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「建築と社会J 2月号表紙

表地じ写真抽ti;lj 桁i主#.広
表世tデサイ ン 藤旺lifi彦

伊根の舟屋集落

fN買は'"嶋田ffの日本iliM則凶」じ;刊

の奥丹後半品突端'ili:くの集部で

ある。今ではここでしか見られ

ない2階建のJlJ昆が、断i_ilをつ

らねたr師時料~rrh 、のわずかな平

地にへばりついているo 2階部

分的立派なIl}hlが、かつて院慌

を極的たこの漁担の姿をr}jj~:さ
せるが、今では機やJ制{jiJ'J也区

の経済を支えている らしい。1111

がりくねった狭い巡から 「写さ

せて下さい」と倣彬の許可を乞

うたところ、『いいてすむと見

知らぬ私を親切に案内してくれ

た之女のやさしさ む、 ここには

まだ残っていた。
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