
建築と社会

⑥ 1917年創刊

通巻696号・第61集 ・1980

表紙の説明

楠国一夫(造型作家)・Michelangielo(1475ー 1564)
ミケランジエ ロはルネッサンス

を代表する人物としτ、レオナ

ルドと並び、あまりにも有名で
あるが、表紙にあるミケランジ

エロ像はラファエロによって描
由、れたアテネ学派というフレス

コ薗の中よりぬき出したもので

ある。後方のスケッチはメディ

チ家廟の計画案で、下方の文字
は、それについての鋭明文章で

ある。メデイチ家廟は大理石で

作られ、現存している。

.d恥£乞
品 目

特別企画・

特集予告・4月号/住宅の耐久性
.5月号/行政と法規・6月号/都市景観とアメニティ・7月号/体育施設の設備

編集委員会 (昭和54年度)

嵐集委員長 : 滞柳 健

前川陽一 中村 正三

..理 事 -施工材何分科全

前川随一 荒川 治I車

弁上 括主 問問書~

今西祥郎 $三i，1i /，占A:

1i回 祐 村上元彦
小林 t宵 -法令分科会
位村慶三 車岡田 七郎
竹中鎌一 隠岐 一三
前野慶太郎 - 府議事量1~1I全
菅谷 健児 間野 洋三
~j;本 .f(;ニ Y尺阻 (申

渡辺 .B 高崎尚昭
..曇員 田中 信重

0片倉健雄 0寺井 信夫

-計画分科会 奈良銭ー
池端 f孟 tlil:来 淳一
稲垣 雅彦 山口 祥悟

河自治官 -投縞欄4委員会
t孟谷寿翁 0木村康彦
谷口康彦 国中直人

事直径 ~fi 竹中啓介

中林 浩 橋本憲夫
西村征一郎 ; ・広告企画4制 全

山元弘和 ; 安芸 洋一
-情造分科会 l 岩織 -f1 
井上 一朗 岡本 弘之

$北村 1責男 坂 啓'<1'
板 寿二 '円 昭夫
棚僑秀光 : 島国民彦
谷尾 1貴弘 : 西国 1白色
横井 元日召 平松和lー

-訟備分科会 : 松本 必二
縄井 宏立: 三原 消~k

蒲悶 ~L . 山図雄給

ホ河津隆之 : 有国正三

佐議隆二 o極辺 ・a協・
0印雇1)普U長 率印僻事

新建材紹介コーナー46

法令コーナー 146

読者の頁

建築と社会ニュース

レポート

シリーズ (最義国)

建築の眼

-

織

揃

集

車

即

特

図作品

編集人松 井 ag 光

印刷 9i':l-l'日 55年 3月初日

発行 昭和 55年 3月25日

発行人吉 田悦 二

発行所 (社)日本建築協 会
大阪市東l丘北浜3-37 
喝 06-231-9648
娠仔U雄大阪 39975

印刷所大 信印刷株式 会社

'4i 06-451ー 7631"1;) 

日本写繊印刷株式会社
屯 06ー ω6-ll11(f1j

株式会社研文社

¥11 06-341-0351<<目

先 1画 6501'1 (送料別}

構造の頁68

設備の頁67

施工材料の頁66

若い会員の集いレポート

追悼記

月報

CONTENTS 
JOURNAL OF THE ARCHITECTURAL ASSOCIATION OF JAPAN 

ARCHITECTURE AND SOCIETY 

特集・最近の銀行建築

安井建築設計事務所作品集
SPECIAL FEATURES ON THE LATEST BANK BUILDINCS 

会只1古加にご協力お願い.建築技術選i.!J第15号 ・第16号発刊一回PC建築の話回石垣と石積壁.、、;f1.、

のらくがき作品工.m.昭和55年度第 l回茶室見学会 ・西芳寺(苔寺)の湖南苧:を見る.日本建築協会の

展示窓ご紹介一 1

安井建築設計事務所作品集

大阪ターミナルビル 施 工:初空身J11話器史認護体 ・6

東洋信託銀行新本庖……・・……・……………-施工 :大林組・・・・・… ・……....8 

日本青年館 …・・ …・ ・ ・・・ ・・…・・… …・…・施工:フジタ工業……………・ 12

名谷センタービル ...… ... ー・・ー・ー・・ーー・ ・・… -地工 :大成建設・・・・…一一…....16

泉大津商工会議所 ・ 施工 :純益者主・間企業体 ・ 18 

大阪市立労働会館第ILWlピロティ ホール・・・ ... 施 工:大成建設ー・…・・・・・・・・・・・・・..22
猪名川町庁令 .. . • . . . • • . . . . . . . . . . . . .・・・・・・・・・ .....•... 施 工 :竹中工務庖・ ・-一............24 

兵銀事務センター ........…・…・………………施 工 清水建設 ・ …・・…・… 26

滋賀医科大学附属病院..………………・………一施 工 .竹中工務庖 ……………・ 28

国立職業リハビリテーションセンタ一一・・・・・・・・・・…施 工:大林組 一.. ・・・ ・・・・・・・30

ミノルタカメラ瑞穂工場…・・…… … ・…・…・施 工:熊谷組…… …・… ...34

サントリー中央研究所生物医学研究所・・… ・…施 工:竹中工務庖…・… .......… 38

チパガイギー宝塚工場66号棟 ・53号棟・ …・ …施工 :竹 中工務庖・………・… 40

NPシリーズ『あと添加用高性能減氷河w流動化用高性能減水斉IJJ/金田宏 .86

既存の大規模特殊建築物の防災対策の推進について/伊藤治正・ 87

7 イ ・フォトールクセンプルグ/柴田正己.ネルヴィ 追懐記念シンポジ ウム 80年代を迎え

清水建設の社内共同論文発干IJ・・ 89

ポートピアトピ ックス ・その 8一広場計画/田中直人. r水平屋板jで雪害克服.

新干IJ紹介、現代中国の生活 ・住居 ・街"… 91

薬師寺西塔再建と西岡常一棟梁/俄本憲夫 ー92

歴史的集孫と街路景観ー18ー結びの言葉 ・96

高エネルギー単価の時代/中原信生.都市を美しく/回村明

自転車の輪止め/高橋康夫.建築の耐震診断/木田幸夫… 100

最近の銀行建築
銀行の変化と方向 ……… ー … ....... 一…ー …… …-………鏡味徳房… 102

銀行庖舗の立地 条件の多様化 と地域への対応 ………… ・… ..../.度i金 日告… 104

銀行庖舗の計画とデザイン ・……・・・…………...・ H ・..…・横山誠一・ 桑原 茂… 107

銀行庖舗のサービスシステムと機械化・ 0 ・ー ・ー・・・・・目白・・・・・・・ ・・・ ・・・ 藤 川 究・ー 111

銀行の防犯 ....…・…………- ….. … …………………………・川西 隆一 113

最近の銀行建築 ・近畿編

-業務I也iLJ也司'1 太陽神戸銀行北須磨支庖/住友信託銀行伐J;支附/三和銀行悔国文広ー118

-駅前 ・商業J也立地司'1 住友銀行立花支1苫/住友銀行高槻支底/三和銀行くずは支庖/三和銀行塚口

支l苫/協和銀行尼崎支庖/大阪府民信用組合高槻支r.v京都中央信用金庫久

-住宅地立地:1'1

i!t支r.rVJ止州銀行東岸和問支庖/淡路信用金時西五支庖・ 119 

京都中央灯用金庫竹田支庖/京r.JIf.J用金庫伏見支l古/十三信用金庫江口支庖

京都中央WTJ金hlI西小合支問/近畿相互銀行'[1m:閣支前/西自伝用金時尼崎

JU~V住友銀行筑前支j苫/京都信用金時f色岡支 l円/京都中央信用金lili村松支

庖/住友銀行逆瀬川支庖/京都信用金庫円町支庖双ケ丘出張所/住友銀行芦屋

支盾/三和銀行ポートタウン支庖/三井銀行束手F支出/南百日銀行畝傍支府・122 

パイルコラム杭用コンクリートの若令時の性状/若林慕津雄 ・湯浅健治 …133

搬送設備(その 1)/平松忠敏 ・井上 隆 ー134

杭の引き抜き工法/荒川治徳 -山県幸嗣 … 135

旧下村邸(大丸ヴィラ)を訪ねるー建築家 ・ヴォーリズ・・ その人と作品/思IJ所高志・百々 由

次郎 ・浦野容子 ・山田和弘 … 136

故岩崎甚太郎氏を{思ぷ/窪田祐.赤松{惨さんを偲んで/福永君臨 ・138

日本建築協会月間の動き(昭和54年 1月分) ...139 

85 


