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秋田の建築家 広島・京都を行く。
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思いますが、これだけの大型建築
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少し前に外構も完成し、打ち放しコンクリートの塀ができまし
た。スリットがリズム良く開けられ、 コンクリートの重たい感じ
を緩和するデザインになっています。
ん？近づいてよく見ると・・・ 、手前の歩道にあるこのマー
ク、子供が飛び出さない用のストップ的なやつじゃないです
か。ちょうどスリットがそのところに来ています。スリットの幅
は１２センチですがなんか出てきそう。
うーん、何か変なネタになってしまってすいません。
行が余ってすいません。

写真では分かりにくいかも知れませ
んが、普通の松下製プレートと違って
角がピシッとしたいわゆる 「ピン角」 の
スイッチプレートです。
色はマットなオフホワイトで、 これも普
通のプレートにはありません。
値段は倍くらいしますが、 こういう細
かな所も徹底的にやることで、 全体
がピッシーッと、引き締まります。
KD-Remodeling に使用しました。
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もうバタバタの 10 月前半でした。2 日（金）から 4 日（日）まで山形市で建築家展に参加。日曜日の夜遅く事務所に戻り、溜まったメー
ルの対応や翌週の渡部への指示のとりまとめ。眠い。5 日（月）一便で羽田経由広島行き。8 日（木）の夕方に帰秋予定が台風のため
9 日 （金） 午前中に帰秋。溜まりまくった業務をこなす。10 日 （土） 酒田で打合せ。夜なまった体に喝を入れるため 1,200ｍ泳ぐ。11
日（日） ・ 12 日（月）太平山で山小屋の冬季閉鎖前の確認で小屋泊。さすがに山から下りたときはグッタリと倒れこみました。（笑）
現在は疲れもとれ、体的には絶好調です。休んだ分、この土日はフルに働きます。

それでは次回もどうぞお楽しみに。

是非いらしていただき、お気軽にお声
をお掛け下さい。

神保電器 ＮＫＰシリーズ

みなさん、こんにちは。朝晩はめっきり寒くなってきましたね。
暖房はもう入れましたか？事務所はとりあえずエアコンの暖房でしのいでます。灯油入れるの面倒なので ・ ・ ・ （笑）

で、写真は 11 日夕方の太平山山頂にて。これ別にウケを狙ってるわけではなく、本気で寒かったんです。（笑）
後ろに紅葉した尾根が見えると思いますし、山頂の影も見えます。影鳥海とか有名ですが、山に映る影太平でした。

湯沢市 イオンスーパーセンター湯沢
店にて開催いたします。
今年 3 月の秋田展に引き続き、今回は
県南湯沢での開催です。
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今月のマテリアル

10 月吉日、晴れ。また KD-HOUSE の話です。

秋田｢家｣倶楽部 住宅展 2009 in 湯沢
10 月 24 日
（土）10:00 〜 18:00
25 日
（日）10:00 〜 17:00

の設計をまとめ上げる力量は、や

下京区・南区

こんにちは。スタッフの渡部です。

秋田「家」倶楽部
住宅展 2009 in 湯沢

たガラス等、計算された複雑な仕
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ピースセンターのモダニズムとは
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秋田市役所・都市景観賞のページはこちら。

た気がします。
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現れる赤い BOX 等、設計者のコ

を受賞しました。
今回は、平成 17 年度以来、4 年振りの選定
です。都市景観賞は受賞したかった賞です
ので、とても嬉しいです。関わっていただい
た多くの方に感謝いたします。皆様のおか
げで、この施設が受賞することができまし
た。本当にありがとうございました。
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太平山山頂で自分を撮っている加藤。

