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NPO 建築とアートの道場では、会員を募集しております。
ご相談、お申し込みは 03-3818-5460までどうぞ。
HP からのお申し込みも可能です。
https://galleryiha.wixsite.com/galleryiha/membership

＊会員の方は各企画の参加費無料です。
＊会員価格でギャラリーを利用できます。

gallery  IHA賛助：鹿島建設株式会社、大光電機株式会社 BY-HOUSE 1-9-7 Yushima, Bunkyo-ku, Tokyo  #113-0034
gallery.iha@ihasegawa.com

open 火 - 土 11:00-18:00、close 日・月・祝日

全回予約制 参加費 1000 円

☆ galleryIHA, IVENT サイトよりお申し込みください。

https://galleryiha.wixsite.com/galleryiha/ivent-29

参加費は当日受付にてお支払いください。

戸恒浩人　とつね ひろと

照明デザイナー／一級建築士
有限会社シリウスライティングオフィス　代表取締役
1975 年生まれ。東京都出身
1997 年 東京大学工学部建築学科卒
1997 年～ 2004 年 株式会社 ライティング プランナーズ アソシエーツ
2005 年 有限会社　シリウスライティングオフィス設立
■主なプロジェクト
東京スカイツリー、ICC Music & Light show、GINZA PLACE、JP タワー名
古屋、ヒルトン東京ベイ、丹生都比売神社ライトアップ、miu miu 青山
店、日本経済新聞社東京本社ビル、能作新社屋、近畿大学アカデミック
シアターなど。建築・環境照明そして都市計画に至る豊富な経験を生かし、
演出性の高い照明デザインから、バランスの取れた光環境のデザインま
で幅広い領域で照明のコンサルティングを行っている。

藤森泰司　ふじもり たいじ
　
1967 年埼玉県生まれ。1991 年東京造形大学デザイン学科卒業後、家具
デザイナー大橋晃朗に師事。1992 年より長谷川逸子・建築計画工房に勤
務。1999 年に「藤森泰司アトリエ」設立。家具デザインを中心に据え、
建築家とのコラボレーション、プロダクト・空間デザインを手掛ける。
近年は図書館などの公共施設への特注家具をはじめ、ハイブランドの製
品から、オフィス、小中学校の学童家具まで、その活動は多岐にわたる。
スケールや領域を超えた家具デザインの新しい在り方を目指して実践を
続けている。2016 年毎日デザイン賞ノミネート、グッドデザイン賞特別
賞など受賞多数。桑沢デザイン研究所、多摩美術大学、東京大学非常勤
講師。2016 年よりグッドデザイン賞審査委員。

藤原大　ふじわら だい

クリエイティブ・ディレクター / デザイナー / 多摩美術大学教授
DAIFUJIWARA DESIGN INC. を主催しリージョナル、アカデミック、コー
ポレイト分野にてデザイン活動を国内外で続けている。2007 年 -2011 年
ISSEY MIYAKE パリコレクションメンズ、レディースのクリエイティブディ
レクター兼デザイナー。
2013 年「カラーハンティング展　色からはじめるデザイン」（21_21DESIGN 
SIGHT）、2014 年　良品計画 MUJI to GO ディレクター（現職）、2015 ～
2017 年「LINK OF LIFE 」展 ( 主催：資生堂 )、2018 年 ニューヨーク近代
美術館にて開催された ITEM 展に三宅一生氏とともにローンチさせたブラ
ンド「A-POC」が展示される。2019 年　江ノ島電鉄株式会社においてデ
ザインされた２両編成車両が運行している。MoMA( ニューヨーク近代美
術館 ) パーマネント・コレクション、毎日デザイン賞、2003 年グッドデ
ザイン大賞最高賞。 海外・国内での講演会多数。

荻野寿也　おぎの としや
　
1999 年アトリエが第 10 回みどりの景観賞を受賞。以降、独学で造園を
学ぶ。
2006 年荻野寿也景観設計を設立。
2013 年長野県松本市景観賞受賞。
2015 年三井ガーデンホテル京都新町別邸で第 25 回日本建築美術工芸協
会賞（AACA 賞）優秀賞共同受賞。
建築家との協働多数。原風景再生をテーマに造園設計・施工を手がける。
代表作に「アトリエ・ビスクドール」「豊島横尾館」「三井ガーデンホテ
ル京都新町 別邸」の庭など。
著書：『荻野寿也の「美しい住まいの緑」85 のレシピ』

長谷川逸子　はせがわ いつこ

建築家。
菊竹清訓事務所入所、篠原一男研究室を経て 1979 年長谷川逸子・建築計
画工房を設立。1986 年湘南台文化センターコンペ最優秀賞、1993 年新
潟市民芸術文化会館コンペ最優秀賞。射水市大島絵本館と新潟市民芸術
文化会館で公共建築賞。1997 年王立英国建築家協会名誉会員、2001 年
ロンドン大学名誉学位。2006 年アメリカ建築家協会 名誉会員。2000 年
第 56 回日本芸術院賞、2018 年第１回ロイヤルアカデミーオブアーツ建
築賞。『海と自然と建築と』（2012）、『Houses & Housing1972-2014』（2014）、

『長谷川逸子 1,2,3』（2015）。2016 年 gallery IHA を開設、「NPO 建築とアー
トの道場」を主宰する。

谷尻誠　たにじり まこと
　
建築家 / SUPPOSE DESIGN OFFICE 共同代表
1974 年 広島生まれ。2000 年、建築設計事務所 SUPPOSE DESIGN OFFICE
設立。2014 年より吉田愛と共同主宰。広島・東京の 2 ヵ所を拠点とし、
インテリアから住宅、複合施設まで国内外で多数のプロジェクトを手が
ける傍ら、穴吹デザイン専門学校特任講師、広島女学院大学客員教授、
大阪芸術大学准教授なども勤める。近年の代表作に「hotel koe tokyo」「関
東マツダ目黒碑文谷店」「ONOMICHI U2」など。昨年 12 月オープンの

「BIRD BATH&KIOSK」のほか、「社食堂」や「絶景不動産」「21 世紀工務店」
を開業するなど、活動の幅も広がっている。著書に「談談妄想」( ハース
ト婦人画報社 )「1000％の建築」( エクスナレッジ )。作品集「SUPPOSE 
DESIGN OFFICE -Building in a Social Context」(FRAME 社 )。

生活の装置というレベルで建築を考えると、建築の概念だけでは成立していないこと、もう
ひとつの建築ともいうべき多様なものの集合が生活の豊かさをつくっていることに気がつき
ます。環境デザイン、ランドスケープデザイン、インテリアデザイン、家具デザイン、プロ
ダクトデザイン、ファッションデザイン、グラフィックデザインなどの多様な要素が一体と
なって生活の場をつくっているからです。豊かさをつくりだすもうひとつの建築のあり方と
未来への可能性を考えてみたいと思っています。（長谷川逸子）

『もうひとつの建築』  
curation+ produce: 長谷川逸子

NPO 建築とアートの道場　2019 新春レクチャーシリーズ

藤原大

藤森泰司

2019 年 1 月 19 日 ( 土 ) 18:00-20:00　gallery IHA Lecture room（1F）　

2019 年 2 月 2 日 ( 土 ) 18:00-20:00　gallery IHA Lecture room（1F）

「色からデザインを考える」

「道具の先へ」

戸恒浩人　

荻野寿也

2019 年 2 月 16 日 ( 土 ) 18:00-20:00　gallery IHA Lecture room（1F）

 2019 年 2 月 9 日 ( 土 ) 18:00-20:00 　gallery IHA Lecture room（1F）

「暗躍する照明デザイン」

「庭から建築を考える」

『もうひとつの建築』展覧会　2019 年１月 19 日（土）〜２月 26日（水）

谷尻誠

2019 年 3 月 2 日 ( 土 ) 18:00-20:00　gallery IHA Lecture room（1F）

「インテリアから建築を考える」


