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全国の大学生たちが小さな建築空間を日本の聖地に実現する
が小さな建築空間を日本の聖地に実現する
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合宿にて制作に挑み、
建築のプロセスを体験する、
地域滞在型の
サマーワークショップ

⪃ྂ
 ᖺ
ࠕᖹᇛ㑄㒔  ᖺ⚍ࠖ
ࡢᴗࡋ࡚ࠊ
ୡ⏺ᩥ㑇⏘
㸦⪃ྂ
࡛㛤ദ
㑇㊧ࡋ࡚ࡣ᪥ᮏึ㸧
ࡶᣦᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿዉⰋ࣭ᖹᇛᐑ㊧࡛㛤ദ

ࠕ⌧ᆅㄝ᫂ࡢᵝᏊ㸦᫂᪥㤶ᮧ㸧ࠖ

 ᖺ㈡࣭⍇⍈†ᾋࡪ
ࠕ⚄ࡢ᳇ࡴᓥࠖ
➉⏕ᓥ
㸦ྡྐ㊧㸧
࡚ᐆཝᑎ㒔ஂኵ㡲㯞⚄♫ඹ㛤ദ

 ᖺ㛤ἲ  ᖺ࡞ࡿ  ᖺ  ᗘࡢᖺࠊ
ḷᒣ
㧗㔝ᒣ࣭㔠๛ᓟᑎ
㸦ୡ⏺ᩥ㑇⏘㸧
ඹ㛤ദ

ࠕ᭱ඃ⚽సရ㸦➉⏕ᓥ㸧ࠖ

ࠕ᭱ඃ⚽సရ㸦㧗㔝ᒣ㸧ࠖ

 ᖺᅜႠ㣕㫽Ṕྐබᅬࡢ㛤₇ࣉࣞ࣋ࣥࢺࡋ࡚ࠊዉⰋ
᫂᪥㤶࣭࢟ࢺࣛྂቡ࡚᫂᪥㤶ᮧඹ㛤ദ

 ᖺࠕྂ㒔ி㒔ࡢᩥ㈈ࠖ
ࡢ୍⎔ࡋ࡚ࣘࢿࢫࢥࡢୡ⏺㑇⏘
Ⓩ㘓ࡉࢀࡓࠊ
ி㒔ᕷὠᕷࡲࡓࡀࡿኳྎ᐀⥲ᮏᒣẚཿ

ࠕ᭱⤊᪥ࡢබ㛤ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢᵝᏊ㸦㧗㔝ᒣ㸧ࠖ

ᒣ࡚ᘏᬺᑎඹ㛤ദ

ணᐃ㛤ദᆅ㸦ೃ⿵ᆅ㸧ࠉ ᖺఀໃ
㸦୕㔜㸧
ࠉ ᖺฟ㞼
㸦ᓥ᰿㸧ࠉ ᖺ᱇㞳ᐑ㸦ி㒔㸧
ẖᅇཧຍᏛ⏕ᩘࠉ ྡ
㸦බເࡼࡾ㑅ฟ㸧
ࠉؒࠉ㛤ദᮇࠉኟ㛤ദࠉؒࠉࢻࣂࢨ࣮㸸ᆅඖఏ⤫ᢏ⾡⪅ࠊ⤌⧊タィົᡤࠊࢮࢿࢥࣥࠊᘓ⠏࢚ࣥࢪ
ࢽࣜࣥࢢᴗؒබ㛤ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ㛤ദ᪥ཧຍᩘ ྡ㸦 ᖺ㛤ദᐇ⦼㸧

3

世界で活躍する建築家が登壇
ᘓ⠏䝺䜽䝏䝳䜰䝅䝸䞊䝈 㻞㻝㻣
2 ヶ月に 1 回
夜 7 時から
2 人の建築家が

1 組のゲストをお招きして
年 7 回開催
ࠕᖺ᭶᪥ࢤࢫࢺᘓ⠏ᐙᏳ⸨ᛅ㞝」

どんな少年・少女時代でしたか？

how did you spend your childhood years?
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5 つの分野のクリエイターが登壇
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ディナーを楽しみながら
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美術家
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若手建築家の

ファッションデザイナー

プレゼンテーションを

アートディレクター

ディナーを楽しみながら聴く

インテリア・プロダクトデザイナー
建築家

聴講者が主役の

第一人者が語る

イブニングレクチュア
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設立 1 周年記念イベントとして発足した「d レク」は、
５ つ の 主 要 な ク リ エ ー タ ー の 方 た ち を、
D&DEPARTMENT の創業者でデザイナーのナガ
オカケンメイさんが、対談し、平沼孝啓さんがモデ
レートする毎年・春に開催する連続トークイベント。
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このレクチュアシリーズは、現在活躍をされている建築家や、建築に興味を持たれる
方たちに、食事を楽しんでいただきながら、レクチュアをお聞きいただく企画です。
年 4 回、午後 7 時から、活動をはじめたばかりの若手建築家の最新プロジェクトや、
処女作となった作品の手法やアプローチ、これからの建築への想いをお聞きします。
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THE DINER OF ARCHITECTURE
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レストランでの開催から、食事を楽しんでいただきながらの和やかな雰囲気の中、
モデレーターがゲスト建築家のオリジナリティを引き出し、参加者と一体につくって
いくような建築家や建築関係者の交歓の場を目指すのと同時に、関西で発信する建築
の活動がさらに盛んになることを期待して取り組んでいくことを意図としています。
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䛣䛾ἲே䛿䚸 ୖグ䛾┠ⓗ䜢㐩ᡂ䛩䜛䛯䜑䚸 ḟ䛻ᥖ䛢䜛✀㢮䛾≉ᐃ㠀Ⴀάື䜢䛻⾜䛔䜎䛩䚹

௨ୗ䛿䚸 ᘓ⠏ཬ䜃ⱁ⾡䚸 䝕䝄䜲䞁䛻㛵㐃䛩䜛ᴗ䜢ཎ๎䛸䛩䜛䚹
䝽䞊䜽䝅䝵䝑䝥ᴗ䚸 ⏬ᒎぴᴗ䚸 䝣䜷䞊䝷䝮ᴗ䚸 䝁䞊䝕䜱䝛䞊䝖ᴗ䚸
䝁䞁䝨䝔䜱䝅䝵䞁㛤ദᴗ䚸 ᆅᇦ⏕䚸 ୪䜃䛻ಖᏑᴗ䚸 ᅜ㝿ὶᴗ䚸

(1) ᘓ⠏䚸 ⱁ⾡䚸 䝕䝄䜲䞁ᩍ⫱䛾᥎㐍䜢ᅗ䜛άື

ሗ㞟 䞉 Ⓨಙ 䞉 ㄪᰝ◊✲ᴗ䚸 ᘓ⠏ᐙ 䞉 ⱁ⾡ᐙ䚸 䝕䝄䜲䝘䞊䛾సάື䛾ᨭ䚸

(2) 䜎䛱䛵䛟䜚䜔ಖᏑ䛾᥎㐍䜢ᅗ䜛άື

ᅜෆእ䛾ᘓ⠏ᐙ䞉ⱁ⾡ᐙ䛾Ⓨ⾲ᶵ䛾ᥦ౪䚸 ᩥ䜢♫䜈⧅䛠ྛ✀䜰䜴䝖䝸䞊䝏άື䚸

(3) Ꮫ⾡䚸 ᩥ䚸 ⱁ⾡䛾⯆䜢ᅗ䜛άື

㒔ᕷィ⏬ 䞉 ᆅᇦィ⏬䚸 ⏬ཬ䜃䝥䝻䝕䝳䞊䝇 䞉 ィ⏬❧ 䞉 ⟇ᐃㄪᰝ䚸

(4) ᅜ㝿༠ຊ䛾♫ⓗ䛺άື

༤ぴ 䞉 䜲䝧䞁䝖䛾⏬䚸 䝁䞁䝃䝹䝍䞁䝖ᴗ䚸

(5) ๓ྛྕ䛻ᥖ䛢䜛άື䜢⾜䛖ᅋయ䛾⏬㐠Ⴀཪ䛿άື䛻㛵䛩䜛㐃⤡䚸 ຓゝཪ䛿ᨭ䛻䜘䜚ຓ䛾άື

䛭䛾䚸 䛣䛾ἲே䛾┠ⓗ䜢㐩ᡂ䛩䜛䛯䜑䛻ᚲせ䛺ᴗ

㻽㻚㻌㻭㻭㻲 䛿䛹䛾䜘䛖䛺άື䜢䛧䛶䛔䜛䛾䛷䛩䛛䠛

㻭㻭㻲㻌ἲே㐠Ⴀ䝬䝛䞊䝆䝱䞊

㻭㻭㻲 䛾ᴗ䛷䛿䚸 ᘓ⠏䜔ⱁ⾡䚸 䝕䝄䜲䞁䜔⎔ቃ䛾ศ㔝䛻䛒䜛ከᵝ䛺ྲྀ䜚⤌䜏䜢㏻䛨䛶䚸㻌䛣䜜䛛䜙䛾ά㌍䛜ᮇᚅ䛥
䜜䜛ே䛯䛱䛾⫱ᡂ䜢ᢸ䛔䜎䛩䚹䝇䝍䝑䝣䛯䛱䛿䚸 ྛᴗ䛾᪉䛷䛂ᐇ⾜䛩䜛䝬䝛䞊䝆䝯䞁䝖䛃䜢సᴗ䛸ඹ䛻ྲྀ䜚⤌䜏䚸㻌
䛣䛾⤒㦂䜢ά䛛䛧䛶䚸 ♫䛾୰ᚰ䛷ά㌍䜢䛥䜜䜛᪉䚻䛸䛾㛵ಀᛶ䜢⧅䛞䛺䛜䜙䚸 ලయⓗ䛺ྲྀ䜚⤌䜏䛾ᐇ⌧䜢┠ᣦ䛧
䜎䛩䚹άື䛾ᡭ䛛䜚䛸䛺䜛䛾䛿䚸 Ṕྐⓗ⫼ᬒ䜔ᩥ⬦䜢ㄞ䜏ྲྀ䜚䛺䛜䜙ྲྀ䜚⤌䜣䛷䛔䛟䛣䛸䛷䚸㻌䜂䛸䛴䜂䛸䛴Ṕྐ䛻
⨨䛵䛡䛶䛔䛟䜘䛖䛻䚸ᡂ⇍䛧䛯♫䛾ඛ䛻䛒䜛᪂䛯䛺౯್䜢⏕䜏ฟ䛧䜎䛩䚹䛣䜜䛿⥅⥆䛧䛯ྲྀ䜚⤌䜏䜢⥆䛡䛯⪅䛯
䛱䛰䛡䛻Ꮡᅾ䛩䜛䚸ཎ⌮䛻⤖䜃䛴䛟䜘䛖䛺䚸䝥䝻䝉䝇䛾ṇ䛧䛥䛸⨾䛧䛥䜢ඹ᭷䛩䜛䜘䛖䛺సᴗ䛸䛔䛘䜛䛛䜒䛧䜜䜎䛫䜣䚹
ᯇᮏ䜺䞊䝖䝘䞊⚈Ꮚ䚷䠄ᖹᏕၨᘓ⠏◊✲ᡤ㻌ᾏእ䝥䝻䝆䜵䜽䝖㻌䝬䝛䞊䝆䝱䞊䠅
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