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木造住宅などの外壁モルタルや浴室内のタイル下地モルタル、漆喰などの下地に「木摺（きずり）
」
材が多く使われている。一般的に外壁用で 90 × 9、室内用で 45 × 6 程度の小幅板材で、1 ㎝前後の
隙間を空けて横、縦や斜めに柱や縦胴縁に打ち付けて、それを下地にしてモルタルや漆喰を塗る。明
治初期西洋建築と共に入ってきた塗り壁下地用の工法であり、在来の土壁下地に依らないで塗り壁が
出来る方法として今日も使われている。洋館付き住宅では和館部分は竹木舞下地土塗り、洋館部分は
木摺下地塗り壁と律儀にも別工法がとられていた。
その木摺の発祥は、ヨーロッパの組積造建物の内装下地に使われた。その組積造の内側は凹凸が大
きく、内装やその下地に苦労していた。そして、ルネッサンスの建築ブームにより合理化を図るため、
インテリア性を高めるため漆喰塗り壁下地に木摺が考案されたといわれている。
また、イタリヤルネッサンス期の建築ブームでは仕上げ用の漆喰の原料の入手では、手軽且つ近場
にあった古代ローマ時代の遺構の仕上げに貼られていた大理石（変成石灰岩）が転用され、現在のよ
うに遺構は躯体だけを眼にするものが多い。さらに、当然石材需要も高まり、これまた、古代遺構の
石材が多く転用されて、遺構の破壊が一挙に進んだ。そして、ルネッサンス期の建物の石材サイズも
転用材のため小ぶりなものになった。その後の戦火でも破壊され、現代では、辛うじて残った古代遺
跡も酸性雨によって傷みつけられている。
土壁と外壁用木摺

壁漆喰用木摺

ドーム天井の下地木摺

【お知らせ】

会のホームページが移転になりました！！（平成 24 年 7 月 1 日より）
「 http://yyjk.jpn.com/ 」
「よこはま洋館付き住宅を考える会」のご案内
洋館付き住宅の魅力を調べ、楽しみ、住み続けるための支援活動を非営利で進めています。お問い合わせは下記の事務局までお願いします。

ハイカラくらしすまい通信 第 35 号編集・発行：よこはま洋館付き住宅を考える会
〒 240-0016 横浜市保土ヶ谷区初音ヶ丘 9-2（担当：兼弘）／ E-Mail：yyjk@u-s-c.jp
TEL:045-335-7164 ／ FAX:045-335-7176 ／ http://yyjk.jpn.com/
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～シリーズ：洋館付き住宅と近代文化～

菊池 邦子

まちの宝物として残りました・・神奈川区 T 邸のお披露目
まだ残暑の厳しい９月１５日（土）に、T 家
の皆様のご好意で、これまで保存修理工事でお
世話になった方々に工事終了後の姿を見せて頂
くことになりました。当日はこの工事の技術指
導をしてくださった金出ミチルさん、以前建築
雑誌で Y Y J K の活動紹介のために取材してくだ
さった松井晴子さんをはじめ、YYJK 会員を中心
に２０数名が、家の外部から内部までゆっくり
拝見させて頂きました。
■完成した姿は以前と変わらずに
修理後の建物を前にして、
「前と全然変わって
ないねえ〜」という感想を漏らした会員に、
「そ
う言って頂けたら修理工事では及第点をもらえ
るそうです。」と答えました。工事前から金出さ
んから、保存修理工事では外観だけでなく、使
用されている材料等もできる限り既存のものを
再利用する事、新規の材料や施工法を採用する
場合はその根拠や結果を明確にした上で実施す
る事という指導を受けていました。これは T 邸
が国の登録有形文化財に登録されていて、その
保存修理にあたり文化庁の補助事業を受けたた
めです。登録有形文化財の場合は、登録時の外
観部分に対して変更があった時に、その場所や
面積に応じて変更手続きをしなければなりませ
んが、内部については住んでいる人の要望で改
修することができます。T 邸も書斎やトイレな
ど竣工後に増築や改修を行った所は、今回の工
事で間取りを変えて、居室として使い易く改修
しました。それと同時に今まで収納として使用
していた違い棚のある座敷床を元に戻し、コロ
ニアル葺きだった洋館屋根を創建時のフランス
瓦に葺き替えました。屋根の他は外見上大きな
変化は見えませんが、基礎を強固にして耐震補
強もしましたので、芯から丈夫な建物になった
と思います。
■住み手と共有したい「大事にする心」
住み慣れた家を残したいと思われる方も少な
くないと思いますが、今回のように建物の基礎
や構造まで工事するには新築と同じ位の費用が
掛ります。そのためもあって、私達の会が残し
たいと思っている洋館付き住宅だけでなく、昔
の暮らしや職人さんの技を伝えるような建物が

フランス瓦に葺き替えられた洋館

どんどん消えていきます。T 邸は NHK の番組「美
の壷」の「昭和の家」で紹介されたこともあり、
今ではまち行く人達にとって時の流れや懐かし
さを感じられる存在になっています。
内部を拝見してから、玄関の取次ぎの間でお
茶を頂きましたが、懐かしく落ち着いた感じが
居心地良く、参加者の話しが弾みました。この
ような家を残していくには住み手だけでなく、
その良さや大切さを伝えていくことが必要と改
めて感じた午後でした。T 家の皆様ありがとう
ございました。

修理完了した建物の前で（T さんも加わり）経過説明
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建物の歴史を残すこと：住まいの修復に携わって

金出

ミチル

港北区

旧後藤邸解体・門塀一部保存

島田 眞弓

（T 邸修復技術指導者）

ある日空地が目の前に現れてはじめて、この
場所にあった建物が景色に溶け込んでいたこと
に気づくことがあります。一方、年代を経た建
築を維持し続けるのはたいへんだと思われるこ
とに対して、逆らいがたい力を感じることもあ
ります。
多様な対象が含まれる日本の文化財保護制度
には、建物を使い続けるための比較的緩やかな
保存を可能とする登録有形文化財（以下、登録
文化財）の分類があります。この体制のもと、
平成 23 年度に実施された横浜市にある登録有形
文化財の洋館付き住宅 T 邸修復工事に技術指導
者として携わる機会を得て考えたことを、お伝
えしたく思います。
■建物の価値のありか
「この建物は文化財登録に値するか」と、聞か
れることが時折あります。地域づくりの一環と
して歴史ある建物がますます注目されるように
なり、近年は文化庁以外の各省庁でも多様な方
策が用意されるようになっています。

破損部のみを丁寧に拾い出して修理した外壁下見板張り

外壁は塗り直さずに割れの補修に留めたために、再現が
難しい仕上げを残すことができた
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築 50 年以上であること、という前提がはっき
りと証明でき、また建築当初の姿かたちが大き
く損なわれておらず、建築時期を特徴づける建
物であれば、ほとんどの建物が文化財登録の対
象となり得ます。著名な建築家による設計であ
る必要はありません。銘木が使用されていなく
とも、珍しい造作がなくてもかまいません。
建てられてから多くが波瀾万丈な星霜を経な
がらも、今日まで受け継がれてきた事実が、未
来へと継承したい建物の価値なのです。それは、
建物をよく知っている方こそ見出すことができ
るものです。
■建物の歴史を残す修復のために
文化財の修復には特殊な技術や能力が必要で
ある、あるいは一般の改修よりも費用がかかる、
と建物を残すことをためらう声が聞こえてくる
ことがあります。さらには、建物の修復技術だ
けでは解決できない社会的な課題も多く介在し
ています。
建物の修復には、新築と同様に様々な条件を
考慮しながらの設計が必要になります。建物を
健全にして、場合によってはその作品らしさを
取り戻す過程も含まれる修復工事では、指定文
化財であろうと登録文化財であろうと、基本と
する考え方は同じです。すなわち、まずは設計
時の意図やその後使い続けるために加えられた
手のうち、今後どの部分に焦点を当てたいかを
決め、具体的な修復方法を検討するわけです。
修復によって磨き上げたい価値を保つには、
時には特殊な材料や技法も必要となりますが、
建物所有者をはじめとする関係者全員の建物を
残したいと思う気持ちが原動力として欠かせま
せん。何をどのように残したいか。これを決め
るのが最も労力を要する段階です。その建物と
長い年月接することによって育まれた建物に対
する感情を後世に伝えられるようにすることこ
そが、修復のかなめとなります。この点を熟知
しているのは、建物に最も近い方々なのです。
■既存の材料と手仕事を残す
今まで伝えられてきた建築材料と当初施工時
の仕事をどれだけ残すことができるかによって、
修復後の仕上がりが大きく変わってきます。た
いがい所有者の方は、建物が「きれいに」なる
ことを望みます。しかし、建物の構造によって
は仕上げ材を広範囲にわたって新たに張り替え
たり塗り直しをすると、風雨に晒されてきた表
面の凸凹や手の跡や椅子を引きずった床の傷、
すなわち建物が使い続けられてきた証が目に見
えなくなってしまいます。
各時代の特徴的な材質や手仕事を施した造作
は、多くの建物に見られます。建築年代が下がっ

港北区旧後藤邸が門と塀を残して解体されま
した。敷地は旧知事公舎が建っていた県立篠原
苑地と地続きにある丘の中腹、旧東急電鉄が昭
和初期に宅地開発し分譲した「白楽台住宅地」
に隣接しています。風化した大谷石擁壁が描く
カーブとのり面の植栽がレトロな雰囲気で、丘
全体が公園のような地域です。
当会で案内役を務めた「まち歩き」の折、瓦
葺の門と塀・手入された庭木で囲われた門前の
空間が、登坂にあえぐ参加者をどれほど励まし
てくれたことでしょう。門の向こうに広がるで
あろう風景を想像しつつ、持参の水筒で一息つ
くことができました。

課題もはっきりしてきました。洋館付き住宅
は築 80 年を超えた歴史的建造物です。登録有形
文化財に値する街の宝ですが、横浜市内では減
少の一途。相続でやむを得ない場合もあります
が、暮しやすさの改善提案や修繕、技術者の紹
介など住宅を使い続けるために YYJK ができるお
手伝いはたくさんあります。今回は解体直前に
見学を許可され、記録を採ることができました。
この佇まいは会員に印象深く残っていたので、
急な連絡にもかかわらず、ほぼ全会員が記録調
査の参加を希望、9 月 3 日に 1 日だけの調査を行
うことができました。人数と時間の制約で、大
勢の方に声をかけられなかったのが残念でした。
「お住まいを使い続けたい」と思われましたら事
務局までご一報ください。

門と塀と全体

後藤邸は宅地造成された敷地に建つ平屋の住
宅です。北東に門塀、南西は擁壁、遮るものは
何もなく見晴らし良好の、彼方に富士山が見え
る景勝地です。この地形から入念な地業が行わ
れたようで、クラックの無い造りに一同感嘆。
南西端の奥座敷の窓（写真２）も開けると富士

昔の平面図

応接間ステンドグラス

奥座敷の窓

開けると富士山が見える

山。棟梁のしゃれっ気や
伝統的な技法を堪能し、建具の軽い開閉に行届
いた手入れ、暮らし方をうかがいながらの調査
は、あっという間に終了してしまいました。
建物は解体されましたがお休み処の門と塀は
残り、これからも坂を登る私たちを元気づけて
くれることでしょう。

付け書院の欄間

建物メモ
昭和 11 年（1936 年）建設。木造平屋建て洋館付き住宅
昭和 27 年 横浜銀行社宅として副頭取後藤務氏が家族
と居住（現当主 4 歳の時）。
昭和 40 年 後藤氏退職時に購入し住み続ける。
平成 24 年 9 月 解体
屋根：全館瓦葺で玄関・奥座敷は入母屋、洋館は切妻。
外壁：和館は外壁縦羽目板・洋館はリシン掻落し・腰壁
釉掛けスクラッチタイル、
応接間の出窓欄間にはステンドグラス
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井土ヶ谷市営住宅と同期（大正１４年）の七島、豆口市営住宅を巡った夏
今年の夏、Y Y J K 賛助会員の金子美紗緒さんと
二人で横浜市営震災復興住宅を巡りました。ハ
イカラ通信 32 号でレポートされた I 邸（2011
年 2 月に解体）があった井土ヶ谷住宅は大正 14
年竣工の横浜市営震災復興住宅です。木造平屋
一戸建て ( 建坪 15)、庭付きの簡易な住宅でし
たが、このような戸建て住宅が集合した形の市
営住宅が同年に七島、豆口にも建設されました。
関東大震災が大正 12 年の 9 月 1 日。震災直後か
ら素早くこのような事業を達成させた事に驚き
ましたが、調べてみるとすでに震災前から横浜
市はいくつもの市営住宅を全国に先駆けて計画・
供給してきたという事
がわかりました。Y Y J K
で 南 区 を 担 当 し、I 邸
をレポートした菊池さ
んにいただいた資料を
とおして、当会顧問の
水沼淑子先生の論文を
読ませていただき、横
浜市のこの先進的な住
宅事業の詳細を知るこ
とができました。7 月 25 日、関東学院大学へ水
沼先生をおたずねしました。水沼先生は震災前、
震災後の横浜市営住宅事業の調査研究をされて
います。1990 年頃に撮られた写真を見せていた
だくと、七島、豆口に残っていた竣工時からの
姿の住宅が井土ヶ谷住宅 I 邸と同じ特徴をもつ
建物だったので、探しに行こう！ということに
なりました。
8 月 5 日、金子さんと
京急子安駅で待ち合わ
せ、急坂を上り七島住
宅へ行きました。海抜
18 メートル、丘の上の
住宅地です。ひと区画
が大きく、宅地造成時
にコンクリート擁壁が
設けられて家は道路よ
りすこし高く、階段で
上がったところが玄関という家が多いです。自
家用車の時代にもかかわらず古い擁壁が残って
います。区画の細分化も少ないようでした。植
物に隠れて古そうな家屋もありましたが、ひと
目でわかる大正からのたてものは見つけられま
せんでした。高台を降りると家が密集。現在七
島の高台にある住宅は歴史的に古いという事も
あって高級住宅という印象です。

成谷 美加
8 月 18 日、豆口住宅へ。J R 山手
駅からさらに山を上ると海抜４９ｍ
の高台へ。爽やかな海風が吹き抜け
る、明るい感じの住宅街でした。真
中に公園があり、店舗つき住宅と
思われるものがありました。ここで
も古いコンクリート擁壁と道路から
家へ上がる数段の古い階段が見られ
ます。しかし現存する建物は…と諦
めかけた時、見覚えのある勾配の屋根が樹の間
から見え、私たちは小躍りせんばかりに喜びま
した。しかも大切にきれいに住まれているよう
です。これからも大切に住んで欲しいと願うば
かりです。根岸へ向かう帰り道には、レンガの
擁壁などもあり、近代遺跡を楽しみながら歩き
ました。大岡川沿いの平地である井土ヶ谷住宅
とまったく違う条件の住宅地であることを知り、
現地へ行かないとわからないものだと思いまし
た。
３箇所の震災復興市営住宅は何種類かの小住
宅（１号、２号、３号、特別 A 号など）があり、
地図上に各戸がどのタイプであるか表示されて
います。もともと井土ヶ谷住宅におすまいの金
子さんは、２００９年に横浜都市発展記念館で
開催された「横浜建築家列伝」という展覧会で、
この「井土ヶ谷市営住宅配置図」がパネルになっ
ているのを見て、由緒ある住宅地であったこと
を知り「浜っ子の血が騒いだ」とのことです。I
邸の一ノ瀬様が亡くなられ、Y Y J K 有志で記録を
残したいと集まったときに、「横浜建築家列伝」
の目録で私はこの図面をはじめて見ました。住
宅だけ建てるのではなく中央に公園と店舗つき
住宅を配した計画は、市民の自立と近隣との共
同体形成、まちづくりを考えた社会事業だと、
設計者の思いを感じました。大きな災害で傷つ
いた人々に先進的な住宅を提供しても、すぐに
元気になれる状態ではなかったかもしれません
が、近代の合理的な考えかたをもって日々前向
きになっていける、「新しい生活」を提案した公
共事業の価値は大きいと思います。
これから報告をまとめ、次世代にどういう形
で伝えていくかを考えたいと思います。

てくると工業製品の材料が使用され、補修や不
足分を補うことが困難になります。または、い
まや大量生産品の代名詞ともなってしまった合
板や波板鉄板が、かつては輸入品や高級品で
あったように、今日の製品では置き換えられな
い材料もあります。
このように建物ごとの課題があるので、修復
に対する答えはひとつではなく、慎重な扱いの
もとで個別の対応が必要となります。修復にお
いては、面として全部材を取り替えるよりは、
傷んだ範囲を丁寧に拾い出し、この部分だけに
手を入れる方法を選択できれば、建物が使われ
てきた跡を残せます。限られた予算と工期の中
で、このような配慮は骨の折れることですが、
十分に留意したいものです。
■修復時に求められる判断
どのように判断するかによって、修復された
建物の姿は大きく変わってきます。言い換えれ
ば、どこに手を入れたのかわからないけれども、
建物が健全になり、良い状態が保てる状態にす
る修復が理想なのです。
場合によっては、当初使用された材料が、当
時の流行や最先端の技術であったものが、経年
に耐えられない場合も見られます。修理のため
にいったん建物から取り外してしまうと、きれ
いな状態で元に戻しにくいものもあります。あ
るいは、立地にそぐわない設計がなされている
ことも考えられます。従って、文化財の修復時
によく行われるように、建物を特定時期の状態
に戻すことが望ましくない場合も生じるわけで
す。日常的に使用する建物であれば、快適に過
ごすための設備類の導入や更新も求められ、現
代の基準による建物の安全性の確保が必要とな
ります。これらは現代の建物を扱い慣れている
建築家の得意とするところでしょう。
修復工事の見学会も、近年は関係者の協力を
得て積極的に行われるようになっており、伝統
技法による施工状況について見聞きすることも
増えています。T 邸では別項にある通り、竣工
後に実施されました。このように建物に関心を
持つ方々が広く集まる機会を、思い切って設計
上の判断について参加者で話し合い、多岐にわ

たる課題の解決方法を探る、情報共有のための
場としてはいかがでしょうか。
■記録して修復を広める
修復が完成した折には、工事全体を通してど
の範囲にどのように手を加え、なぜそのような
判断をしたかを記録として残すことが大切です。
登録文化財や未指定文化財では、指定文化財の
ように修復工事の業務として修復記録が残され
る例はまだ数多くありませんが、このような記
録は修復された建物自体の履歴としてだけでな
く、ある時代あるいは地域に共通する項目につ
いて、他の建物の調査や修復時に参照できる貴
重な資料となります。
修復から時間が経ってしまってからでは、工
事の詳細についての記憶もあいまいになってき
ます。工事書類が身近にあるうちに、修復前後
と施工中の写真、図面、文章を修復報告書とし
てまとめたいものです。個人の住宅の場合は取
り扱いに注意が必要となりますが、完成品を関
係者や関係団体、地元の資料室や図書館に納め、
他の方々の目に触れる機会をつくることで、建
物を修復したいと思いながら、あと一押しを求
めている方々の参考になることでしょう。
■おわりに
修復して残そうする建物はほとんどの場合、
私たちの生まれる前からその土地に立ち、時流
に巧みに対応しながら、生き続けてきました。
普段はその存在を意識せずに過ごしていても、
実際に建物を残そうとすると、たくさんの課題
に直面することとなります。対処するためには、
多くの方々の知恵が必要となります。
よこはま洋館付き住宅を考える会のみなさま
の繋がりを通して、歴史ある建物に継続して手
を入れながら住まい続けるための方法を探り、
その活動を広く伝えていただくことによって、
より多くの建物が残される環境がかたちづくら
れてゆくことと思います。ひとりでできること
は限られていますが、T 邸に見られるように、会
の方々が長期にわたり建物所有者と良好な関わ
りを持ち続けることで修復され、この土地の景
観のよりどころのひとつが、この場所の生活と
ともに継承されてゆくのです。

玉石洗い出しの玄関叩きをそのまま残した

大谷石基礎は同じ材料で修復しても同様に傷みが進むこ
とが予想されたので、コンクリート基礎の大谷石張りに
変更された

地図はインターネット「横浜市１／３０００地形図 ( 昭
和初期）」より。
海抜は、インターネット「横浜市行政地図情報提供シス
テム」公共下水道台帳図より地盤高の表示を参考にしま
した。
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人と自然に優しい

聖母訪問会モンタナ第二修道院

鎌倉市の西部、腰越地区の緑深い小高い丘の
麓に聖母訪問会はあります。第二修道院は長崎
県から昭和１８年頃、過半の材料を移送し建築
されました。屋根は桟瓦葺きで色は釉薬の灰色、
壁は下見板貼りに白い塗装がしてあり、質素な
つくりながら年月を経た独特の風格と懐かしい
感じがする佇まいの木造２階建ての建物でした。
老朽化がはなはだしく、取り壊して鉄筋コンク
リート造で建替える計画が進んでいました。聖
母訪問会の環境に対する姿勢から「日本の伝統・
文化を大切にし、環境保全にふさわしい建物と
したい」という希望に沿って木造へ見直されま
した。材料・工法についても環境配慮を軸に納
得できるものを選定しています。
■屋根
素朴で簡素な屋根瓦は「十能瓦」といい、江
戸時代中期に発祥し、庶民の住まいなどに使わ
れて群馬地方に広まった和瓦です。そして、地
場産業を守ろうとする集団により復刻されまし
た。桟瓦とは、おもむきが全く違います。野地
板には木繊セメント板を使用、この材料の主要
材は国産間伐材で環境保全を考えた材料です。
又ルーフィングもコロシート使用、工場で杉板
加工しロール状になっているトントン葺き材で
す。
■外壁
この建物の見せ場である小聖堂の外装は、土
佐漆喰よろい（鎧）仕上げです。風雨の激しい
高知で使用されてきた耐久性・通気性の高い天
然素材を用い、やや黄色みをおびた色あいは建
物に温もりを与えており、高度な左官技術がい
る手間暇のかかる仕事です。随所に左官職人の
技が見られます。小聖堂以外の棟は土のやわら
かい素材感を感じる土佐漆喰はんだ仕上げです。
下地は木摺板横張り、防水紙貼りのうえラス張
りです。塗り厚は３０ミリで、一般の漆喰より
厚塗りです。なお施工は当会と縁の深い湯田さ
んです。
■床
土間（コンクリート）下には、防湿・断熱用
として木繊セメント板を用い、仕上げ床材は天
然無垢なら材の無塗装フローリング材を用い現
場で自然系塗料を施しました。シスター達の個
室は断熱効果の高い天然無垢桐材に現場で自然
系ワックスを塗ってあります。全ての場所で自
然系塗料を使用しています。
■内装
断熱材はセルローズ断熱、古新聞をリサイク
［ 4 ］

斎藤

勝

目鎹釘（めかすがいくぎ）

遠藤 靖仁

目鎹釘（めかすがいくぎ）とは、床板を固定する和釘です。
見えない様に、床板と根太を裏から固定して使います。
今では、数寄屋建築（茶室）や歌舞伎、能の桧舞台の床
板に使われています。普通の住宅でも 30 年前位までは使わ
れていました。江戸時代初期から使われていたのではない
かと思います。
目鎹釘（めかすがいくぎ）
二条城や知恩院の鶯張りの廊下は、この目鎹釘の打ち方
でいろいろな音色ができるようです。
大正、昭和初期の洋館付き住宅の調査や工事で錆びた目
鎹釘を見かけると、時代を感じる今日この頃です。

柳下邸の蔵前の床下
左：小聖堂

右：一般棟

ある力持ちの話

斎藤

勝

今回の T 邸では小規模な上げ屋工事を行いました。建物を直に
支える鋼材は 30 ｋｇレール 12 ｍ～ 9 ｍを長辺 2 本（かぶとレー
ル）、短辺 8 本（腰レール）を直交させ、その交点に 15 ｔ電動ジャ
ツキ 9 台を使い２日間かけ約 1.8 ｍ上げる工事でした。勿論、基
礎完了後には下げ屋工事も行いました。一番気を使ったのは応接
室の壁に割れが入らないで工事を進めることでした。施工者は東
京下町、墨田区押上で四代続く「鈴銀技工」です。今までの実績
としては、高さでは 7.2 ｍ（寺院）、面積では 500 坪（鉄骨造）、
曳き屋としては 1,500 ｍとのことです。主な工事は神社、仏閣です。
文化財では日光旧田母沢御用邸、三渓園鶴翔閣、館林正田記念館 約 1.8 ｍ上げ家された T 邸
等です。今は佐原で震災関連の仕事をしているそうです。
小聖堂祭壇

ルしたものです。天井裏及び外壁内側に用いま
した。内壁は自然素材でつくられた、生石灰ク
リーム塗り、下地はプラスターボードの上、薄
塗り２回塗り厚みは３ミリです。床材、建具等
には少量ですが創建時の材を使用しています。
■合板
この建物は大きな特徴として、全ての部位で
木材伐採による環境破壊を考慮して合板の使用
を避けています。
■設備
省エネ手法として雨水利用・真空式ソーラ温
水器・屋上緑化を取り入れています。
この建物は「100 年建築」をめざし、施主・
顧問の建築家・設計者・施工者・職人、三位一
体さらに五位一体？の力を発揮して平成１４年
９月に１年がかりで完成しました。

記念品のコースター
T 邸改修工事完了おめでとうございます。
当会で記念品を作らせていただきました。80
年間 T 邸を支えてきた土台のヒバ材を使った
コースターです。腐食がすすんでいたので取替
えた材ですが、切り口からヒバ特有のよい香り
がします。年輪から樹齢 160 年くらいであると
のこと。また、年輪の中心部分の密度が高いこ
とから植林された樹ではなく実生の樹であると
いうことです。堀井工務店に保存していただい
たヒバ材を厚さ 2 センチほどにスライスしてい
ただき、木目が美しく出るように研磨し、1 枚
ずつ絵を描きました。洋館付き住宅はもともと
愛らしい外観なので、比率をかえず現物に忠実
にカラーペンで描きました。洋館と入母屋の玄
関、そして完成を待たずに昇天した T 家愛犬の

成谷

美加

テディが家を守るようにして座っている絵柄で
す。表だけスプレーニスをうすくかけてありま
す。お披露目の当日、T 家の方が大変喜んでく
ださり、とても嬉しかったです。長い間家を守
りつづけてき
た ヒ バ 材。 こ
れからずっと、
時が流れても
道ゆく人の記
憶に残る家で
ありつづけて
欲しいという
願いを年輪に
こめて。
記念のコースター
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