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この街の企業

﹁エスイーエム様の地鎮祭﹂﹁サ

っている伊勢神宮参拝にはじまり

２ヶ月が経過し︑創業以来毎年行

ます︒２０１９年も早いもので約

届くのは３月初旬になるかと思い

が２月末︑このニュースレターが

２０１９年冬号を書いているの

発展していきたいと考えておりま

弊社も創業５６年目となり益々

の話を聞かせていただきました︒

だこと︑また将来の展望など沢山

失敗の数々︑そしてそこから学ん

にはじまり会社の歴史︑今までの

事する機会があり︑創業当時の話

１００年続く会社役員の皆様と食

２０１９年はどんな年に

ンスイ生花店様の竣工﹂﹁大鹿村
す︒

ただいております︒
そんな中︑日頃から大変お世話
になっています八十二銀行の﹁八
友会・懇親会﹂に参加してきまし
た︒周りを見渡しても私と同年代
の人は誰もおらず上伊那を代表す
る経営者の方々が沢山いる中︑ミ
ーハーな私は色んな経営者を捕ま
えては質問攻めさせてもらい多く
の学びを得ることが出来ました︕

皇杯決勝がこけら落としとなります。
作られ、この壁に沿った円周の通路は周長約

︕

新国立競技場完成まであと１０ヶ月

８５０mの屋上空間になる予定です。
場の完成年に入り、五輪ムードも一気に高ま

観客席も、６万席のうち８千席が取り付け
るなか、工事は順調に進んでいます。すでに

られています。デザインを手掛けた隈研吾氏
全体の６割強が完成、５階部分の足場はすべ

の発案で、茶、深緑、黄緑、黄、白の５色に
て取り外され、円柱の外形が確認できます。

配色された座席がモザイク状に見えるように
現在約２，５００人の作業員が工事を担い

配置されています。上段になるほど明るい色
最難関とされる屋根工事も最終盤にさしかか

調を配することで、４７都道府県の木材を使
りました。２月中に屋根の骨組み工事が終了

用した庇から日の光が差し込む＜森の木洩れ
し、３月からフィールド工事に着手します。

日＞を表現しています。

また先日︑地元を代表する創業

１１月末の完成後、来年元日のサッカー天
最上階の大屋根の庇の下方には、白い壁が

ど設計業務も日々忙しくさせてい

保育園設計プロポーザル﹂などな

城取設計
ニュース

建築 NEWS
東京五輪のメインスタジアム・新国立競技

おススメ

日
( 本経済新聞出版社

不
[ 格好経営ーチームＤｅＮＡの挑戦
南場 智子
)

﹁経営とは︑こんなにも不格好なものなのか︒
今回の一冊はＤｅＮＡ社の創業
してきたか︒インターネット界に

てチーム一体となって愚直に邁進

]

者南場智子氏が自身の創業経験を
新風を巻き起こしたＤｅＮＡの素

だけどそのぶん︑おもしろい︒最高に︒﹂

振り返って書かれた自叙伝です︒

経営・起業・ネットサービスに

顔が描かれています︒

ピング︑そしてソーシャルゲーム

一人の女性の人生を綴った物語と

ネットオークションからショッ

へ ――
︒ＤｅＮＡのたどってきた
道のりは一直線ではないように見
しても非常に面白いと思います︒

南場 智子 著
定価：本体１， ６００円 税
+
発売日：２０１３年６月１２日
形態：四六判 （２６４ページ）

興味がある人はもちろん︑純粋に

えます︒創業時の失態や資金集め
の苦労等︑なにもそこまでと思う
ような失敗の連続 ――
こんなにも
不格好で︑崖っぷちの展開があっ
たのかと驚かされます︒しかし﹁
こんなにすごい人材が集まって︑
全力でコミットしているんだから
うまく行かないはずがない︒これ
でダメなら世の中に成功なんてな
い︕﹂という熱気の中︑いかにし

︽銀山温泉︾しろがね湯
こちらのしろがね湯は︑山形県の秘湯銀山温泉
街の白金橋を渡ってすぐにある共同浴場です︒
２階まで届く無双格子という境界形式を使った
モダンな外観は︑上の建築ＮＥＷＳでも紹介した
新国立競技場と同じ隈研吾氏のデザインにより２
００１年に建てられました︒
木製と乳白アクリル製の格子がスライドするこ
とで︑空調をなくし︑格子を透過した光が内側に
まで到達する構成となっています︒限られた敷地
の中で建物と接道を閉じた空間にせず︑両者をや
わらかく接合しています︒モダンでありながらも
和のエッセンスを取り入れた建物は︑ノスタルジ
ックな温泉街の雰囲気ともマッチしています︒
ガス燈に照らされた町並みが情緒豊かな︑大正
時代の面影
を残す温泉
旅館街で外
湯・しろが
ね湯を楽し
んでみては
いかがでし
ょうか︒

創業５５年を迎えた城取
建築設計事務所が手がけ
た設計作品を紹介します
真ん中で︑外観のイメージとしていた

立地は伊那市ののどかな田園地帯の

ました︒田園風景の中に埋もれないシ

外壁にレッドシダーのスリットを入れ

いと思い︑要望でいただいた金属系の

するイメージは〝何でも挑戦している

だいていたのは〝プレファブ倉庫のよ

ャープな外観になったと思います︒

有限会社スワニー様は３Ｄデータを

うな〟でした︒我々のスワニー様に対

置した連窓からは西側の山々のきれい

格好良くておもしろい会社〟︒外形は

ョンやハイサイドの開口部でつなぎま

な風景のみが切り取られて見えます︒

駆使した設計︑試作・開発支援で全国

外観の構成を持ち込んだ玄関ホールの
した︒

この場所が新たなアイデアを創造し

一般的なものだけど格好良くしたい︒

インテリアにも〝おもしろくて格好
スリット状の展示棚︒どれもささやか

一番重要なのはスワニーの新しいア

全国へ発信していく拠点になってくれ

から注目を集めている会社です︒生産

良い〟という我々のイメージを反映さ
な表現ですが︑小さな建物の中に性格

イデアを生み出す場所となる設計室︒

ればと願っています︒

しかも︑奇抜であからさまな表現では

せるよう心掛けました︒針葉樹合板を
の違う３つのスペースができました︒

勾配天井とし開放感を持たせ︑セキュ

体制を整えるのに伴って事務所を新築

切りっぱなしで貼った天井︑モイスと
また︑小さな空間に広がりをもたせる

リティと西日対策のため高い位置に設

なくて簡単な操作でイメージを変えた

いう新しい多孔質素材で天井・壁をく
ために部屋どおしをガラスパーテーシ

する依頼をいただきました︒

るんでしまったミーティングルーム︑

建築概要
ワニー事務所
名 称：( 有 ) ス
ワニー
発注者：( 有 ) ス
伊那市
所在地：長野県
造・平屋
構造・階数：W
58 ㎡
延床面積：105.

歴史と文化を後世に残し地域の魅力を発信する拠点と考え
過去から未来へつなぐ施設を作ります︒

施工
事例

新たなアイデアを
創造・発信する
オフィス空間

施工事例

特集

地元のチカラ

約半年ぶりのメニューリニューアルをしました！！

人気のｔｉｅｓドッグは今もあるメニューなのですが、この度
パンがリニューアルしました。

パリパリのソーセージとの相性もばっちりですし、パンのボリ
ュームがＵＰしたので、食べ応えもばっちりです。

その他にも新しいパスタやプレートなどもご用意してあります
ので是非お試しください！

伊那市西町 5863-1
www.cafeties.com
カフェ タイズ
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営業時間
木 11：00〜18：00
日 11：00〜21：00
日 10：00〜21：00
日 10：00〜18：00

この街の企業

実録

新メニューが続々と︕︕

人間の可能性等︑どこまで伝わっ

営業コラム
１月２６日土曜日に松本市にあ

きれいな松本市民劇場でお話し

たかはわかりませんがお話しさせ

ばれ学生・保護者・職員の皆様に

させていただき︑貴重な経験をさ

ります未来ビジネスカレッジ様の

約７０分間お話してきました︒未

せていただきました学校関係者の

ていただきました︒

来ビジネスカレッジ様は︑製菓・

皆様に熱く御礼申し上げます︕︕

﹁就職活動決起大会﹂の講師に呼

ブライダルからペットケアまで就
職に直結した学習が学べる専門学
校で︑それ以外にもコンピュータ
ー︑ビューティー︑パティシエと
幅広い学科もあります︒
これから就職活動をおこなう学
生たちに向けて元気づける話しを
して欲しいということで２ヶ月程
前に打診され︑私で良かったらと
思い引き受けさせていただきまし
た︒早速何を話そうか考え資料作
りを始めたのですが︑伝えたいこ
とがありすぎてすごいボリューム
となってしまいました︒
何のために働くのか︑経営者が
考える就職活動︑欲しい人材とは

時代の流れと共に、生活環境や価値観も変化し続けています。
私たちは、今の時代にあった環境づくりと、
そのために必要な技術の向上を目指し、
そして、明るい未来づくりのために、今後も走り続けていきます。
城取設計は城取義直が１９６３年に創立した会社です。創立当初は「構造設計を持って設計す
る会社」が少なかったこともあり、全国レベルでの建築設計に取り組んできました。当時とし
ては斬新な構造設計の技術などが買われ、多くの依頼を頂くようになりました。先代である城
取義直は技術革新を事業コンセプトに掲げ、情報収集に尽力を費やしていました。職人さんの
技術向上のために最先端のスキルや情報を惜しみなく学ばせ
ていました。例えば、塗装の塗り方ひとつにとっても職人さ
んの技術向上に役立つものであれば、職人さんと一緒に現地
見学に行ったりもしました。その積み重ねが確かな自信と経
験を生み、会社を成長させる原動力になりました。先代の職
人を大事にする気持ちが、今日の城取設計を作ったと言えま
す。

城取建築設計事務所のポリシー

設計業務

事前打ち合わせ

監理業務

費用は掛かりません

アフターフォロー

竣工

監理業務

工事業者決定

工事業者選定

実施設計

基本設計

設計監理契約

ご提 案

現地調査

ヒアリング

■本社
長野県伊那市西町 5863-1
TEL︓ 0265-72-7271
FAX︓ 0265-72-7270
至伊那I.C
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■創
立：1963年4月1日
■代表取締役：城取健太
■資 本 金：1000万円
■登
録：（伊那）Ｌ第2Ｙ051号
■取 引 銀 行：八十二銀行 伊那支店
アルプス中央信用金庫 本店
■所 属 団 体：（社）長野県建築士事務所協会
（社）長野県建築士会
■事業内容
・建築・構造・設備に関する企画・設計・監理
・医療福祉施設に関する企画・設計・監理
・商業施設に関する企画・設計・監理
・環境・地域計画に関する計画・設計・監理
・建物構造調査・診断・設計・監理
・既存建物の改修・ﾘﾆｭｰｱﾙ計画・設計・監理

設計からアフターフォローまで責任を持って取組みます

ご相 談

建物を作ったという実績のみならず、仕事に対し
ての情熱や誠実さが評価されての実績だと、私た
ちは考えております。施主様の満足が続く建物を
作り続けること。継続的なアフターフォローを通
じて、責任を全うすること。一般建築物よりも建
築基準が高い公共施設の設計技術を一般建築物に
そのまま反映させる姿勢がお客様と施工者との信
頼関係に繋がっていくのだと思います。妥協を許
さない姿勢、費用面を含め、気軽に相談できる体
制に親しみを感じていただければ、幸いです。

陸上競技場西 サークルK
陸上競技場
●

●

小黒川P.A

合同庁舎西

伊那中
●

伊那文化会館
市民体育館西

●

弥生ヶ丘高校

●

伊那市駅前

荒井

●

春日公園
53

R1

春日公園下
至駒ヶ根I.C

西町

川

天竜

