
寸

戸、， 

i 

，J:<紙デザイン ・，'{IIII俺ー

(米側J住築事務所)

フレデ リクスポ一城 コベ

ンハーゲン企j;外の夫しい杭11

にのぞんで処っこの械は、

17世紀の初めにillてられた

ヨーロ ッノえの1'，1成の一つで

す。I
'
仰州，I山川11川I刊lは械1"引l

ド川Hをm岐i'1けナなカがずら、 十Llド悦と

i様のウイングを眺めてい

ます。

-特集予告

2月号/屋根ーその歴史とデザ

インと繁材

インテ リジェン トピル

の建築設備計画

3月号/現代デザイ ンの動向

会長 i主'fJl:-
副主-8， 1ι立平 di川直

松村雌ーニ 挺災公iりl
編集委員会 (昭和同年度)

鍋集委員長 -車工mWI1全
11'1: 4見 民4、 弘之

揖集理事 111 中止I<!
JI'I'， t見 II!j牧忠，
今11';問之介 ，jIjlll 怯制l
金I1 弘次 *水" .匝
世J- M 撒11. id:k 
本内山三 . t}:令分付金
竹'1' 鍬ー 11'川 肱五
.i:川 Ns- * Il:iI 唯1>1
比谷市川~I日I1 校IU iY-=-
I!'>村 l量三 Ilill¥制i延
Wl.辺 且民‘e品J白' (控揖暑l唖員書)

編集委員 ，~. Jt. i;¥弘
(符畢4唾凪書) fjl砕 lil;r.11

. ，，!"jlkj分門会 小林正純
U_，T. 作 Oql，lIJ f噂fl
l品1111 1..す ，j<l~. 

奥村十L( 均!制尚一
イヤiT IRI!t! (作品作II!I唖員書)
H-I' r:< (. 荒川米J:，
III~-t (，';， i~ìlLI i'i' 

* 111111 1(1人 k以附て
rlllll 徹 小thtt久
曲111 git} IJII品 1'l:1I11
11H品 l司リj 倒池 位
本J- )，正常 北村品ー
IIIH!勝利l ，1，/.¥川i'i二

-陥.i1i分付金 s長・b 骨4
Hド部樟 松村 Jfifi 
阪本降敏 場地船ー
111111 J主1>1 (広告企画'I~貴金)
l珂臼l PI~ 01)1;長敏I-{，
* !'~:~ヨK iik 地洲 1費目}
1見，t 憾 k'1¥ JE 
ILllIJ 甘idi 本lii. ~?Il[ 

. ，;:.tf曲分件全 」ヒ村 世a
峨111 :'<'d.'I' fII'~ IU J¥'J-: 

*，主臨 jJj_ 中I1 jJj_ 
加町制KP久リj !申111 '1古介
Md句 F干Il[ 'I~ '，lf -之
111，' 敏雌 /1:111 ~IJE 
jufjl・F子之 曲111 平山
久，，'，s何回l 111 f 修..1
中l己!.l之 ⑧山111 健次
品事 >>，~ t度辺 ，也. 一E

削"111<⑧削岳111<1¥竹 本11'1'

相~Ml人松 Jt- lI(l 光

印 刷1) 11自制 61年 1J) 20日

発行 II{{和 61年 1JJ 25 I1 
発行人 N 111 悦
発行所 01:)U本Jl築協会

k阪市北区梅11]1 1 3-2100 

'tlt 06-348-0635 
IAH}llj宝大阪139975 

印刷所 11本"j:firj印刷l株式会トi
1正 06-606ー1111((1:)

大u印刷株式会社
I正 06-451-7631

定 I1聞 95Wj (送料共)

11犠65る 耐時E…

1通巻(特集・これからの住空間一都市型集合住宅にみる
766 I SPECIAL FEATURES ON SOME DWEしL1NCSPACEES IN FUTURE 

年頭の こと ぱ I 1986年を迎えて/佐野正一 2 

作 品作風 ・新建築 l 守口市河原地区市街地再開発卒業 B煉 ー京阪-(I1'( ~市、 三和銀行、山上銀行

Galleryーまち・建築・ひと

デザインコンクール

建築と社会ニュース

設計者のプロフィ ール

見学記

この人

害評

私が読んだ本

新建材紹介コーナー

日本建築総合試験所だより

すまいづくり講座17

建築の眼

d3与'"量EヨL 

特集

序論

事 例

資料

構造の頁

設備の頁 135

施工材料の頁134

本年の抱負

月報

ム，11弘丹!: '~):n .!i /mr1i11fl日J克郎、安It-叫l築n.ir'I¥:f)j所地 1:竹11I r. f~llli ・鈍尚剖1M.)余車体

守口市河原地区市街地再開発事業Afllrー守口 プ リンスホテル、テルプラザ、大|仮ゅうゅうの盟一一一一 ι
ムir監f理 '，j:1 I rli 有ß ，lillil~j 畳間.久恥lJl築 '1>務所地工!此';.\41 ，~ ' J.;.休illJtI..1企業体

て月点珠本社ピル ム十弘珂!:U-ill，削 k阪地 r.叫池制l- H

!鹿児島県交通安全教育センタ /0 

.:'l:..I'弘珂! 脆児品以上本部lJl築.'1¥， A 01良住地1 小牧-ill，l量的bl鍛iJllJl.i立)'，1.'1昔、車体

TMビJレ .;1..1 弘PJ!_:JjU1(-ill築巴此""1.陪所 地工 ~"，jtJ:務的一一 1:2

やすらぎの館 長、l向。アーバンライフlJl按.;111r ' I ~務所.r.t..r ユソニ7 ン一級住築ム川市所ーー / ./
ぬ1:新作浜川共1・4企1:体

GARDEN HOUSE商事l'椛台第 2
ショ yピングプラザアスパ

おやさとやかた南布第三煉

治西コーポラテ ィプ住宅 ユー コート ー

(j五 郎.Iiが備公1.111則阿五十tfE''t;'j，t;飢2部一一/o

$.:1' : ~(側姐聾 '1.務所地仁竹'1'Tr!l/，'" k.¥it'lJl.世Ju，'j企業体 /H 

J，l-l'.宜 ..I':;j・教法人)~.PI\教教会本部J.U:I;! 地工 竹中工務'Il;一-20

22 

コーディヰート~1"I;!': "λ的添削リ会l;1nl出I.ij治阿コ-;r.PJチーム 地l 松村*11

サ ント モビ J :)，/ 

~31 図工高生デザイ ンコン 7ール(テーマ 郷土資料館) 2o 

~ 1 7回中部建築n 2り

寺嶋繁久 ( Sim建築三)~務所)氏を訪ねる/インタピュア ・ rl ' 井進 ，~ / 

状況としてのモラトリアムー寺嶋繁久氏設計の松岡山lを訪ねて/本多友'1;'; ，~2 

新1当rll1f-(彫刻家)/lJtIき下 .fJ~1Î長有目白 11 ，5ヲ

建築パカにならないで //総本敏イー新干1)寸評 トl

少々偏りぎみを反省/山形政H召 ~S 

「プレ コ ・リターダーJ/長橋英彦 7再

生コンJIS改正にi半う粘土減量の試験万法の改正について/民針惇本 ::18 

100万戸の大家さん (その 2) トラブル ・事故と住まい万の 手引き ー/水旧孝夫 ・坂下l'i次一一一一/0

例からの視点/束孝光 mSdiの美観をJfえる ーその 1/山[[[耕必

「ヲ'Ul銭り 」の教訓/高田刀 建設業のイメージが必 くなる/Jドヒ司自|1 12 

ニューインテリアH寺代の家共一長原笑に|封)< - ./H 

これか らの住空間一都市型集合住宅にみる

これからの住空間 を求めて .12 

これ からの住空間 一 都市出集合住宅の ーJi例にみる ー 5c/. 

淀 川リ バーサイド/ 千里山 ロイヤノレマンショ ン/ルーブル日 上神 山 外 先/ ヴィルセゾ

ン小 手 指 / City21ルネ往[1苑プラザ/ ス テ ュ ディオ新大阪/ベル ・パークシティ / ノマ

レ武庫川 プルミエール 1/グ ロ リア初胞 ときわ行/ 広尾ガーデンヒルズ/ノ パオ

リンピアー トタワー/ ルネ 門 前 仲町ノマークステ イ ツ/ ポー トピアプラ ザ/ザ ・ス

クエア/ テラス 岡 本 / カサ ベルデ六 11'/ 光が丘ノ fー クタウ ン/グラン ドパ レス君

;必/ファ ミリー トーク新北山/ハンディキ ャ y プ 者 配慮住毛/ セ ンチ ュ リーハウ

ジングシステム(CHS)/向然、エネルギ一利 用システムノ マイロ y トプラン

これからの住空間 .KEY WORD ω 

{本総

省エネのための天井扇/ 長谷川幸久 iI 

改修工事における仮設ゴンドラ工法/医l守正二 日

常設委貝会本年の抱負/常設委只会委只長 7../ 

日本建築協会月間の動き (OiH1J60年 11月分) ~ 

3 


