
必要事項を記入しFAXまたはメールでお申し込みください。
（メールの場合は氏名・所属・住所・電話番号と参加希望日時を記載のうえお申し込みください。）

申　込　書申込み締切日
3月12日㊐

モデレーター

開 催 場 所

対 象

パ ネリストパ ネリスト

日 程・時 間日 程・時 間

渡 辺　　 治　（渡辺治建築都市設計事務所 所長）

第37回 ジャパン建材フェア　 シンポジウム開催のご案内

木質構造の未来
～LVL板構造、木造耐火建築の実例解説とともに ～

氏 　 　 名
所 属 名 称
住 所
電 話 番 号
メールアドレス

ふりがな

－ － － －FAX番号

送付先 FAX: 03-5534-3750 ・E-mail: sympo@key-tec.co.jp

3月18日㊏　「海辺の家」

3月17日㊎　「東京ゆりかご幼稚園+里山教育」
参加希望するシンポジウムに○を付けてください。

10:00 ～11:30 13:30 ～15:00

10:00 ～11:30 13:30 ～15:00

田 井　幹 夫
アーキテクトカフェ・田井幹夫建築設計事務所

海辺の家海辺の家東京ゆりかご幼稚園
+里山教育

東京ゆりかご幼稚園
+里山教育

1 2

3月18日㊏ 10:00 ～11:30 ・13:30 ～15:003月18日㊏ 10:00 ～11:30 ・13:30 ～15:003月17日㊎ 10:00 ～11:30 ・13:30 ～15:00

東京ビッグサイト東展示棟3ホール
株式会社キーテック展示ブース内

建築家・学生・工務店・
就職希望者・etc

時代の流れは、木構造の可能性の追求へと向かっています。耐火木造の実践もしばしば耳にするようになりました。
その中でもCLTとLVLによる試みは、新たなエンジニアリングウッドの可能性を示すものとして注目を集めています。
今回は仕上げおよび構造材としてLVLを大々的に使用した「 東京ゆりかご幼稚園+里山教育」と「海辺の家」を中心に、
それぞれの建築家、構造家にお出でいただき、それぞれの立場での木構造への考えを詳しく伺います。（田井幹夫）

年　北海道生まれ
年　北海道大学大学院工学研究科　建築工学専攻修士課程修了
年　ペンシルバニア大学芸術学部　建築学科修士課程修了
年　東京大学大学院工学研究科　建築計画学専攻博士課程（高
橋鷹志研究室）修了

年　渡辺治建築都市設計事務所設立
博士（工学）
主な受賞として、 年ジョンソンタウンで都市景観大賞（国交省大臣賞）、

年東京ゆりかご幼稚園+里山教育でキッズデザイン賞（内閣総理大臣賞）、
年ジョンソンタウンで土木学会デザイン賞（奨励賞）　等がある。

中 田　琢 史　
年　三重県生まれ
年　東京造形大学造形学部絵画科卒業
年～ 年　構造設計集団 <SDG>
年～ 年　SDG-SEOUL チーフディレクター（韓国常駐）
年～ 年　リズムデザイン主催
年～　㈱リズムデザイン＝モヴ一級建築士事務所共同主催
年～　千葉大学園芸学部／中部大学工学部建築学科 非常勤講師

原 田　真 宏　（マウントフジアーキテクツスタジオ主宰・芝浦工業大学教授）原 田　真 宏　（マウントフジアーキテクツスタジオ主宰・芝浦工業大学教授）
年　静岡県生まれ
年　芝浦工業大学大学院建設工学専攻修了
～ 年　隈研吾建築都市設計事務所
～ 年　文化庁芸術家海外派遣研修員制度を受けホセ・アン

トニオ ＆ エリアス・トレス　アーキテクツ（バル
セロナ）に所属

年　磯崎新アトリエ
年　原田麻魚と共に「MOUNT FUJI ARCHITECTS STUDIO 」設立
年　慶應義塾大学　理工学部システムデザイン工学科　非常勤講師
年　芝浦工業大学　工学部建築学科　准教授
年～　東京大学　工学部建築学科　非常勤講師
年～　東北大学　工学部建築・社会環境工学科 非常勤講師
年～　芝浦工業大学 工学部建築学科 教授

年　静岡県生まれ
年　芝浦工業大学大学院建設工学専攻修了
～ 年　隈研吾建築都市設計事務所
～ 年　文化庁芸術家海外派遣研修員制度を受けホセ・アン

トニオ ＆ エリアス・トレス　アーキテクツ（バル
セロナ）に所属

年　磯崎新アトリエ
年　原田麻魚と共に「MOUNT FUJI ARCHITECTS STUDIO 」設立
年　慶應義塾大学　理工学部システムデザイン工学科　非常勤講師
年　芝浦工業大学　工学部建築学科　准教授
年～　東京大学　工学部建築学科　非常勤講師
年～　東北大学　工学部建築・社会環境工学科 非常勤講師
年～　芝浦工業大学 工学部建築学科 教授

年生まれ。建築家。横浜国立大学卒業。ベルラーへ・インスティ
テュート・アムステルダム留学。内藤廣建築設計事務所勤務を経て、
年アーキテクトカフェ建築設計事務所設立。 年有限会社

アーキテクトカフェ・田井幹夫建築設計事務所設立。現在に至る。  
横浜国立大学、法政大学、桑沢デザイン研究所、明治大学非常勤講師。 

年　神奈川県生まれ
年　芝浦工業大学建築学科卒業
～ 年　建築都市ワークショップ所属
年　原田真宏と共に「MOUNT FUJI ARCHITECTS STUDIO 」
設立

年～　東北大学 工学部建築･社会環境工学科 非常勤講師

原 田　麻 魚　（マウントフジアーキテクツスタジオ代表取締役）原 田　麻 魚　（マウントフジアーキテクツスタジオ代表取締役）



 

第 37 回ジャパン建材フェア・キーテックシンポジウムのご案内 

木質構造の未来 

～LVL 板構造、木造耐火建築の実例解説とともに～ 

 

●場所  東京ビックサイト 東 1・2・3ホール 

     第 37 回 ジャパン建材フェア  

株式会社キーテック展示ブース内 

 

 

●日程・時間 

3 月 17 日（金曜日） ①10：00～11：30 ②13：30～15：00 

 

『東京ゆりかご幼稚園』（仮） 

パネリスト 渡辺治 ＜渡辺治渡辺治建築都市事務所＞ 

       中田琢史 ＜リズムデザイン=モヴ＞ 

モデレーター 田井幹夫 ＜アーキテクトカフェ・田井幹夫建築設計事務所＞ 

 

 

●日程・時間 

3 月 18 日（土曜日） ①10：00～11：30 ②13：30～15：00 

 

『海辺の家/Shore House』（仮） 

パネリスト 原田真宏 ＜マウントフジアーキテクツスタジオ＞ 

       原田麻魚 ＜マウントフジアーキテクツスタジオ＞ 

モデレーター 田井幹夫 ＜アーキテクトカフェ・田井幹夫建築設計事務所＞ 

 

 

●申込方法 

 申込み締切日 3 月 12 日（日曜日） 

  

申込書に必要事項を記入し FAX またはメールでお申込みください。 

（メールの場合は氏名・所属・住所・電話番号・参加希望日時を記載のうえお

申込みください。） 



　〒136-0083

　03-5534-3742(代表)
　担当者　阿部 真子

　株式会社キーテック
【お問合わせ】

　東京都江東区新木場1-7-22新木場タワー9階

FAX  03-5534-3750
メール  sympo@key-tec.co.jp

必要事項を記入しFAXまたはメールにてお申込みください。

送付先

3月18日（土曜日） ①10：00～11：30

②13：30～15：00
『海辺の家/Shore House』（仮）

参加希望するシンポジウムに○を付けて下さい。

3月17日（金曜日） ①10：00～11：30

②13：30～15：00
『東京ゆりかご幼稚園』（仮）

第37回ジャパン建材フェア・キーテックシンポジウムのご案内

木質構造の未来
～LVL板構造、木造耐火建築の実例解説とともに～

【申込書】

フリガナ

お 名 前

所属名称

申込み締切日　3月12日（日曜日）

住　　　所

電話番号
（日中連絡可能な番号）

FAXでお申込みの方

FAX番号

メールでお申込みの方

メールアドレス


