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しかし、中国史学者の富谷至氏によれば「故きを温（あたた）め

４月２８日いい家塾１６期第３講は、服部緑地公園内にある日
本民家集落博物館で行った。講座のテーマは「温故知新」を掲げた。

て」が正しいという。
「学んだ事を修復せず、冷たくしてしまうのでは

午前 10 時から学芸員さんのガイドで古民家を見学した後、セミナ

なくて常に火を加えて肉を煮て熟成させるようにする」 これが孔子

ールームで座学を行い４時終了した。

の主張だという。なるほど「温」はたずねるよりあたためる方が無

ここには、日本各地の代表的な民家を移築復元し、関連民具と

理もないし、手を加えて熟成させるのは論語的であると話しました。

合わせて展示するため昭和３１年に日本で最初に設置された野外
博物館である。多くの樹木や草花に囲まれた約３万６千㎡の敷地

木造住宅は長寿命

内に、北は岩手県 「南部の曲家」 から南は鹿児島県 「奄美大島

各民家は、風土 ･ 習慣から生まれた特色を色濃く残し、景観的に

の高倉」 まで１２棟の民家が集められている。 いずれも１７〜

も優れたものです。自然を活かし、調和を図りながら生活を営んで

１９世紀（江戸時代）に建築され、昭和３０年代まで人々が生活

いた先人の知恵を随所にうかがえる。
その暮らしぶりは時を越えて

を営んでいたという。

今に生きる私達に大きなメッセージを語りかけてくれる。
当に民俗学的にも興味深いし、築３００年以上の木造伝統工法

｢家｣のなりたち

の素晴らしさを塾生は体感してくれた。

まず、
「家」という小学校２年生で習う漢字の成立ちをみてみまし

当塾ではこの伝統工法の良さを活かし、現代の生活スタイルに

ょう。六書による分類では、二つ以上の漢字を組み合わせて別の意

適合した木造在来軸組工法を推奨している。当塾は「１００年住

味を示す会意文字だという。
ウ冠＋豕編（いのこへん）＝家

宅で個人経済を豊かにし良き家族制度を復活する」というスロー

ウ冠は空･宇宙など上の物を表し、家の場合は屋根を示す。豕と
は、中国では豚の事で屋根の下に人と家畜が同居していた事が分

ガンを掲げて活動している。
これこそ「温故知新」の実践である。
ハイキングを兼ねて見学のお奨めスポットです。

かる。見学した岩手の「南部の曲家」は直角に曲がった平屋建で
馬と人が同じ屋根の下で同居していた。
こうして漢字の成立ちも合
わせて見ると面白いですね。

「温故知新」とは
さて、当日のテーマについて私は、
こんな話をした。
「論語」にあ
る「温故知新」といえば「故（ふる）きを温（たずねて）新しき
を知る」と一般的に読み解釈されてきた。

O B 施 主 さま 対 象

無垢の木の床や、
家具のお手入れ講習会参加者募集！
無垢の床などのお手入れ講習の会場を

日

時：10 月 19 日土曜日 午後 1 時半〜 5 時

講習会場：１４期林寺邸 ( 正福寺庫裏 )
大阪市東淀川区東中島２丁目 1-7
集合場所：地下鉄御堂筋線西中島南方駅
南改札１時１０分集合

実際のお家をお借りして行います。

参 加 者：家塾で建築された OB 施主５〜６組 ( 先着順 )

講習終了後、情報交換会も予定しています。

参 加 費：一組１０００円
申込み先：サポーター 山本容子（090-1071-1155）

「国 宝 薬 師 寺 東塔、解体修理を訪れて」
サポーター 株式会社 岩鶴工務店

去る 2 月 3 日、春のような温かさの中、いい家塾主催「国宝薬
師寺東塔解体修理見学会」が行われた。

岩鶴 祥司

棟梁は、
「木は生きている」という。薬師寺西塔を再建した当時、
現存している東塔より屋根をうける垂木を五寸 (15cm) ほど高く組

薬師寺東塔とは、平城遷都に伴いに建てられた三重の塔で西暦

みあげた。
それは屋根瓦や土の重みで「500 年もしたら同じ高さ

730 年に建立、今年でおよそ 1300 年を数える。
この塔は各層に裳

になるのとちがいますやろか」と。西岡棟梁が法隆寺金堂と五重

階（もこし）と呼ばれる飾り屋根を持つ独特の意匠で知られ、律

塔を解体したときのこと。軒を支える垂木が屋根の重みでかなり曲

動する優美な姿は「凍れる音楽」とも評され、天平文化の傑作と

がって垂れ下がっており、瓦や屋根土を降ろすと、ニ、三日のうちに

称えられる。

曲がりが戻り元の姿に。
これを見て、木は生きているのだ、
と しみじ
み思いましたと語っている。1300 年もの間、木の持つ生命力を如

この東塔は幾度の修理が重ねられ、大切に保存されてきた。
し
かし全面解体をして修理されるのは 1300 年の歴史の中で初めて

何なく発揮してきた薬師寺の東塔。今回の解体修理により、更に多
くの事実が判明することだろう。

のこと。
この工事は平成 30 年まで続く。現在は素屋根と呼ばれる
仮設建物で全体が覆われ、そこには心柱を装飾していた相輪と約

昨今、長期優良住宅など建物の長寿命化がやっと叫ばれるよう

2 万枚の瓦が降ろされた姿があった。奈良時代の工匠達が造り上

になってきた。しかしながら安心だ、メンテナンスフリーだと短

げた素の東塔を見て、建設に携わる者としてまさに身震いする思

絡的に捉えては問題である。長く使い続けるためには長期優良住

いがした。
さらに、水煙に浮かし彫りされた天女の姿も間近にみる

宅でも鉄骨住宅でも定期改修は必要である。薬師寺東塔も 1300

ことができ、感激もひとしおであった。天より下界に舞い降りるその

年の間、 先達により幾度もの改修を重ねてきた結果である。重

姿は平和への祈りと願いを現代に物語っている。

要文化材だから予算があり、現代に残った訳ではない。薬師寺が
文化財指定になったのは、たかだか 60 年程前、昭和 26 年のこと

いい家塾では、昨年・今年と 2 年に渡り法隆寺金堂や薬師寺西
塔の再建を取り仕切られた西岡常一棟梁のドキュメンタリー映画
「鬼に訊け」を上映してきた。

なのである。
この薬師寺東塔解体改修現場をみて感じた。
「自然の恵みを用
いて心を込めて建て、そして大切に使え。すれば木造の塔でも
1300 年もの間、風雪に耐えうるのだ」と。
難波にある旧新歌舞伎座は大手ゼネコン建築の鉄筋コンクリー
ト造であるが、
わずか 50 年。老朽化として間もなく解体される。

東塔を模して再建された西塔

素屋根でおおわれた解体修理中の東塔

Ｍ邸完成見学会報告
サポーター アトリエ2馬力

Ｙ邸完成見学会報告
吉田公彦

3 月 20 日、
こよみ通り暖かくなった春分の日の午後、20 数名と
いう多数のご参加を頂いて、
Ｍ邸の完成見学会が行われました。
「ディープ大阪」とも表現できる、昭和な香が漂う大阪市東成区
の今里新道商店街の一角で代々薬局を営むＭさんご一家の住ま

サポーター 時愉空間

山田哲也

去る５月２５日、
甲子園から近くの１５期生Ｙ邸で、いい家塾の
完成見学会が開催されました。
参加された方達は、狭い道路から、更に奥まった敷地にびっくり
されながらも建物内部に入ります。

いが今回の舞台です。現在の当主であるんＭさんご一家と、70 歳

塾長から、
このプロジェクトの特徴の説明、
その後、サポーターの

を過ぎてなお現役の薬剤師としてお店に立たれるお母さんのため

岩鶴社長から土地取得の苦労話、時愉空間から設計の概要、藤原

の 2 世帯住宅。旧宅の建て替えです。

社長から、建物に使われた材料や設備等の説明を行いました。

この家にはいくつかのポイントがありました。
その１●都会の真ん中の商業地域（防火地域）に家塾ならでは
の木や自然素材をふんだんに使った家を実現すること。
その 2●先々代（おじいちゃん）の思いのこもった樹木や旧宅の
部材を生かして記憶をとどめられるようにすること。
その 3●限られた敷地の中で、風が通り、光が感じられる居心地の
いい「二つの家」をつくること。
その 4●「二つの家」は構造は一体ながら、2 世帯であることを考

その後は、部屋の内部を自由見学をしながら、質疑応答。
参加者からは家塾スタッフだけでは無く、お施主様や塾生ＯＢ
の義理のお父様にも質問があったり、質意義応答の場面が印象的
でした。
建売住宅やプレハブ住宅と違い、お施主様も、土地選びから始
まり、設計から工事の最後まで家造りに参加する「いい家塾」な
らではの光景です。

慮して緩やかにつなぐこと。
などです。

最後は、恒例の「引き渡し式」。塾長からお施主様に記念品のプ
レートが渡され、参加者全員でこの家の完成をお祝いしました。

実際にご覧いただいた皆さんの関心も順序をつければ、
①旧宅を支えていたものを再生利用した、太い丸太梁。
（これは防
火地域の中で、
「燃え代設計」という基準をクリアすることで木
を表すことが可能になったものです。）
②おじいちゃんが丹精を込めて育てた、中庭にあった高野槇を切

四方を隣家に囲まれた密集市街地に於いても、採光、通風を十
分に確保したコンパクトな心地良い住宅になったと思います。
見学会の参加を通じ、参加された方達の求める理想の住宅の
「イロイロなヒント」になれば幸いです。
Ｙ様、有難うございました。今後も宜しくお願い致します。

り出し、丁寧に乾燥、加工して生かした「床柱」。
③決して広くはないけれど、丸太梁の通る斜め天井の居心地のよ
さそうな母宅のリビングルーム。
④玄関の飾り棚として再利用した「違い棚」、階段部分の「書院窓」、
和室やリビングに配した「欄間」などかつての匠たちの技を大
切に再利用した部材。

【参加者募集】
◆ 公開講座第３弾

大阪木材のまち「平林」で広葉樹を知ろう。

広葉樹と針葉樹の違いを、切り比べなどで体感しましょう！

⑤そういう「昭和な」テイストと調和を保ちつつ、現代的な雰囲
気の若い世帯のリビングダイニング。
といった風になったでしょうか。
見どころも多く、特長のある住まいですが、
「参考になるところが
多々ある」との感想を数多く頂けたことは、設計を担当したものと

親子で参加をお奨めします。
日 時：平成２５年９月８日 ( 日 )12：00〜16：30
集

合：地下鉄四つ橋線北加賀屋駅３号出口 11：40

会

場：総合木材株式会社
住之江区平林北 -1-40 駐車場有

参加費：1,500 円当日

して、嬉しい限りの一日でした。

◆ 高知県梼原町森林組合バスツアー
「見所満載、感動的」15・16 期生の伐採祈願祭に参加します
日 時：９月２８・２９日 ( 土・日 )9：00 難波出発
参加費：大人 20,000 円１泊４食 ( 高知県の補助で割安 )
詳細は事務局までお問い合わせください。
▲

▲完成見学会（Ｍ邸）の様子

高知県ゆすはら町

土佐杉のふる里を訪ねてみよう。

サポーター 胡桃設計

木津田秀雄

今年から始まった公開講座の第1回目として、3月16日から17日に

に、仕事をされている方も、若者も多く、
日本の林業を継続可能な形

かけて、高知県の梼原町に行ってきました。梼原町森林組合は、継続

できちんと支えてゆくには、梼原町森林組合のような活動が必要な

可能な林業を行っており国際認証機関よりFSC森林認証を受けてい

のだと実感しました。

ます。最先端の林業経営の状況を見学するとともに、環境モデル都
市としての取り組みを見学させていただいています。

ツアーでは、坂本龍馬が脱藩した際に歩いて山越した脱藩の道
や、自然エネルギーを活用した町庁舎の見学、カルスト台地や風力

また、いい家塾では梼原町森林組合とタイアップして、使用する木

発電設備を見学しました。

材を見てもらうだけでなく、伐採祈願祭として、実際に使用する木材
の伐採作業を御施主さんにも参加していただき実施しています。

梼原町の皆さんのあたたかな歓迎、活気のある森林組合の様子
など、何度参加しても、また行きたいなと感じさせる町です。いい家

今回は3期生のＭ様、14期生のＡ様の2家族の家の伐採祈願祭を

塾では、今回のようなツアーを公開講座の他、伐採祈願祭を兼ねて

行いました。Ｍ様はご夫婦とお子様、Ａ様もお母様とご夫妻、お子様

順次予定しています。次回は9月28日・29日を予定しています（3ペー

と多世代で参加していただき、長期に住み続ける家の出発として感

ジを参照）。ぜひご参加下さい。

慨深い伐採祈願祭となったと思います。

伐採を始める前に、祭壇で森の神様に感謝のお礼を参加者一同
で申し上げてから、各家族、設計者、施工者によって斧入れを行い、
伐採をしていただきました。何十年とこの地に根をはった、20mを超
える大木が大きな地響きとともに倒れます。根元を見ると、年輪の間
から水がしたたる状態でした。まさに生きている木を使わせてもら
うんだという実感が生で感じられた瞬間でした。今回伐採した木は、
家の中心になる棟木や、大黒柱にして使用する予定です。

森林組合の工場では、
ストックヤード、加工場、乾燥釜などを見学
しました。最終的には残材も全てペレット燃料の材料などに活用す
る様子など、まさに継続可能な林業の姿を見せて頂きました。実際

構造見学会■豊中の2世帯住宅
日時 9月1日
（日）午後１時
集合 北大阪急行「桃山台」駅

梅田側西側出口

今年3月に梼原において、伐採祈願祭を行ったお宅の構造見学会を
行います。
構造計算をきちんと行い、適材適所に必要な材を配置しています。2世
帯住宅で規模も大きいお宅ですので、ゆっくりと見学していただけると思
います。
大きなリビング空間にある大黒柱は、山本博工務店の社長が「やっぱ
りこのくらいの材は使わないといかんでしょう」
と言って、採算を度外視
して？選んでいただいた180角の桧材で、まさにこの家を支える材とな
っています。
セルローズファイバーの断熱施工も進んでいる時期ですので、構造
だけではなく、断熱施工の状況も見学していただけます。

構造見学会■三木 緑が丘の家
日時 ８月11日
（日）午後１時
集合 神戸電鉄「緑が丘」駅

3 期生 Ｍさん家族 大黒柱用材を伐採した。

暑いさなかに、
「熱い」家づくりの構造見学会です。
この家の特長は、２階リビングで斜めの天井を実現するための太い「登
り梁」が見えることや、ロフト、小上がりの和室などと共に、１階にピロティ
状の空間を設けて駐車スペースを２台分確保したところ。本来、
「弱い部
分」になりがちなピロティですが、
ここのは、
しっかりと幅広に取った壁柱
を両端と真ん中に使うことによって、頑丈な空間を実現したことです。
高知県梼原町で今年３月に、伐採祈願をした、大黒柱も
「意外なところ」
に鎮座していたりします。完成したら決して見ることのできない、大切な
構造の見学会、ぜひ多くの皆さんのご参加をお待ち致します。

2013.06.20今年の夏は異常気象といわれている。空梅雨かと思えばゲリラ豪雨により各地で大きな被害がでた。
さらに、４０度になろうかという猛暑、酷暑である。
これには堪らず各地で熱中症患者が増大した。 まるで、赤道が日本列島に近づいてきたようだ！！
これは、以前から指摘されてきた地球温暖化現象なのだろう。
「家づくりは夏の暑さを旨とすべし」
を、実践する当塾のスタンスが益々注目されそうだ。

