本建
築学会作品選集新人賞、JIDAWARDS 2015 大賞、第 15 回ヴェネチア・ビ
エンナーレ国際建築展 出展 特別表彰。著書に、『シェアをデザインする』

（共著 , 学芸出版社）、『シェア空間の設計手法』（責任編集 , 学芸出版社）、『子
育てしながら建築を仕事にする』（編著 , 学芸出版）


