第 26 回東北建築作品発表会

プログラム

＜発表①＞
【小規模建築物部門】◎は発表者です
1 路地奥に住まう
（工作室 齊藤彰一級建築士事務所 ◎齊藤彰、
小地沢将之、小谷建築設計㈱ 小谷竜士）

発表時間
10：05～10：15

2

10：16～10：26

富谷ファミリーメンタルクリニック
（SOYsource 建築設計事務所／東北学院大学 櫻井一弥、
SOYsource 建築設計事務所 ◎太田秀俊、◎安田直民、
市場建築構造設計事務所 市場芳男）

3

10：27～10：37

MAX 設計新社屋
（㈱鈴木弘人設計事務所 ◎鈴木弘二、佐藤光彦建築設計事務所

4

佐藤光彦）
10：38～10：48

斜光の家
（蟻塚学建築設計事務所

5

◎蟻塚学、(株)建築構造研究所

大原和之）
10：49～10：59

i-HOUSE
（松浦一級建築設計事務所
===

◎松浦良博）
休憩

===

＜発表②＞
【一般建築物部門】

6

11：09～11：19

八幡平市庁舎・多目的ホール
（㈱関・空間設計 渡邉宏、木皿泉、杉本光司、◎岩根敦、大村勇、
㈱T&A 一級建築士事務所 細川武、㈱総合設備計画 高瀬裕司、佐藤勲）

7

11：20～11：30

仙台市泉岳自然ふれあい館
（㈱関・空間設計 渡邉宏、木皿泉、杉本光司、◎斎藤拓也、佐藤一彦、
大村勇、高野構造設計室 高野正、㈲テラ構造設計 高橋一夫、
㈱EIS 設備計画 高橋和弘、遊佐勇一）

8

岩沼市玉浦西災害公営住宅 B-1 地区

11：31～11：41

（㈲都市建築設計集団 / UAPP ◎手島浩之、皆本建築工房 皆本功、
㈲アイワ企画事務所 高橋守、㈲内外設備設計 高橋十悦）

9

11：42～11：52

二戸市立浄法寺小学校
（㈱山下設計 河合陽一郎、◎谷口太郎、奥山敦之、大野裕司、水木久夫、
元㈱山下設計社員 現ヒズ＠スタイルワークス建築事務所 岩田俊和）

10

（㈱山下設計
水木久夫）

11

河合陽一郎、木村完、◎谷口太郎、佐々木清、大野裕司、

特別養護老人ホーム福寿荘

（㈱豊建築事務所

12

11：53～12：03

二戸市立福岡中学校

福原山荘

田中秀朗、◎高柳雅一）

北里大学獣医学部 本館 A 棟 本館 B 棟 十和田キャンパス

（KAJIMA DESIGN（鹿島建設㈱ 建築設計本部）篠田秀樹、
◎丸野道明、宮本誠、太田浩司、近藤順也）
===

12：04～12：14

昼休憩

===

12：15～12：25

＜発表③＞
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日本基督教団

(㈱山下設計

14

13：15～13：25

仙台長町教会

◎笹岡歩、佐々木清、田元義人）
13：26～13：36

小百合第二保育園

（㈱鈴木建築設計事務所 武田弘、安達勝美、◎伊藤香苗、藤原薫、
◎齋藤英二、㈱連設備コンサルタント 古瀬準一、
エスプロ電気設計 田中均）

15

13：37～13：47

大崎市民病院本院

（㈱山下設計 松丸典義、木村完、奥山敦之、水木久夫、大野裕司、
㈱久米設計 南部真、小倉基延、内山晴夫、横山大毅、佐々木真司、
戸田建設㈱一級建築士事務所 竹村和晃、◎成瀬功、谷内畝和夫、
石坂隆幸、黒木富幸、福田秀雄、森園直矢）

16

介護老人保健施設

13：48～13：58

「たいわ」

（㈲Ｚ設計 ◎新澤悦夫、㈲エヌケイプランニング
㈱エスト環境デザイン 柏木栄）

17

エリム（Elem）いわき市体験型経済教育施設

（清水建設㈱
長嶋寛治）

18

13：59～14：09

◎黒川明彦、◎三角兼一郎、亀井沢圭介、丹野俊雄、

聖ウルスラ修道会本部修道院・カトリック一本杉教会

（大山博建築設計事務所
丹野俊雄）

19

千葉法明、

大山博、清水建設㈱

14：10～14：20

◎三角兼一郎、佐々木聡、
14：21～14：31

三宝保育園

（㈱ 日比野設計 ＋ 幼児の城 ◎安藤達郎、◎日比野拓、◎鈴木渉太、
㈱ ヨシオカ設計 吉岡順一、㈱空間設備コンサルタント 今井雅博、
長坂知宏）
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仙台市立病院

14：32～14：42

（㈱山下設計 ◎藤田衛、◎宮本一平、堀江伸、阪上浩二、奥山敦之、
原田良平、羽田司）
=== 休憩 ===

＜発表④＞
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二本松市立

とうわこども園

15：00～15：10

（福島県建築設計協同組合 三瓶雅春、㈲辺見美津男設計室 ◎辺見美津男、
Ｔプラス一級建築士事務所 櫛田利美、三和設備設計事務所 加藤仁、
加藤潔）
15：11～15：21
22 釜石市上中島町復興公営住宅Ⅱ期
（㈱日本設計 森本修弥、日鉄住金テックスエンジ㈱ 小崎政文、若山泰郎、
元島光信、㈱竹中工務店 寺田巧、大山忠明、若林秀喜、◎鎌谷潤、
安岡千尋、大場紀代人、田原誠、津田康浩）
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野口英世記念館

15：22～15：32

（㈱竹中工務店 葛和久、木下辰也、◎阿部克紀、安岡千尋、高橋雄治、
田原誠、大川康晴）

24

庄内町ギャラリー温泉 町湯

（㈱設計・計画 高谷時彦事務所 ◎高谷時彦、大高崇、
㈲レン構造設計事務所 二連木清、脇 將、
㈱日本エアコンセンター 田村悟、湯島俊夫）

15：33～15：43

25

道の駅あいづ

15：44～15：54

湯川・会津坂下

（アルセッド建築研究所 三井所清典、関邦紀、◎小口亮、
ホルツストラ一級建築士事務所 稲山正弘、
坂田涼太郎構造設計事務所 坂田涼太郎、ピーエーシー 竹澤聰、
仲西隆幸（元所員））

26 子どもの村東北
（㈱松本純一郎設計事務所 ◎松本純一郎、
㈱針生承一建築研究所 針生承一、
㈲ＳＯＹ source 建築設計事務所 安田直民、
㈱鈴木弘人設計事務所 鈴木弘二、NEO 建築構造 遠藤喜行、
池田設備設計事務所 池田仁、智建築設備設計事務所 佐々木勉）

15：55～16：05

27 石巻市営新立野復興住宅
（大和ハウス工業㈱ 橋本英治、八田芳直、鈴木光章、◎石井博之、
坪田昌之、坪内晴彦、森川雅也、㈲阿部仁史アトリエ 阿部仁史、
◎矢口秀夫、菅谷祐輔）

28

16：06～16：16

塩竈市杉村惇美術館

（㈱鈴木弘人設計事務所 ◎鈴木弘二、◎鈴木大助、
東北芸術工科大学 竹内昌義、馬場正尊、亀岡真彦、工藤裕太）

16：17～16：27
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