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後援：宮城県/仙台市/(公財)仙台市市⺠⽂化事業団/
仙台商⼯会議所/(⼀社)宮城県建築⼠事務所協会/
(⼀社)宮城県建築⼠会/読売新聞東北総局/
⽇本経済新聞社仙台⽀局/産経新聞東北総局/
朝⽇新聞仙台総局/毎⽇新聞仙台⽀局/(株)建設新聞/
仙台経済界/      /     /     

2022.12.16(fri)-12.18(sun)

入場無料

せんだいメディアテーク(smt)１Ｆ　オープンスクエア

Architects Week 2022

画像提供：アーキテクツウィーク2021 フォトコンテスト「建築を盛れ！」
最優秀賞 023_あおもり⽝の密会 ⼯藤千紘さん作品

アーキテクツウィーク 2022アーキテクツウィーク 2022
みやぎの建築家 建築とまちづくりの視点から市民と共に考え発信する３日間

主催：(公社)⽇本建築家協会東北⽀部宮城地域会(JIA宮城)
助成：(公財)宮城県⽂化振興財団

仙台市⻘葉区⼀番町4-1-1 オークツリー⼀番町4F
問合せ先：公益社団法人日本建築家協会東北支部宮城地域会

Tel：022-225-1120/Fax：022-213-2077

詳しくはこちら



会場展示 ステージJIACPD:1 単位申請中  

みやぎボイス連絡協議会・みやぎボイスの変遷

(公社)日本建築家協会東北支部宮城地域会AW会議

・みやぎの建築家作品展

・在りし日の二十人町／模型展示

⼤規模な⼟地区画整理事業で⼀変した仙台市⼆⼗⼈
町は、今も新しい街に発展しつつあります。未来を担う
⼦どもたちに⽣きている街を感じ、変化の意味を考え
て欲しいと、地元の商店主たちが作ったまま眠り続け
ていた町の模型が、30年を超える時を経て、今年1⽉
に⽇の⽬を⾒ました。かつての街づくりに寄せた思い
を、現代の⼈々はどう受け取るでしょうか。

2013年から⾏われている「みやぎボイス」の変遷を振
り返り、１０年が過ぎた東⽇本⼤震災の⾵化防⽌を期
待するとともに、これまで積み重ねられた知⾒を今後
いかに活かしていけるかを再考する契機とする。

敷地ロケーションや要望、様々な条件下から導き出
されたアイデアが詰まった展⽰会です。JIA宮城の建
築家がどのように解を導き出し、建築をつくり上げて
いるのかご覧ください。

「推し」の建築写真を募集。イケメン建築、
ばえる建築、⾊気のある外観から、端正な
インテリアまで、写真と加⼯技術であなた
の「推し」を表現してください。

・アーキテクツウィーク2022  フォトコンテスト
　建築を推せ！ (公社)日本建築家協会東北支部宮城地域会

(公社)日本建築家協会東北支部宮城地域会・建築と子ども教育委員会

(公社)日本建築家協会東北支部宮城地域会・建築と子ども教育委員会

・“メディアテークのひみつ”を探検しよう

⼦どもたちが⾝近にある建築を専⾨家とともに探検し⼦どもたちが⾝近にある建築を専⾨家とともに探検し
て歩くことで、建築家やデザイナーがどんな考えで、どて歩くことで、建築家やデザイナーがどんな考えで、ど
んな⼯夫をしているかを知ってもらったり、建築そのもんな⼯夫をしているかを知ってもらったり、建築そのも
のに興味を持ってもらうことができます。いつもとは違のに興味を持ってもらうことができます。いつもとは違
う⾒⽅で、メディアテークの新しい魅⼒に気がつくかもう⾒⽅で、メディアテークの新しい魅⼒に気がつくかも
しれません。しれません。

C｜17:30-18:30｜JIACPD:1 単位申請中  

MBB主催

B｜14：00-16：00｜JIACPD:2 単位申請中  

(公社)日本建築家協会東北支部宮城地域会

講演会「東北の建築家」
主催

主催

東北で活躍する建築家の講演会を⾏います。

A｜12：00-14：00｜JIACPD:2 単位申請中  

(公社)日本建築家協会東北支部宮城地域会

AW2022特別講演 「1/1000000000」

「MBBが2年間の沈黙を破り、
　ジャズの生演奏をお届けします」

ＭＢＢは仙台を拠点に活動するジャズユニットです。
2007年に結成し、定禅寺ストリートジャズフェスティ
バルや松島パークフェスティバルなど県内外のイベン
トに参加。ポピュラーやロックをジャズアレンジ（勿
論スタンダードジャズだって…）して、演奏していま
したが、コロナ禍で活動中⽌を余儀なくされました。
このライブが再始動に向けた最初のステージとなりま
す。ぜひ⼀緒に楽しいひと時を過ごしましょう。

主に建築を学ぶ学⽣たちに向けて、私たちが創作の中
で⽤い、操る「縮尺」、あるいは「スケール」という
概念の⾯⽩さや不思議さについてお話します。その過
程で、私がこれまで作ってきたものについて、影響を
受けた絵本や⾳楽、天⽂学や哲学など、建築分野に限
らないさまざまな話題に触れながら、紹介します。

2022.12.16(fri)-12.18(sun)
せんだいメディアテーク (smt)1F　オープンスクエア

応募はこちら

12月16日(金)



（公社）日本建築家協会東北支部
（一社）日本建築学会東北支部　建築デザイン教育部会

主催

I｜12：30-16：00｜JIACPD:4 単位申請中
サポーターズ・ボイスPart3

みやぎボイス連絡協議会主催

D｜10：00-12：00｜JIACPD:2 単位申請中
建築学生テクニカルセミナー2022

(公社)日本建築家協会東北支部宮城地域会

（公社）日本建築家協会東北支部宮城地域会　保存再生研究委員会

（公社）日本建築家協会東北支部宮城地域会
（一社）宮城県建築士会
（一社）宮城県建築士事務所協会

震災復興シンポジウム「みやぎボイス2022」の振り返りと
今後の展望について意⾒交換を⾏います。今年は『災害が
⽇常になった今』を主題に、昨年に引き続き『復興検
証』、雄勝の『レジリエンスを考える』、孤独死回避のた
めの『空間とコミュニティ形成』、未来へ繋げる『復興⽀
援員制度』、様々な⼠業の視点から⾒た『復興事業』、復
興における『地域と当事者の範囲』について議論を繰り広
げました。

東北地⽅で建築を学ぶ学⽣さんを対象として、JIA東北
⽀部協⼒会企業が提供する技術や材料を通して交流を
⾏うとともに、建築を成り⽴たせるテクニカルな知識
を学んでいただきます。

J｜16：00-18：00｜JIACPD:2 単位申請中
フォトコンテスト「建築を推せ！」
公開審査・ 表彰式

E｜12：00-14：00｜JIACPD:2 単位申請中
アフターボイス2022

複合施設「ミツイガーデンヒルズ
仙台ゆりが丘」の敷地内にはコモ
ンガーデンと呼ばれる広場が計画
されています。
この場所の活性化を⽬的として東
屋のデザインを宮城県で建築を学
ぶ学⽣に広く募集しており、アー
キテクツウィークでは公開審査を
⾏います。

会場展⽰しているフォトコ
ンテストの公開審査を⾏い
ます。

G｜16：30-19：00｜JIACPD:3 単位申請中
「あずまや」学生設計コンペ公開審査

主催

(公社)日本建築家協会東北支部宮城地域会主催

今、泉区役所建替えに伴いその周辺地区の再整備が⾏わ
れようとしております。その基本⽅針の⼀つに「泉中央
駅を中⼼とした賑わい軸の延伸」があります。泉区役所
建替え地区を憩い・賑わい交流機能を形成する賑わい軸
の北端とし、七北⽥公園・ユアテックスタジアム周辺地
区をスポーツ・健康・⽀援機能を担う賑わい軸の南端と
捉えています。そしてペデストリアンデッキ等を賑わい
軸の縦軸とし北端と南端を結び付け⽇常的な賑わいの為
に回遊性の向上を図る計画になっています。
そこで、この機会に七北⽥公園・ユアテックスタジア
ム・野球場・テニスコート・七北⽥川等を想定し「七北
⽥公園ボールパークの実現に向けて」という事でサポー
ターボイスを開催します。

スポーツとまちづくりを考える会主催

来年、⻘葉⼭公園センターがオープンします。仙台城⼤
⼿⾨の復元も決まりました。
ここでは、仙台城の復元も含めた今後の⻘葉⼭周辺を取
巻く、歴史、⾃然環境のあるべき姿と仙台の「観光」
「経済」を中⼼とした「まちづくり」について、専⾨家
の皆様にお集まりいただき、フリーディスカッションを
⾏います。

F｜14：00-16：30｜JIACPD:3 単位申請中
放談 仙台城

主催
「政宗公ワールド」プロジェクト共催

新たな時代に期待される質の⾼い建築とまちづくりの理
念を探求し、活動の⼀つとして「これからの建築とまち
づくり」というテーマで７回シンポジウムを開催してき
ました。今回は、⻘葉通・仙台駅東・定禅寺通・仙台市
中⼼商店街活性化協議会の４団体のまちづくりの活動を
題材として様々な視点から仙台市の都⼼まちづくりのビ
ジョンや専⾨家の役割、そして連携などについて議論し
ます。

H｜10：00-12：30｜JIACPD:3 単位申請中
これからの建築とまちづくりPart8

主催

「仙台城復元」と「観光」、
　今後の「仙台のまちづくり」について

人が集まる場所をデザインする。

－仙台都心まちづくり団体の連携について－

ステージ ステージ12月17日(土) 12月18日(日)



1972年 福岡県⽣まれ
1998年 東京藝術⼤学 美術学部 建築科卒業
2000年 東京藝術⼤学⼤学院美術研究科建築専攻修⼠課程修了
2000年 伊東豊雄建築設計事務所 
2007年 中⼭英之建築設計事務所設⽴
現在   東京藝術⼤学准教授

主な作品
2004年 SD Review⿅島賞
2007年 第23回吉岡賞
2014年 Red Dot Design Award (best of the best)
2019年   第17回環境・設備デザイン賞、JIA新⼈賞、
              グッドデザイン賞⾦賞、
              ⽇本仕上学会賞、
              Prix AMO 2019 : Prix du lieu le mieux productif

「1/1000000000」
主に建築を学ぶ学⽣たちに向けて、私たちが創作の中
で⽤い、操る「縮尺」、あるいは「スケール」という
概念の⾯⽩さや不思議さについてお話します。その過
程で、私がこれまで作ってきたものについて、影響を
受けた絵本や⾳楽、天⽂学や哲学など、建築分野に限
らないさまざまな話題に触れながら、紹介します。

「1/1000000000」「1/1000000000」
AW2022 特別講演

講師 中山 英之　Hideyuki Nakayama

講演会「東北の建築家」

1979年⻘森県⽣まれ。広島⼤学を卒業後、三分⼀博志に師事し2008年に蟻
塚学建築設計事務所を設⽴。
現在、弘前⼤学、⼋⼾⾼専、東北⼯業⼤学、東北芸⼯⼤⾮常勤講師。

第6回および第10回JIA東北住宅⼤賞受賞
近作に⿊⽯市⽴図書館（みかんぐみ、ゲンジアーキ等と共同）
www.aritsuka.com

建築家。株式会社アーキテクチュアランドスケープ 代表取締役。
⼭形県⻑井市⽣まれ。
慶應義塾⼤学⼤学院理⼯学研究科後期博⼠課程単位取得退学後、隈研吾
建築都市設計事務所を経てアーキテクチュアランドスケープ設⽴。
⼭形⼤学、東北⼯業⼤学⾮常勤講師。

⽇本建築学会東北建築賞作品賞
グッドデザイン賞グッドデザインベスト100
やまがたエクセレントデザインほか受賞多数
代表作：⽩鷹の家、⻄根の家、gura、⾼源ゆ

1980年⼭形県⽣まれ。2005年東北⼤学⼤学院修了、本間利雄設計事務所＋
地域環境計画研究室を経て、2014年井上貴詞建築設計事務所設⽴。
2020年法⼈化。東北・⼭形を拠点に、その⼟地に根付く⾃然や積み重なった
時間を敬い、ヒト・モノ・コトのポテンシャルを引き上げる建築を実践している。
⼭形⼤学、仙台⾼専⾮常勤講師。
JIA東北住宅⼤賞2018⼤賞
東北建築賞特別賞
グッドデザイン賞など受賞。
http://takashiinoue.com

井上 貴詞 

渋谷　達郎

蟻塚 学

Photo Takashi Kato

「2004」
Photo Toshiyuki Yano

「O邸」
Photo Mitsutaka Kitamura

「弦と弧」

12月16日(金)
A｜12：00-14：00｜JIACPD:2 単位申請中  

12月16日(金)
B｜14：00-16：00｜JIACPD:2 単位申請中  

仙台市⻘葉区⼀番町4-1-1 オークツリー⼀番町4F https://www.jia-tohoku.org/archives/3739
問合せ先：公益社団法人日本建築家協会東北支部宮城地域会

Tel：022-225-1120/Fax：022-213-2077
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