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   例  会：毎週水曜日 12:30 – 13:30 
       割烹石山  那須塩原市本町 5-5 
 

第12749回 村山年度 第15回  会報  2016 10-19  司会 安藤讓治君 

欠席の場合は当日 9 時 30 分までに次のいずれかにご連絡を。電話 62-0128、FAX62-1076 （以上石山桂子） 
                          メール  qqvn2bz9k@sound.ocn.ne.jp 

出席報告  出席委員会  藤崎善隆君 （出席規定の免除会員数5名） 

例会日 会員数 出席数 欠席数 出席率 MU 数 修正出席率 

本日 10月19日 38(5) 28(3) 10(2) 82.4% 

前回 10月12日 38(5) 35(4) 3(1) 94.6% 2人 100% 

 皆様こんにちは。本日は、先程もご紹介い
たしました建築家の伊藤麻理様による外来卓 

 さて、16日（日）に、相馬征志会員のお骨
折りによる秋の尾瀬沼ハイキングに同行させ
ていただきました。実は、私にとって初めて
の尾瀬行でした。天候に恵まれ、テレビも
「見頃」と報道しており、それこそ長蛇の列
を覚悟しておりました。今まで尾瀬に行かな
かった理由のひとつが、報道で目にする「混
雑」でした。 
 近年、登山あるいはハイキングが広く認知
され、ブームになっております。NHKでは日本
百名山巡り、二百名山巡り、海外のトレッキ
ング番組など様々な関連番組が紹介されてい
ます。健康志向と相まって若年から高齢者ま
で性別を問わず、能力に応じて誰でも気軽に
トライできることが人気の理由のようです。 
ですから、それこそ大混雑を覚悟しておりま
した。混雑を嫌がっていたお前が、どうした
心境の変化なのか？会長挨拶もそろそろ弾切
れで、ネタ探しか？おかあちゃんのご機嫌と
りか？（うちのおかあちゃんは、登山・ハイ
キング大好き！）まあ、そんなところです。
で、行ってみたところ、全然ガラガラでした 

一級建築士事務所UAo代表取締役 伊藤麻理様 

UAoスタッフ 樽見優希様 UAoスタッフ 山口俊輔様 

那須塩原市 建設部都市整備課駅周辺整備室 
主査 大島彰様 

話を予定しております。従いまして、今週も
会長挨拶は手短にさせていただき、お時間を
確保したいと考えております。 
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？！御池のバス会社の担当者に、昨日（土曜
日）はどうだったのか伺ったところ、「昨日
も同様でした。」とのことで、狐に摘ままれ
た感じとは、このようなことかと思った次第
です。尾瀬の魅力は、秋よりも初夏なのかも
しれません。 
 そんな感じでスタートした尾瀬沼ハイキン
グは、清々しい秋晴れの中、木々の色づく紅
葉や草紅葉を愛で、ノーベル文学賞を受賞し
たボブ・ディランをiPadで聴きながら、木道の

うえをゆったりと歩を進める理想的なハイ 
キングで、私としては10年に一度あるかない
かの、貴重な時間を過ごすことができたと考
えております。この原稿を書いているいま、
体のあちこちが痛いのですが、なぜか心は穏
やかです。穏やかすぎて、仕事を忘れてはい
けません。 
 企画引率いただいた相馬征志会員と奥様そ
して参加された皆様に心から感謝申し上げま
す。相馬会員には、今後も引き続きこのよう
な企画をお願いするとともに、今回参加され
なかった会員の皆様も、次回には是非参加さ
れることをお勧めいたします。 
 なお、今週末には地区大会が開催されます。
21日は地区大会記念ポリオ撲滅チャリティー
ゴルフコンペ、22日は研修会及び晩餐会、23
日は本大会が実施されます。本大会の参加人
数は、現在までのところ17名の申し込みをい
ただいておりますが、多くの皆様のご参加を
お願いいたします。 
 また、2016年規定審議会決議に基づく定款
及び細則の改正について、黒磯クラブ定款細
則検討委員会より、検討結果を頂戴いたしま
した。これを踏まえて、11月2日開催の理事役
員会にて改正案のご審議をいただき、11月30
日例会のクラブ協議会にて皆様のご判断を仰
ぐ所存ですので、予めご案内いたします。 
 以上で本日の会長挨拶といたします。ご清
聴有難うございました。 

• 11月度プログラムの件 
当初予定通りで承認頂きました。 

• IM実行委員会発足の件 
平成29年2月11日（土）りんどう湖ロイヤル
ホテルに於いて開催予定の第1G IMについて、
世話クラブである黒磯クラブとして実行委
員会の発足並びに実行委員長を鳥居輝一会
員にお願いする件共に承認頂きました。つ
きましては、11月18日（金）割烹石山に於
きまして第1G会長幹事会の開催予定である
ことも申し添えられました。 

• クラブ定款細則検討委員会の開催の件 
会長より、11月30日のクラブ協議会にて、
クラブ定款並びに細則の改正を諮る事を目
標にご審議頂きたい旨ご依頼がありました。
これに対し、高木慶一クラブ定款細則検討
委員より既に検討委員会は開催されており、
本日（10/19）第2回の会合が開催される為、
11月30日のクラブ協議会までに整う見通し
であることが説明され、提案通り承認され
ました。 

• 第1Gゴルフコンペ大会に際し実行委員会を
組織化する旨、提案がありました。 
平成29年5月14日（日）那須国際CCにて第1G
ゴルフ大会について、世話クラブである黒
磯クラブとして実行委員会の発足並びに実
行委員長を和気勝利会員にお願いする件共
に承認頂きました。 

• 11月3日に開催される「地区ロータリー公共
イメージ及び会員増強セミナー」1クラブ
5,000円の支出について承認されました。 

• あったかハート号活動助成金の件 
50,000円を活動助成金として速やかに支出
する件 
承認されました。 

• 那須塩原市ハーフマラソン大会への協賛金
の件 
10,000円を協賛金として支出する件 
承認されました。 

• 会員増強について 
会長より、本年度純増2名を達成するために
会員1人1名の会員候補者推薦をお願いした
上で候補者名簿を作成し、増強活動を行な
う提案がなされた。これに対して賛否双方
の意見が出されたため、会員増強委員会を
中心に本年度事業計画に基づき活動を行な
うが、理事役員会の協力を仰ぐことで承認
されました。 

• カメラ購入の件 
前年度より懸案事項となっていた故齋藤武
久会員のカメラ購入について鳥居輝一会報
副委員長より提案があり、村山会長より本
年度事業計画において予算計上されている
旨を説明され、承認されました。購入価格
50,000円 

第7回理事役員会の報告を致します。 
 審議事項 2 



津久井誠二君 

村 山 茂 君 
 

UAo（アーバン アーキテック オ

フィス）代表取締役 伊藤麻
理様、ようこそ黒磯クラブ
へ 

澤 田 吉 夫 君 今年も収穫の秋、無事終了
しました。 

秋 間 忍 君 とようら保育園が建築部門
のグッドデザイン賞をいた
だきました。 

室 井 次 男 君 村山年度第1回ゴルフコン
ペ、ハンディキャップにめ
ぐまれて優勝しました。 

卓話 職業奉仕委員会 
 委員長 室井次男君 

• 時庭稔会員ご母堂様ご逝去にかかる対応の
件 
黒磯クラブ慶弔規定第2条第3項の規定に通
りに対応することで承認されました。 

• 花輪・生花各々1個、香典10,000円 
 報告事項 

• ふれあい広場収支報告について 
収支報告書の提出が室井次男社会奉仕委員
長より行われ、収益金17,152円をふれあい
広場実行委員会へ寄附したことを報告され、
これを承認しました。 

• 観月会収支報告について 
収支報告書の提出が吉光寺政雄親睦委員長
より行われ、これを承認しました。 

• 地区大会関連事項 
 ゴルフ参加者（敬称略） 

 高木慶一・秋間忍・室井次男 
 和気勝利 

 研修会・晩餐会出席者 
研修会：髙木慶一GA・村山茂 
    荒井昌一・髙木茂 
晩餐会：髙木慶一GA・村山茂 
 本会議出席者数  17名 

 
第15回幹事報告を致します。 
 2015-16年度地区大会記念誌を皆さまのポス

トに入れておきました。御覧ください。 
 米山記念奨学会よりハイライト米山10月号

が届きました。檜山達郎米山記念奨学会委
員にお渡ししました。また、現在回覧して
おります。 

 大田原ロータリークラブより会報が届いて
おります。只今回覧中です。 

 10月23日に開催されます地区大会に参加さ
れる方は、バスを準備しております。午前
7:00に石山の駐車場を出発致します。それ
までにお集まり下さい。 

 皆様こんにちは、委員会報告を受け付けま
すので、報告のある委員会は報告願います。  

 時庭 稔 君 

 先日、私の母の葬儀に皆様、参列頂きまし
て誠にありがとうございます。葬儀はお陰様
を持ちまして無事終了しました。これからも
宜しくお願い致します。 
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 本日は社会奉仕委員会の卓話ということで、
建築家の伊藤麻理様に外来卓話をお願い致し
ました。内容は駅前図書館整備についてでご
ざいます。それでは、伊藤様のプロフィール
を紹介いたします。 
 
伊藤 麻理（いとうまり） ／ 建築家UAo代表
取締役 

 那須塩原市 建設部 都市整備課 
駅周辺整備室 主査 大島彰様 
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 皆様こんにちは那須塩原市の都市整備課の
大島でございます。1年前にも黒磯駅前周辺整
備の件でお話しさせて頂きました。今回1年が
経ち駅前図書館と町中交流センターのコンペ
を行いました。 
 図書館に関しては117社の応募があり最終審
査まで行って今回、伊藤様の方にお願いする
ことが決まりました。 

 開館は当初予定と変わっておらず、3年後の
10月には新しい図書館が開館する予定でござ
いますので皆様にもご協力願いたいと思いま
す。 
 私の方からは以上でございます。 

 一級建築士事務所UAo 
代表取締役 伊藤麻理様 

 私は実は黒磯の生まれで黒磯高校に通い、私
にとってこの場所はとても思い入れのある場
所です。子供の頃親と一緒によく黒磯駅や商
店街を利用していました。当時このあたりは
那須に観光に行く人たちの玄関であり、賑わ
いのある街で新幹線の駅が出来てからは少し
元気がなくなっているように感じていました。 
この図書館のコンペを知った時、地元を良く
するため何としても勝ち取りたいという思い
で、スタッフ一丸となってコンペに取り組み
ました。幸いにも一等を勝ち取れたわけです
が、この場所にどんな図書館が必要で、目指
す方向はどこなのかを皆さんと話し合い「街
全体を元気にするような図書館」をめざして
いきたいと思っています。 
 これまで私たちが取り組んできた、事例を少
し紹介いたします。私たちは石川県小松市で
「サイエンスヒルズこまつ」の建築を手がけ
ました。この建築は長く市民から愛される場
所になって欲しいという思いから、どんな場
合でも市民から解放された公園として利用さ
れつつ、同時に市民が科学への興味を育むた
めの機能も盛り込み、公園の下に建築を作っ
たというものです。夜間には風向計などと連
動して照明を点灯させるなど、館全体で科学
を感じられるような仕掛けをしています。 

 1974年 栃木県那須塩原市（旧黒磯市）
生まれ 

 1993年 栃木県立黒磯高等学校 卒業 

 1997年 東洋大学工学科建築学科 卒業 

 1999年 東洋大学大学院工学科建築学専
攻 修士課程修了 

 東洋大学大学院工学科建築学専攻修士課程
修了後、都内の設計事務所に就職するも1年後
には単身オランダへ。オランダの設計事務所
のスタッフ（設計士)として約3年間活躍する。
帰国後は都内で事務所を設立。コンセプトや
景観とのバランスを重視した作品には定評が
あり、数々のコンペで優勝。今回（仮称）駅
前図書館設計プロポーザルで最優秀賞を取る。
現在一級建築士事務所「 UAo（ユーエー
オー）」の代表取締役を務める。東洋大学建
築学科非常勤講師。 
 スタッフに樽見優希様（たるみゆうき）山
口俊輔様（やまぐちしゅんすけ） 
 伊藤様のお話に入る前に那須塩原市の担当
であります大島様より、その概要についてお
話頂き、その後に伊藤様にお願いしたいと存
じます。それでは宜しくお願いします。 



次回例会         平成 28 年10月26日      担当 職業奉仕 
 

近隣クラブ例会日 
  火曜日  西那須野/いとう屋 0287-36-0028 

近隣クラブ例会日 
  木曜日  大田原/ホテル龍城苑 0287-24-2525 

  水曜日  塩原/塩原カントリークラブ 0287-35-2211   木曜日  那須/ホテルエピナール那須 0287-78-6000 
  木曜日  大田原中央/勝田屋記念会館 0287-23-4165   金曜日  黒羽/ホテル花月 0287-54-1105 

10月19日欠席(敬称略) 
黒澤洋一・髙木慶一・田中  徹・月江寛智 
深町  彰・佐藤  博・和気勝利・戸野俊介 
遠藤清和・吉光寺政雄 

前回 10月12日分メークアップ(敬称略) 
時庭  稔・瀬尾紀夫 

会報委員会：稲垣政一・鳥居輝一・秋間 忍・髙木慶一・安藤讓治 5 

 那須塩原市の駅前図書館では、活性化の拠点
としての図書館としての役割が求められていま
すので、様々な利用者がそれぞれに居場所を選
べるような、多用で身近な図書館をめざしてい
ます。この図書館は、まず駅からスーパー・黒
磯高校への通り抜けできる道をつくり、開放さ
れた１階には利用者の興味を自然に深められる
道、“マガジンストリート”を提案しています。
通学路や買い物時の子供の居場所にも開放し、
通りすがりの人が足を止め思い思いに過ごすこ
とができる空間にしています。日常の通り道に、
比較的敷居の低い雑誌を配架することで、身近
に足を向けるきっかけを提案しています。 

 照明計画は、街に馴染む、明るすぎない照明
計画とします。ホタルの光のように、ガーデン
灯を点在させ、美しい夕景を作ります。以前に
携わった石川県の公共建築でも、駅前に面する
施設で照明計画を行いましたが、夜間の人通り
が増え、大変好評のようです。 
 街中に美しい照明を提供することは、場所の
雰囲気を一変させる重要な計画と考えています。
快適性・利便性・コスト削減・合理性に加え、
地域と広域をつなぐイベント性や収益性など建
築とその周辺の事柄も積極的に提案していきた
いと思います。 
 建築は建ったら終わりではなく、建ってか
らが始まりだと思っています。また、重要な
ことは建物だけではなく、どうやって活性化
につなげていくかという、まちづくり的な視
点だと考えています。この街をよく知ってい
る、一市民、一専門家として皆さんと一緒に
意見交換を行いながら、将来にわたってイキ
イキと賑わいのある、まちづくりを進めてい
けると考えています。街の活性化の実現に 

向け今後ともご相談にさせていただく場面も
出てくると思っておりますが、多くの場面で
ご協力いただければ幸いです。 
 

 ２階部分は図書館の中心的な機能になりま
すが、分類の円グラフのように実際に本を配
置することで、より目的の本を検索しやすい
レイアウトとしています。また、分類を横で
つなぐバイパスを設けることで、本への偶然
の出会いを促す散策性も両立しています。 
 ちょっとにぎやかな、それでいて集中もで
きる空間、見通しのある空間が広がり、バイ
パスをさかいに、賑わいが分散しないような
空間になっています。 

 建物のまわりに“森のポケット”を挿入し
ます。森のポケットには、縁側、緑、を配置
し、交流スペース、街の憩いの場を作ります。
森のポケットは、自由に立ち寄れ、半個室の
フリーなスペースとして、ご飯を食べたり、
勉強したり、談話をしたり、誰もがふらっと
立ち寄れ、気軽に使える空間となります。ま
た“森のポケット”は明るい光から木漏れ日
を作り、室内にも、通りにも、木陰を作りま
す。木陰で気持ちよく過ごせる公共空間を提
供します。 

 駅前広場に面した大階段は、広場から2階の
図書館へと人々を導く重要なアプローチ空間
であると同時に、広場を見下ろせる、コミュ
ニケーションスペースにもなっています。 
地域産の大谷石と芦野石を使い、広場から石
を積んだように見えるデザインを考えていま
す。黒磯の町並みに多い倉の石積み風景との
連続性をもたせます。天井には、天然素材の
生み出す温もりや、香り、耐久性から地場産
素材の出来れば檜を考えています。 
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