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JUDI JOURNAL 
人と街づくりを考える情報誌

巻頭- 羅針盤 

公園に新しい景色をつくる 

　千里ニュータウンの千里南公園で学生たちがス
タンドカフェを初めて4年目になる。カフェ・
オ・カフェと言う。カフェを始めたのは、グラン
ドレベルの田中元子さんと知り合って、彼女の
「3000円のランチよりおいしい振る舞いコー
ヒー」に共感したからだ。コーヒーを振る舞いな
がら、集まってきた人たちと話をするのは、
3000円のランチ食べるより幸せな気持ちにな
る、と。 
 わたしのカフェスタンドをつくってほしい、
一人で運んでそのまま電車に乗りたい、といっ
た要求に学生たちが応えてくれた。結局ちょっ
とした出来事があって、千里南公園で学生たち
がカフェを出すことになった。
　なぜカフェを研究室でするのか。公園に新
しい景色をつくりだす、そういう社会実験をし
ようということでカフェ・オ・カフェは動き
出した。そしてどこにでも持っていけるフリー

スツールも作った。少し景色に広がりができ
た。そんな景色をさらに広げたいと思うよう
になり、市民を募ってマルシェを始めた。こだ
わったのは、道具立て。ハンガー、テーブル、
テーブルクロスなどなど、一体感が出るように
手作りした。公園の景色のデザインだ。学生た
ちは、市民の方々に寄り添って、市に占有許可
申請を出しマルシェのコーディネートをした。
この経験で、彼らは社会との付き合い方を学
び、コミュニケション能力は抜群に高まった。
さらに自分たちがデザインすることで、景色を
変えられることを実体験として知った。
 残念なことに、今年はマルシェどころかカ
フェも難しい。それでも公園にいい景色を作り
出したいと現在も模索中である。
＊小さなスタンドはおカフェ0号、緑の屋根のカ
フェスタンドはおカフェ1号です。

関西大学/関西ブロック　岡絵理子 

第3-4号 2020年8月 

千里南公園

おカフェ0号 おカフェ1号 マルシェ

詳細へGO＞

https://oakeri.jimdofree.com/%E5%AE%9F%E8%B7%B5%E6%B4%BB%E5%8B%95%E3%81%AE%E7%B4%B9%E4%BB%8B/%E5%8D%83%E9%87%8C%E5%8D%97%E5%85%AC%E5%9C%92-park-cafe-pj/
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全国ブロック 中部ブロック 北陸ブロック 関東ブロック

詳細へGO ＞ 詳細へGO ＞ 詳細へGO ＞ 詳細へGO ＞

【学術研究発表】 

第6回 JUDI研究発表会

【ローカル線で歴史街道
を遡る】 

ローカル線の環境デザイ
ンIIIの1  
名松線と雲出川・旧伊勢
街道・松阪を旅する

【都市と河川の関係を探
る】 

川がつくる北陸のまち 
～都市と河川の関係性～

【記憶の音で街の風景を発
見する】 

音風景で辿るまちの記憶と
今-渋谷の元を探す　神
泉・円山町のまちあるき

#WiFiパケットセンサ 
#物流システム 
#喫煙所 #太陽光発電設備 
#戦災復興土地区画整理事
業  #360度VR映像 #金沢 
#子どもの居場所づくり 
#原市 
#公共サインガイドライン 
#多目的広場  
#弁天橋 
#防護柵 
#柴又帝釈天 
#景観

#名松線 
#雲出川 
#旧伊勢街道 
#ローカル線 
#環境デザイン  
#伊勢本街道　 
#北畠氏  
#遺構 
#松坂市 
#歴史景観 
#松坂牛

#河川景観 
#水辺空間 
#暮らし 
#地形 
#断層 
#煎餅 
#信濃川   
#支流  
#西川  
#神通川  
#犀川   
#浅野川  
#足羽川

#渋谷 
#円山町 
#記憶 
#サウンドスケープ 
#色街文化 
#料亭文化  
#継続　 
#SDGs  
#環境保全

2019年11月-2020年1月の活動概要

関東ブロック 北陸ブロック 国際委員会 北陸ブロック

詳細へGO ＞ 詳細へGO ＞ 詳細へGO ＞ 詳細へGO ＞

【コトを創造する指定管
理】 

豊洲市場周辺整備と管理
の状況を見る

【研究プロジェクト調
査】 

自然物が創る街の魅力に
関する研究～越前大野
編～

【季刊情報誌】 
JUDI通信2019年冬号

（No.14） 
『成長しない街の都市デ
ザイン』

【新春の宴】 
いしかわ・かなざわ まち
づくり談義

#豊洲市場 
#パークマネジメント 
#稼ぐ公園 
#ガーデニング 
#公園管理 
#公園 
#持続可能性 
#種と苗

#越前大野 
#山あて 
#城当て 
#町割り 
#まち 
#ダンス 
#名水 
#酒蔵

#都市をデザインする 
#四季雑感 
#プロジェクト100選　
#JUDIメンバー紹介 
#黒瀬武史 
#加藤晃規 
#熊本アートポリス 
#本田壽

#石川県 
#金沢 
#まちのり 
#３６０度ＶＲ映像 
#都心軸

https://twitter.com/hashtag/WiFi%E3%83%91%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%B5?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E7%89%A9%E6%B5%81%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E5%96%AB%E7%85%99%E6%89%80?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E5%A4%AA%E9%99%BD%E5%85%89%E7%99%BA%E9%9B%BB%E8%A8%AD%E5%82%99?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E6%88%A6%E7%81%BD%E5%BE%A9%E8%88%88%E5%9C%9F%E5%9C%B0%E5%8C%BA%E7%94%BB%E6%95%B4%E7%90%86%E4%BA%8B%E6%A5%AD?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/360%E5%BA%A6VR%E6%98%A0%E5%83%8F?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E9%87%91%E6%B2%A2?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82%E3%81%AE%E5%B1%85%E5%A0%B4%E6%89%80%E3%81%A5%E3%81%8F%E3%82%8A?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E5%8E%9F%E5%B8%82?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E5%85%AC%E5%85%B1%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E5%A4%9A%E7%9B%AE%E7%9A%84%E5%BA%83%E5%A0%B4?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E5%BC%81%E5%A4%A9%E6%A9%8B?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E9%98%B2%E8%AD%B7%E6%9F%B5?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E6%9F%B4%E5%8F%88%E5%B8%9D%E9%87%88%E5%A4%A9?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E6%99%AF%E8%A6%B3?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E5%90%8D%E6%9D%BE%E7%B7%9A?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E9%9B%B2%E5%87%BA%E5%B7%9D?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E6%97%A7%E4%BC%8A%E5%8B%A2%E8%A1%97%E9%81%93?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%AB%E7%B7%9A?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E7%92%B0%E5%A2%83%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E4%BC%8A%E5%8B%A2%E6%9C%AC%E8%A1%97%E9%81%93?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E5%8C%97%E7%95%A0%E6%B0%8F?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E9%81%BA%E6%A7%8B?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E6%9D%BE%E5%9D%82%E5%B8%82?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E6%99%AF%E8%A6%B3?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E6%9D%BE%E5%9D%82%E7%89%9B?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E6%B2%B3%E5%B7%9D%E6%99%AF%E8%A6%B3?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E6%B0%B4%E8%BE%BA%E7%A9%BA%E9%96%93?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E6%9A%AE%E3%82%89%E3%81%97?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E5%9C%B0%E5%BD%A2?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E6%96%AD%E5%B1%A4?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E7%85%8E%E9%A4%85?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E4%BF%A1%E6%BF%83%E5%B7%9D?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E6%94%AF%E6%B5%81?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E8%A5%BF%E5%B7%9D?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E7%A5%9E%E9%80%9A%E5%B7%9D?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E7%8A%80%E5%B7%9D?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E6%B5%85%E9%87%8E%E5%B7%9D?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E8%B6%B3%E7%BE%BD%E5%B7%9D?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E6%B8%8B%E8%B0%B7?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E5%86%86%E5%B1%B1%E7%94%BA?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E8%A8%98%E6%86%B6?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E3%82%B5%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%89%E3%82%B9%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%97?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E8%89%B2%E8%A1%97%E6%96%87%E5%8C%96?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E6%96%99%E4%BA%AD%E6%96%87%E5%8C%96?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E7%B6%99%E7%B6%9A?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/SDGs?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E7%92%B0%E5%A2%83%E4%BF%9D%E5%85%A8?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E8%B1%8A%E6%B4%B2%E5%B8%82%E5%A0%B4?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%9E%E3%83%8D%E3%82%B8%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E7%A8%BC%E3%81%90%E5%85%AC%E5%9C%92?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%83%87%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B0?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E5%85%AC%E5%9C%92%E7%AE%A1%E7%90%86?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E5%85%AC%E5%9C%92?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E6%8C%81%E7%B6%9A%E5%8F%AF%E8%83%BD%E6%80%A7?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E7%A8%AE%E3%81%A8%E8%8B%97?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E8%B6%8A%E5%89%8D%E5%A4%A7%E9%87%8E?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E5%B1%B1%E3%81%82%E3%81%A6?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E5%9F%8E%E5%BD%93%E3%81%A6?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E7%94%BA%E5%89%B2%E3%82%8A?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E3%81%BE%E3%81%A1?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E3%83%80%E3%83%B3%E3%82%B9?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E5%90%8D%E6%B0%B4?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E9%85%92%E8%94%B5?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E9%83%BD%E5%B8%82%E3%82%92%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%81%99%E3%82%8B?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E5%9B%9B%E5%AD%A3%E9%9B%91%E6%84%9F?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88100%E9%81%B8?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/JUDI%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%BC%E7%B4%B9%E4%BB%8B?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E9%BB%92%E7%80%AC%E6%AD%A6%E5%8F%B2?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E5%8A%A0%E8%97%A4%E6%99%83%E8%A6%8F?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E7%86%8A%E6%9C%AC%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%9D%E3%83%AA%E3%82%B9?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E6%9C%AC%E7%94%B0%E5%A3%BD?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E7%9F%B3%E5%B7%9D%E7%9C%8C?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E9%87%91%E6%B2%A2?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E3%81%BE%E3%81%A1%E3%81%AE%E3%82%8A?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%EF%BC%93%EF%BC%96%EF%BC%90%E5%BA%A6%EF%BC%B6%EF%BC%B2%E6%98%A0%E5%83%8F?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E9%83%BD%E5%BF%83%E8%BB%B8?src=hashtag_click
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2020年2月-7月の活動概要

東北ブロック 国際委員会 関西ブロック

詳細へGO ＞ 詳細へGO ＞ 詳細へGO ＞

【研究プロジェクト調査】 
酒蔵プロジェクト　～発酵文化とまち
づくり～ 

【季刊情報誌】 
JUDI通信2020年春号 

（No.15） 
『分析と総合』

  【第28回JUDIフォーラム関西】 
プレイベント：建築都市VRワークシ

ョップ 

#発酵文化研究所 
#発酵食品サミット 
#糀と食文化 
#地域に生きる酒蔵 
#犬っこ祭り 
#増田蔵町通り 
#内蔵

#都市をデザインする 
#四季雑感 
#プロジェクト100選 
#JUDIメンバー紹介 
#太田浩史 
#鳴海邦碩 
#リノベ 
#大正 
#石嶺一

#オンラインワークショップ  
#Twinmotion 
#VR

関西ブロック 国際委員会 中部ブロック

詳細へGO ＞ 詳細へGO ＞ 詳細へGO ＞

  【第28回JUDIフォーラム関西】 
建築・都市を作るデジタル技術のいま 

【季刊情報誌】 
JUDI通信2020年夏号 

（No.16) 
『デザインマネジメント』

【ローカル線と地域の産業構造】 
ローカル線の環境デザインIIIの2 武豊
線と蒲郡線・三河湾の海と陸の接点

#3次元CG 
#ユーザエクスペリエンスデザイン 
#ボロノイ分割 
#コンピュテーショナルデザイン

#都市をデザインする 
#四季雑感 
#プロジェクト100選 
#JUDIメンバー紹介 
#高尾忠志 
#鳴海邦碩 
#長門湯本温泉 
#福田知弘

#武豊線 
#蒲郡線 
#ローカル線 
#環境デザイン 
#ハーフティンバー 
#赤煉瓦工場 
#クラシックホテル 
#再生 
#醸造産業 
#まちづくり 
#最古の跨線橋 
#東浦 
#料亭 
#望洲楼

https://twitter.com/hashtag/%E4%B8%89%E6%AC%A1%E5%85%83CG?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%82%A8%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%83%9A%E3%83%AA%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E3%83%9C%E3%83%AD%E3%83%8E%E3%82%A4%E5%88%86%E5%89%B2?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%A5%E3%83%86%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%8A%E3%83%AB%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E9%83%BD%E5%B8%82%E3%82%92%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%81%99%E3%82%8B?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E5%9B%9B%E5%AD%A3%E9%9B%91%E6%84%9F?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88100%E9%81%B8?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/JUDI%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%BC%E7%B4%B9%E4%BB%8B?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E9%AB%98%E5%B0%BE%E5%BF%A0%E5%BF%97?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E9%B3%B4%E6%B5%B7%E9%82%A6%E7%A2%A9?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E9%95%B7%E9%96%80%E6%B9%AF%E6%9C%AC%E6%B8%A9%E6%B3%89?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E7%A6%8F%E7%94%B0%E7%9F%A5%E5%BC%98?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E6%AD%A6%E8%B1%8A%E7%B7%9A?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E8%92%B2%E9%83%A1%E7%B7%9A?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%AB%E7%B7%9A?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E7%92%B0%E5%A2%83%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%95%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%BC?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E8%B5%A4%E7%85%89%E7%93%A6%E5%B7%A5%E5%A0%B4?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%B7%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%9B%E3%83%86%E3%83%AB?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E5%86%8D%E7%94%9F?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E9%86%B8%E9%80%A0%E7%94%A3%E6%A5%AD?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E3%81%BE%E3%81%A1%E3%81%A5%E3%81%8F%E3%82%8A?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E6%9C%80%E5%8F%A4%E3%81%AE%E8%B7%A8%E7%B7%9A%E6%A9%8B?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E6%9D%B1%E6%B5%A6?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E6%96%99%E4%BA%AD?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E6%9C%9B%E6%B4%B2%E6%A5%BC?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E7%99%BA%E9%85%B5%E6%96%87%E5%8C%96%E7%A0%94%E7%A9%B6%E6%89%80?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E7%99%BA%E9%85%B5%E9%A3%9F%E5%93%81%E3%82%B5%E3%83%9F%E3%83%83%E3%83%88?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E7%B3%80%E3%81%A8%E9%A3%9F%E6%96%87%E5%8C%96?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E3%81%AB%E7%94%9F%E3%81%8D%E3%82%8B%E9%85%92%E8%94%B5?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E7%8A%AC%E3%81%A3%E3%81%93%E7%A5%AD%E3%82%8A?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E5%A2%97%E7%94%B0%E8%94%B5%E7%94%BA%E9%80%9A%E3%82%8A?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E5%86%85%E8%94%B5?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E9%83%BD%E5%B8%82%E3%82%92%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%81%99%E3%82%8B?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E5%9B%9B%E5%AD%A3%E9%9B%91%E6%84%9F?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88100%E9%81%B8?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/JUDI%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%BC%E7%B4%B9%E4%BB%8B?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E5%A4%AA%E7%94%B0%E6%B5%A9%E5%8F%B2?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E9%B3%B4%E6%B5%B7%E9%82%A6%E7%A2%A9?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E3%83%AA%E3%83%8E%E3%83%99?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E5%A4%A7%E6%AD%A3?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E7%9F%B3%E5%B6%BA%E4%B8%80?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%97?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Twinmotion?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/VR?src=hashtag_click
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第6回 JUDI研究発表会 

活動概要へ戻る＞

全国ブロック

FaceBookへGO＞

https://www.facebook.com/groups/judi.members/permalink/2379016352207353/
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名松線と雲出川・旧伊勢
街道・松阪を旅する 

ローカル線の環境デザインIIIの1 

 松阪と言えばやっぱりなんです
ね。 
　本日の懇親会はここです。これ
から松阪牛のすき焼きが出てくる
予感が。名松線の旅スタート。今
時珍しくタブレット。 

活動概要へ戻る＞

中部ブロック

FaceBookへGO＞

https://www.facebook.com/groups/judi.members/permalink/2407176346058020/
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川がつくる北陸のまち～
都市と河川の関係性～ 

JUDIin富山2019  
　「川がつくる北陸のまち～都市
と河川の関係性～」をテーマとし
たフォーラムがはじまりました。
鍔隆弘先生の挨拶、司会は柳原さ
んです。 

　まずは神通川の旧川を辿りなが
らのエクスカーションです。 

 富山大学都市デザイン学部地球シ
ステム科学科の安江健一准教授に
基調講演「河川による景観形成と
人々の暮らし」です。 

　安江先生プロデュースによる食
べながら学べる断層煎餅を頂きな
がら、面白いお話に聞き入ってま
す。 

つづきへ＞

北陸ブロック

FaceBookへGO＞

https://www.facebook.com/groups/judi.members/permalink/2423044794471175/
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川がつくる北陸のまち～
都市と河川の関係性～ 

JUDI in富山2019 
　パネルディスカッションです。コ
ーディネーターは、武山良三先
生、パネリストは、新潟から荘司
さん、富山から小川さん、石川か
ら上坂さん、福井から池田さんで
す。 

　まず、荘司さんから「独断と偏
見と郷土愛に満ちた信濃川支流西
川沿いの或る地区の話～小針（こ
ばり）と小新（こしん）～」と題
してご発表いただきます。 
　小川さんからは「富山市が進め
る景観づくり～松川べり～景観づ
くり社会実験「まつかわテラス」
です。 
　上坂さんからは「藩政時代から
暮らしと繋がる金沢の川」です。 
　池田さんからは「桜堤と、まち
づくり～福井を代表する風景　足
羽川桜堤再生～」です。 

　２日目。滑川のエクスカーショ
ンがスタートです。 
滑川宿場回廊めぐり。地元のボラ
ンティアガイドのご案内を頂き海
沿いの宿場町を散策！櫟原（いち
はら）神社に来ました。 

　エクスカーション」が無事終
了。楽しく充実した内容でした。 
　ご参加頂きました皆様、ご準備
頂いた富山メンバーの皆様ありが
とうございました。 

活動概要へ戻る＞

北陸ブロック

FaceBookへGO＞

https://www.facebook.com/judi.hokuriku/posts/2560444897405199
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音風景で辿るまちの記憶
と今-渋谷の元を探す　神
泉・円山町のまちあるき 

　皆様から既にご報告があったと
思いますが、昔の渋谷の中心街？
花街円山町探索！花街がどのよう
に街をつくり、且、今の渋谷カル
チャーにどう影響してるかを知る
機会をサンドスケープを提唱してき
た鳥越けい子さんを道案内に、街
歩きをしました。 
　多い時は400人を超える芸者さ
んがいた街の今を昔のイメージの
かけらを繋ぎながら、現実の音と
は違う、正にサウンドを感じなが
らの街歩き。三味線の練習音は聞
こえないけど、神泉の水音は聞こ
えないけど、確かにせせらぎや、
唄の音が聞こえたのは、私だけ
だったのかな？ 

　街はイメージを残しなが、その
端に付いているイメージをつな
ぐ。街づくりの原点を知る。渋谷
の若者のクラブ文化や音楽文化の
原点が、この円山町界隈にあった
事だけはたしかな様だ。 
　サウンドスケープとは、単に実
際の音からの、風景を想起するだ
けではなく、地形や遺構から、風
景の音を逆に想起、イメージし、
探し出す作業そのものもがサウン
ドスケープだとわかった。 
　で、人には教えたくないお店を
知り、久々の素晴らしい街歩き、
参加になりました。ありがとうご
ざいました。鳥越さん、佐藤さ
ん、高橋さん。 

活動概要へ戻る＞

関東ブロック

FaceBookへGO＞

https://www.facebook.com/groups/judi.members/permalink/2438905952885059/
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活動概要へ戻る＞

豊洲市場周辺整備と管理
の状況を見る 

活動概要へ戻る＞

関東ブロック
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自然物が創る街の魅力に
関する研究 

～越前大野編～ 

　年の瀬に北陸ブロックの公募制
プロジェクト調査で越前大野へ。
自然物が創る街の魅力探しと大野
の魅力探し。そしてもちろん酒蔵
も楽しみです。まずは福井駅から
ローカル線の越美北線で大野へ向
かいます。 

　越前大野調査開始。山あて、城
あての町割りに歴史的街並みが残
ってます。名物いもきんつばは絶
品です。 

　酒蔵もしっかりお勉強。南部酒
造場でヒアリングです。参加者全
員で学んでます。そしてお蕎麦と日
本酒で。 

　午後は、「まちとダンスする暮
らしと居場所」をテーマに研究を
行っている関西大学江川研究室の
三浦さんの「まちとダンスについ
て」というお話を聞きに活動拠点
に来ました。南米にも行ったろ！
ということで、世界中にハートマ
ークをつけて来られています。 

　この時期には珍しくそれほど寒
くなく、楽しく調査終了。この後
は福井市内で、JUDIふくいの忘年
会に参加します。 

北陸ブロック

FaceBookへGO＞

FaceBookへGO＞

FaceBookへGO＞

活動概要へ戻る＞

https://www.facebook.com/groups/judi.members/permalink/2483630611745926/
https://www.facebook.com/groups/judi.members/permalink/2483981008377553/
https://www.facebook.com/groups/judi.members/permalink/2483470298428624/
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JUDI通信2019年秋号 

JUDI通信2019年冬号へリンク

● 都市をデザインする 
『成長しない街の都市デザイン』 
黒瀬武史(九州大学大学院 人間環境
学研究院准教授) 

● 四季雑感 
加藤晃規(関西学院大学名誉教授) 

国際委員会

● 都市デザイン・プロジェクト100
選 
『くまもとアートポリス』 
柴田 祐(熊本県立大学教授) 

● JUDIメンバーの紹介 
本田 壽(本田壽建築設計事務所) 

活動概要へ戻る＞

JUDI通信 No.14
へGO＞

ここを 
クリック！

https://17f373ba-ef2f-4516-b948-db0fe9301861.filesusr.com/ugd/e4572b_3e772a88600d4d55a4439c6e4e8c8c3c.pdf
https://17f373ba-ef2f-4516-b948-db0fe9301861.filesusr.com/ugd/e4572b_3e772a88600d4d55a4439c6e4e8c8c3c.pdf
https://17f373ba-ef2f-4516-b948-db0fe9301861.filesusr.com/ugd/e4572b_3e772a88600d4d55a4439c6e4e8c8c3c.pdf
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新春の宴「いしかわ・か
なざわ まちづくり談義」 

　あけましておめでとうございま
す。さて北陸ブロック恒例の新春
の宴がはじまりました。お酒もた
くさん持ち込み完了。まずはミニ
フォーラムから。しっかりミニ
フォーラムで勉強もします。 

　今回のお一人目の発表は、東洋
設計の中澤俊さんです。タイトル
は、「都市環境デザインとわた
しー専門家を目指す市民のつぶや
きー」です。 

　お二方目は、埒事務局長です。 
タイトルは、「金沢市公共レンタ
サイクル「まちのり」のこれまで
とこれから」です。「まちのり」
は、今年3月から、エリアも台数も
機能も拡充されます。皆さん、是
非、ご利用ください♪ 
　 
　3人目は、東洋設計の上坂達朗さ
んより、「360度VR映像による金
沢の歴史的景観資源の可視化と回
遊性・魅力向上への試み」です。 
　 
　大トリは、金沢美術工芸大学の
坂本先生です♪「金沢の都心軸」
と題してご発表いただきます。


北陸ブロック

活動概要へ戻る＞

FaceBookへGO＞

https://www.facebook.com/judi.hokuriku/posts/2667294103386944
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酒蔵プロジェクト 

発酵文化とまちづくり 

　今日から3日間、東北ブロック酒
蔵プロジェクトに参加。まずは横
手市からスタート。この冬一番の
雪ですが、そんなに寒くないで
す。 横手と言えばかまくら！横手
は雪。よこて発酵文化研究所の所
長さんにヒアリング。麹が発酵の
源。色んな面白いお話を聞くこと
ができました。 
 そして、ただいま明日からの調査
について打ち合わせ中！ 湯沢酒
蔵めぐりスタートです。雪も舞っ
て雰囲気が高まってきました。 

　まず一軒目は木村酒造。青々と
した杉玉がお出迎え。試飲の前に
粕汁が振る舞われ体も心も温ま
り、そして5種類を試飲。地元の子
どもたち手作りの秋田犬のお守り
のプレゼント。幸せです。 

　2軒目は秋田銘醸。コンピュータ
管理による工場生産。きき酒クイ
ズは、全員ハズレ。でも楽しく見
学できるように色々工夫がしてあ
り、子どもたらも楽しんでます。 

　3軒目は両関酒造！明治創業。古
い建物が歴史を感じさせてくれま
す。ここではたくさーん試飲させ
て頂き、いい感じになってきまし
た。地元のかた、各地から来た
人、皆んな仲良く楽しめる雰囲気
がいいですね。ききざけクイズ、
またまた全滅。  

つづきへ＞

東北ブロック

FaceBookへGO＞

FaceBookへGO＞

https://www.facebook.com/groups/judi.members/permalink/2583147858460867/
https://www.facebook.com/groups/judi.members/permalink/2581391821969804/
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酒蔵プロジェクト 

　秋田湯沢の酒蔵めぐりの合間を
縫って、湯沢の一大イベント、
犬っこ祭りに立ち寄り。秋田犬！
かわいい～！そして、名物の稲庭
うどんを頂きました。


　いよいよ最後の4軒目。秋田県醗
酵工業さん。豚汁の振る舞いと一
滴千両を試飲。それぞれの酒蔵で
独自の振る舞い。湯沢市運行の
シャトルバスのおかげで楽しくま
わることができました。


以上、ミッションコンプリート！	 


　東北プロジェクト調査最終日
は、横手市増田地区の重伝建を訪
問。降りしきる雪の中をまち歩
き。生活空間として利用されてい
た内蔵のあるまち。贅沢な造りに
圧倒されました。 
(上坂) 

東北ブロック

活動概要へ戻る＞

FaceBookへGO＞

https://www.facebook.com/groups/judi.members/permalink/2585201088255544/
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JUDI通信2020年春号 

JUDI通信2020年春号へリンク

● 都市をデザインする 
『分析と総合』 
太田浩史(建築家、博士(工学)) 

● 四季雑感 
鳴海邦碩(大阪大学名誉教授) 

国際委員会

● 都市デザイン・プロジェクト100
選 
『こどもが地域を育てるDIYリノ
ベーション』 
西野 雄一(大阪市立大学 講師) 

● JUDIメンバーの紹介 
石嶺 一(JUDI 琉球ブロック) 

活動概要へ戻る＞

JUDI通信 No.15
へGO＞

ここを 
クリック！

https://17f373ba-ef2f-4516-b948-db0fe9301861.filesusr.com/ugd/e4572b_b4869979660f4e598f1cc026cea4f6ec.pdf
https://17f373ba-ef2f-4516-b948-db0fe9301861.filesusr.com/ugd/e4572b_b4869979660f4e598f1cc026cea4f6ec.pdf
https://17f373ba-ef2f-4516-b948-db0fe9301861.filesusr.com/ugd/e4572b_b4869979660f4e598f1cc026cea4f6ec.pdf
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プレイベント：建築都市
VRワークショップ 

ワークショップで使用したVRソフ
ト 
1) Twinmotionの概要 
2) インストール方法 
3) チュートリアルを以下にアップ
しました。 

https://
judywest2020.amebaownd.com
/pages/3793162/
page_202004251941 
https://
judywest2020.amebaownd.com
/pages/3800045/
page_202004271634 
https://
judywest2020.amebaownd.com
/pages/3800287/
page_202004271747


　いよいよVRワークショップ オン
ラインがはじまりました。4つの分
科会に分かれて、学生さんにTAに
入ってもらい、建築都市VR制作中
です。参加者ご自身のPCでVRソフ
トインストール、制作されている
ことが、なによりです。 

本日のVRワークショップの様子を
ブログにアップしました。 
https://
judywest2020.amebaownd.com
/posts/8235891 

関西ブロック

活動概要へ戻る＞

FaceBookへGO＞
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fjudywest2020.amebaownd.com%2Fpages%2F3800045%2Fpage_202004271634%3Ffbclid%3DIwAR2LpdNz8mvbo4KWffXRPC0NpkPaTUW1jMRJItntxYOapGzbJCDZ_SIc8nE&h=AT1wHUdh6HhAf5RYdTQ7oe7txZEYBwoewgu82CYcDTXr7DCm3XjYWa23Fh3diwriRRmCwNWGLQoidNCPN3Qu60pOaBjCKH6jSNjytDBIUnL0FLHVtAsvdkcB8-qMu_eeKxag_17twwfgNRQyy3h0yx0R4w&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT1ZUAVSJKQHCz2HrzBIFxVJLBa-TDP0-XaQfULkV4fgL7XckWnXPKJVXkvgknbCr-T16olBnvNLmpymuafQBQ6P_tXsjvsd8DIiIVeYWiJU97Lbh0DV9qduvg9lFovo-ElWhr7SejRvr48Ta-N7YHanpYBKXgQm_zBnnbWG7tVJrJrK8AarYFb7edgm-Q-X0IP67batgUTssEU
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fjudywest2020.amebaownd.com%2Fpages%2F3800045%2Fpage_202004271634%3Ffbclid%3DIwAR2LpdNz8mvbo4KWffXRPC0NpkPaTUW1jMRJItntxYOapGzbJCDZ_SIc8nE&h=AT1wHUdh6HhAf5RYdTQ7oe7txZEYBwoewgu82CYcDTXr7DCm3XjYWa23Fh3diwriRRmCwNWGLQoidNCPN3Qu60pOaBjCKH6jSNjytDBIUnL0FLHVtAsvdkcB8-qMu_eeKxag_17twwfgNRQyy3h0yx0R4w&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT1ZUAVSJKQHCz2HrzBIFxVJLBa-TDP0-XaQfULkV4fgL7XckWnXPKJVXkvgknbCr-T16olBnvNLmpymuafQBQ6P_tXsjvsd8DIiIVeYWiJU97Lbh0DV9qduvg9lFovo-ElWhr7SejRvr48Ta-N7YHanpYBKXgQm_zBnnbWG7tVJrJrK8AarYFb7edgm-Q-X0IP67batgUTssEU
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fjudywest2020.amebaownd.com%2Fpages%2F3800045%2Fpage_202004271634%3Ffbclid%3DIwAR2LpdNz8mvbo4KWffXRPC0NpkPaTUW1jMRJItntxYOapGzbJCDZ_SIc8nE&h=AT1wHUdh6HhAf5RYdTQ7oe7txZEYBwoewgu82CYcDTXr7DCm3XjYWa23Fh3diwriRRmCwNWGLQoidNCPN3Qu60pOaBjCKH6jSNjytDBIUnL0FLHVtAsvdkcB8-qMu_eeKxag_17twwfgNRQyy3h0yx0R4w&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT1ZUAVSJKQHCz2HrzBIFxVJLBa-TDP0-XaQfULkV4fgL7XckWnXPKJVXkvgknbCr-T16olBnvNLmpymuafQBQ6P_tXsjvsd8DIiIVeYWiJU97Lbh0DV9qduvg9lFovo-ElWhr7SejRvr48Ta-N7YHanpYBKXgQm_zBnnbWG7tVJrJrK8AarYFb7edgm-Q-X0IP67batgUTssEU
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fjudywest2020.amebaownd.com%2Fpages%2F3800287%2Fpage_202004271747%3Ffbclid%3DIwAR0za_UefK5nf-4_yDLm7KXxAoLXwWxRS5-HMp57463FsOnAnwwQXlIi0ss&h=AT0XRFMTuMvG1C6HojlQdKgBpkbF8Lneb0HJhW-Yu0y9MdjEGdgiCNLU0dJz8Vmt7R303J5CHLf6UrwDQunhyEJFtzRPN_bvrf_xIvm2QgnmX_laDrSPUP3wcEXC3pClZ6UuhnEDtNh-DvyjoHMRp-WRTg&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT1ZUAVSJKQHCz2HrzBIFxVJLBa-TDP0-XaQfULkV4fgL7XckWnXPKJVXkvgknbCr-T16olBnvNLmpymuafQBQ6P_tXsjvsd8DIiIVeYWiJU97Lbh0DV9qduvg9lFovo-ElWhr7SejRvr48Ta-N7YHanpYBKXgQm_zBnnbWG7tVJrJrK8AarYFb7edgm-Q-X0IP67batgUTssEU
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fjudywest2020.amebaownd.com%2Fpages%2F3800287%2Fpage_202004271747%3Ffbclid%3DIwAR0za_UefK5nf-4_yDLm7KXxAoLXwWxRS5-HMp57463FsOnAnwwQXlIi0ss&h=AT0XRFMTuMvG1C6HojlQdKgBpkbF8Lneb0HJhW-Yu0y9MdjEGdgiCNLU0dJz8Vmt7R303J5CHLf6UrwDQunhyEJFtzRPN_bvrf_xIvm2QgnmX_laDrSPUP3wcEXC3pClZ6UuhnEDtNh-DvyjoHMRp-WRTg&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT1ZUAVSJKQHCz2HrzBIFxVJLBa-TDP0-XaQfULkV4fgL7XckWnXPKJVXkvgknbCr-T16olBnvNLmpymuafQBQ6P_tXsjvsd8DIiIVeYWiJU97Lbh0DV9qduvg9lFovo-ElWhr7SejRvr48Ta-N7YHanpYBKXgQm_zBnnbWG7tVJrJrK8AarYFb7edgm-Q-X0IP67batgUTssEU
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fjudywest2020.amebaownd.com%2Fpages%2F3800287%2Fpage_202004271747%3Ffbclid%3DIwAR0za_UefK5nf-4_yDLm7KXxAoLXwWxRS5-HMp57463FsOnAnwwQXlIi0ss&h=AT0XRFMTuMvG1C6HojlQdKgBpkbF8Lneb0HJhW-Yu0y9MdjEGdgiCNLU0dJz8Vmt7R303J5CHLf6UrwDQunhyEJFtzRPN_bvrf_xIvm2QgnmX_laDrSPUP3wcEXC3pClZ6UuhnEDtNh-DvyjoHMRp-WRTg&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT1ZUAVSJKQHCz2HrzBIFxVJLBa-TDP0-XaQfULkV4fgL7XckWnXPKJVXkvgknbCr-T16olBnvNLmpymuafQBQ6P_tXsjvsd8DIiIVeYWiJU97Lbh0DV9qduvg9lFovo-ElWhr7SejRvr48Ta-N7YHanpYBKXgQm_zBnnbWG7tVJrJrK8AarYFb7edgm-Q-X0IP67batgUTssEU
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fjudywest2020.amebaownd.com%2Fpages%2F3800287%2Fpage_202004271747%3Ffbclid%3DIwAR0za_UefK5nf-4_yDLm7KXxAoLXwWxRS5-HMp57463FsOnAnwwQXlIi0ss&h=AT0XRFMTuMvG1C6HojlQdKgBpkbF8Lneb0HJhW-Yu0y9MdjEGdgiCNLU0dJz8Vmt7R303J5CHLf6UrwDQunhyEJFtzRPN_bvrf_xIvm2QgnmX_laDrSPUP3wcEXC3pClZ6UuhnEDtNh-DvyjoHMRp-WRTg&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT1ZUAVSJKQHCz2HrzBIFxVJLBa-TDP0-XaQfULkV4fgL7XckWnXPKJVXkvgknbCr-T16olBnvNLmpymuafQBQ6P_tXsjvsd8DIiIVeYWiJU97Lbh0DV9qduvg9lFovo-ElWhr7SejRvr48Ta-N7YHanpYBKXgQm_zBnnbWG7tVJrJrK8AarYFb7edgm-Q-X0IP67batgUTssEU
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fjudywest2020.amebaownd.com%2Fposts%2F8235891%3Ffbclid%3DIwAR3cF8WuAYu2U6Y9e_-rvfQg-RtdXUtoMT7W0JAiSOlhhAj9s55z6qZU9EY&h=AT0uw_O5nbq_l-lT31QF2ntnhQj_ovKgzsckUYIuFZKZjVW_KBYGTNyGZe_TadT7yjV23he1JY8cbZ-uQ7xjUNfDvRcET-0wCweE2j73r9U3Jiun9-tBLqeI1qoeMbBXAIediWNgBTmW7Usy4ICTRUiZbg&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT164MNfzSji2PD1SDb-tt77Ydjt_4UMpizYqcPbEfDdTjTIETG7TonbHfAZ-sDkH3Ss8zn97oyCnBxqPgO9T-xJChREJZgS0pHNKuRjGU8GIYpm1B9siknDjhdHVXGRcM_pYBwSB4aaG9tr0FetUirWBHfiOVhZgTi5yxBDr66Z7VJpCBNu20Y0vPBADELXtlciEMMqYiQ5a-Q
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fjudywest2020.amebaownd.com%2Fposts%2F8235891%3Ffbclid%3DIwAR3cF8WuAYu2U6Y9e_-rvfQg-RtdXUtoMT7W0JAiSOlhhAj9s55z6qZU9EY&h=AT0uw_O5nbq_l-lT31QF2ntnhQj_ovKgzsckUYIuFZKZjVW_KBYGTNyGZe_TadT7yjV23he1JY8cbZ-uQ7xjUNfDvRcET-0wCweE2j73r9U3Jiun9-tBLqeI1qoeMbBXAIediWNgBTmW7Usy4ICTRUiZbg&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT164MNfzSji2PD1SDb-tt77Ydjt_4UMpizYqcPbEfDdTjTIETG7TonbHfAZ-sDkH3Ss8zn97oyCnBxqPgO9T-xJChREJZgS0pHNKuRjGU8GIYpm1B9siknDjhdHVXGRcM_pYBwSB4aaG9tr0FetUirWBHfiOVhZgTi5yxBDr66Z7VJpCBNu20Y0vPBADELXtlciEMMqYiQ5a-Q
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fjudywest2020.amebaownd.com%2Fposts%2F8235891%3Ffbclid%3DIwAR3cF8WuAYu2U6Y9e_-rvfQg-RtdXUtoMT7W0JAiSOlhhAj9s55z6qZU9EY&h=AT0uw_O5nbq_l-lT31QF2ntnhQj_ovKgzsckUYIuFZKZjVW_KBYGTNyGZe_TadT7yjV23he1JY8cbZ-uQ7xjUNfDvRcET-0wCweE2j73r9U3Jiun9-tBLqeI1qoeMbBXAIediWNgBTmW7Usy4ICTRUiZbg&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT164MNfzSji2PD1SDb-tt77Ydjt_4UMpizYqcPbEfDdTjTIETG7TonbHfAZ-sDkH3Ss8zn97oyCnBxqPgO9T-xJChREJZgS0pHNKuRjGU8GIYpm1B9siknDjhdHVXGRcM_pYBwSB4aaG9tr0FetUirWBHfiOVhZgTi5yxBDr66Z7VJpCBNu20Y0vPBADELXtlciEMMqYiQ5a-Q
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建築・都市を作るデジタ
ル技術のいま 

　2020年5月16日（土）13:50
～ 第28回JUDIフォーラム関西
2020「建築・都市をつくるデジタ
ル技術のいま：2020年代に向け
て」 
13:50～14:00：主旨説明

14:00～14:40：特別講演１『建
築・都市をつくるCG/VR/AR技術の
いま』

　安藤 幸央（株式会社エクサ 
Smartシステム開発本部）

14:40～15:10：特別講演２『「ボ
ロノイ分割による建築」- Hard-
wired Architecture -』

　檜山 知則（株式会社竹中工務店 
大阪本店設計部 設計第6部長、BIM
推進グループ長）

15:10～15:40：特別講演３『清水
建設におけるデジタルデザイン』

　上田 淳（清水建設株式会社 建築
総本部 設計本部 デジタルデザイン
センター 所長）

15:40～15:50：休憩

15:50～16:40：パネルディスカッ
ション

　コーディネイター 福田 知弘（大
阪大学）


関西ブロック

つづきへ＞

FaceBookへGO＞

https://www.facebook.com/groups/judi.members/permalink/2802486196527031/
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建築・都市を作るデジタ
ル技術のいま 

  5月に開催したフォーラム「建
築・都市をつくるデジタル技術の
いま　2020年代に向けて」報告書
が完成しました。みんなで作り上
げました。いずれ、事務局より、
JUDI会員の皆様のお手元に届くこ
とと思います。よろしくお願いし
ます。 
　先日は、JUDIフォーラム「建
築・都市をつくるデジタル技術の
いま：2020年代に向けて」へご参
加くださり、ありがとうございま
した。

　フォーラム終了後にご協力いた
だいた、アンケート結果をHPに取
り急ぎアップしました（自由記述
欄は除く）。78名の参加者より回
答頂きました。ご協力をありがと
うございました。今後の活動の参
考にさせて頂きます。（昨日、83
名との記載しておりましたがテス
トデータが残っており、訂正しま
した。）

https://
judywest2020.amebaownd.com/
posts/8282958?
fbclid=IwAR0QDjIiqtz5Tcmz2ZGnN
qud5F89qtMiXDICYSV6TrW57Xpql
P5n8See4AI


関西ブロック

�

�

�

活動概要へ戻る＞

FaceBookへGO＞

https://www.facebook.com/groups/judi.members/permalink/2909011559207827/
https://judywest2020.amebaownd.com/posts/8282958?fbclid=IwAR0QDjIiqtz5Tcmz2ZGnNqud5F89qtMiXDICYSV6TrW57XpqlP5n8See4AI
https://judywest2020.amebaownd.com/posts/8282958?fbclid=IwAR0QDjIiqtz5Tcmz2ZGnNqud5F89qtMiXDICYSV6TrW57XpqlP5n8See4AI
https://judywest2020.amebaownd.com/posts/8282958?fbclid=IwAR0QDjIiqtz5Tcmz2ZGnNqud5F89qtMiXDICYSV6TrW57XpqlP5n8See4AI
https://judywest2020.amebaownd.com/posts/8282958?fbclid=IwAR0QDjIiqtz5Tcmz2ZGnNqud5F89qtMiXDICYSV6TrW57XpqlP5n8See4AI
https://judywest2020.amebaownd.com/posts/8282958?fbclid=IwAR0QDjIiqtz5Tcmz2ZGnNqud5F89qtMiXDICYSV6TrW57XpqlP5n8See4AI
https://judywest2020.amebaownd.com/posts/8282958?fbclid=IwAR0QDjIiqtz5Tcmz2ZGnNqud5F89qtMiXDICYSV6TrW57XpqlP5n8See4AI
https://judywest2020.amebaownd.com/posts/8282958?fbclid=IwAR0QDjIiqtz5Tcmz2ZGnNqud5F89qtMiXDICYSV6TrW57XpqlP5n8See4AI
https://judywest2020.amebaownd.com/posts/8282958?fbclid=IwAR0QDjIiqtz5Tcmz2ZGnNqud5F89qtMiXDICYSV6TrW57XpqlP5n8See4AI
https://judywest2020.amebaownd.com/posts/8282958?fbclid=IwAR0QDjIiqtz5Tcmz2ZGnNqud5F89qtMiXDICYSV6TrW57XpqlP5n8See4AI
https://judywest2020.amebaownd.com/posts/8282958?fbclid=IwAR0QDjIiqtz5Tcmz2ZGnNqud5F89qtMiXDICYSV6TrW57XpqlP5n8See4AI
https://judywest2020.amebaownd.com/posts/8282958?fbclid=IwAR0QDjIiqtz5Tcmz2ZGnNqud5F89qtMiXDICYSV6TrW57XpqlP5n8See4AI
https://judywest2020.amebaownd.com/posts/8282958?fbclid=IwAR0QDjIiqtz5Tcmz2ZGnNqud5F89qtMiXDICYSV6TrW57XpqlP5n8See4AI
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JUDI通信2020年夏号 

JUDI通信2020年夏号へリンク

● 都市をデザインする 
『デザインマネジメント』 
高尾 忠志(一般社団法人地域力創造
デザインセンター代表理事) 

● 四季雑感 
鳴海邦碩(大阪大学名誉教授) 

国際委員会

● 都市デザイン・プロジェクト100
選 
『長門湯本温泉観光まちづくり』 
LEM 空間工房 長町志穂、ハート
ビートプラン 泉 英明） 

● JUDIメンバーの紹介 
福田 知弘(JUDI 関西ブロック 大阪
大学大学院准教授) 

活動概要へ戻る＞

JUDI通信 No.16
へGO＞

ここを 
クリック！

https://17f373ba-ef2f-4516-b948-db0fe9301861.filesusr.com/ugd/e4572b_3a7cf70266614a8a936409db7c207bdf.pdf
https://17f373ba-ef2f-4516-b948-db0fe9301861.filesusr.com/ugd/e4572b_3a7cf70266614a8a936409db7c207bdf.pdf
https://17f373ba-ef2f-4516-b948-db0fe9301861.filesusr.com/ugd/e4572b_3a7cf70266614a8a936409db7c207bdf.pdf
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武豊線と蒲郡線・三河湾
の海と陸の接点 

・ローカル線で境目の無い交流、
「デザインへの臭覚」、「地域の
産業構造」、「建築土木の遺構」。 
・大府：今も伝わる30年前のつく
り手のこころ、住宅の中の景観道
路。 
・武豊線：国鉄東海道をつくる為
の産業鉄道、古き港湾、醸造の産
業とまちづくり。 
・半田：江戸前寿司の元、酢の
里。明治時代のハーフティンバー赤
レンガ、カブトビールの濃い味。 
・半田駅：鋳物の柱、JR最古の跨
線橋、今も現役で走れるC型蒸気機
関車がたたずむ、駅前の風景。 
・亀崎：亀崎の高台に、日本一古
い駅舎、臨む絵師吉田初三郎が描
く東浦を臨む望洲楼。 
・衣浦トンネル：日本初の海底ト
ンネル沈埋工法、尾張と三河の境
目の海の下をくぐる。 
・西尾：大型店舗前の地方の駅前
広場の賑わい形成。国際色豊かで
多様な老若男女のマスク姿。 
・名鉄蒲郡線：遠浅の三河湾、リ
ゾートを想い、今後のマイクロ
ツーリズムの再考へ。 
・蒲郡：竹島桟橋から望む日本の
クラッシクホテル10選、アールデ
コ風インテリアの蒲郡クラシック
ホテル。 

活動概要へ戻る＞

中部ブロック

FaceBookへGO＞

https://www.facebook.com/groups/judi.members/permalink/2928348400607476/
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活動詳細はブロックオリジナルサイトへ

北海道ブロック 東北ブロック 北陸ブロック 関東ブロック

北海道 青森県、秋田県、
山形県、宮城県、
福島県

石川県、富山県、
福井県、新潟県

東京都、埼⽟県、千葉
県、神奈川県、栃⽊県、
群⾺県、茨城県、⼭梨
県、⻑野県

詳細へGO ＞ 詳細へGO ＞ 詳細へGO ＞ 詳細へGO ＞

琉球ブロック 九州ブロック 中国ブロック 四国ブロック

沖縄県 福岡県、佐賀県、
大分県、長崎県、
熊本県、宮崎県、
鹿児島県

山口県、広島県、
島根県、鳥取県、
岡山県

愛媛県、香川県、
徳島県、高知県

詳細へGO ＞ 詳細へGO ＞ 詳細へGO ＞ 詳細へGO ＞

都市環境デザイン会議
とは？

詳細へGO ＞

入会申込みへGO＞

公式FaceBook

活動FaceBook

まちづくり
のプロ集団

関西ブロック

大阪府、京都府、
兵庫県、和歌山
県、奈良県

詳細へGO ＞

中部ブロック

愛知県、岐⾩県、
滋賀県、三重県、

静岡県

詳細へGO ＞

国際委員会

詳細へGO ＞

http://www.softscape.co.jp/judi/
http://www.judi-tohoku.org
http://judi-hokuriku.gr.jp
http://judi-kanto.main.jp
http://www.judi.gr.jp
http://www.judi.gr.jp/menu-2.html
https://www.facebook.com/judi.public/
https://www.facebook.com/groups/judi.members/
https://www.facebook.com/judi.ryukyu
http://judi-q.or.tv
http://www.judi.gr.jp/portfolio/07_chugoku/block-07.pdf
http://www.infra.kochi-tech.ac.jp/shige/judi/
https://hattorikeiro.wixsite.com/judi-international
http://judi-chubu.cityrepairnet-aichi.org
http://web.kyoto-inet.or.jp/org/gakugei/judi/index.htm


都市環境デザイン会議の活動記録 2019年11月1日～2020年7月31日

�22

★JUDI 広報委員会からのお知らせとお願い★

【JUDI JOURNAL で都市環境デザインの和を広く繋げよう！】
・JUDI JOURNAL は、JUDI の様々な活動をはじめ、景観デザイン支援機構（TDA）や
パブリックデザインコンソーシアム（PDC）の活動、JUDI 会員が関係する各種活動など
を、年4 回に分けてまとめ、会員及び会員以外の方に伝え、都市環境デザインの輪を広
く繋げていくためのツールとして発行します。
・JUDI JOURNAL は、主にFaceBook やHP にアップされた情報をもとに編集します。
・JUDI JOURNAL は、PDF 版（A4）とスマートフォンで閲覧できるスクロール版で作成
します。いずれも、掲載記事には情報源へのリンクを組み込みますので、それぞれ情報
源のFaceBook やHP を簡単に閲覧することができます。

【広報委員になって全国ブロックと交流しよう！】
・現在、広報委員は関東B、関西B、北陸B、琉球B からの参加で計6 名となっています。
地方ブロックから各1 名以上加わって頂くことを理想としています。ぜひ、広報委員会
にご参加頂き一緒にJUDI を盛り上げていきましょう。
・広報委員はJUDI 会員であればどなたでも、またいつでも参加可能です。参加希望の方
は広報委員またはJUDI 事務局へご一報お願い致します。
・広報委員会の編集会議は毎月1 回、主にZoom で開催。また年2 回、広報委員が所属す
る地域へ赴き、現地取材やブロック間交流を図ります。

【FaceBook を活用しましょう！】
・各種活動の告知や活動報告を積極的にFaceBook のJUDI クラブまたは各ブロックで開
設のFaceBook へアップして頂きますようお願い致します。
・各ブロック独自に地方色を活かしたFaceBook を開設、運用して頂くことを推奨してい
ます。開設後はJUDI クラブとリンクすることで、全国への発信もさらに広がります。
・未開設のブロックにおかれては、ご検討お願い致します。必要に応じて広報委員会がご
支援致します。

広報委員会　　
委員長     上坂達朗(北陸ブロック)
委員　  新嘉喜長健(琉球ブロック)
                井上洋司(関東ブロック)
                岡絵理子(関西ブロック)
                金城正紀(関東ブロック)
                冨岡仁計(関東ブロック)
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