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問合先 東北：㈱ピーエス三菱 高野清光 Tel:022-265-0951 Fax:022-265-7178 Email: takano-s@psmic.co.jp

関東：ＮＰＯ法人ＰＣ建築技術支援センター 竹田清二 Tel:090-9383-9450 Fax:044-854-6558 Email: nqk05922@nifty.com

関西：高周波熱錬㈱ ネツレン 川上安彦・武者雅章 Tel：06-6353-7110 Fax: 06-6353-7124 Email: m-musha@k-neturen.co.jp

ＰＣ建築フォーラムｉｎ仙台２０１４
平成２６年１０月２６日（日）１２：３０～１６：００
東北工業大学 八木山キャンパス・5 号館 3階 531 号室 参加費無料

Ⅰ部 基調講演

鈴木 計夫

田中 礼治

徐 光・菊地悠太
石巻テラス復興建築

高田 典夫
生き続けるための建築

～LinkS.とその後の PRC 建築について

司会 長谷川一美

徐 光

高田 典夫

（株）ジェーエスディー

PC-ARTS理事長

大阪大学名誉教授

東北工業大学名誉教授

石巻テラス（災害対応型商業一体開発分譲マンション）

東北大学 ＷＰＩ-ＡＩＭＲ本館

村上 博昭

永山 憲二

㈱日建設計

㈱三菱地所設計

実践女子大学教授

立教大学ロイドホールの設計

東北大学 WPI‐AIMR 本館の設計

大阪大学名誉教授

前橋工科大学教授

ＫＫＳ 代表

永山 憲二

村上 博昭

講評

Ⅱ部 事例紹介

Ⅲ部 パネルディスカッション

10 月 25 日(土)11:00～16:30 PC 現場見学会仙台⇔石巻(バス)参加費無料[昼食付]先着 40 名迄

大野 義照



ＰＣ建築フォーラム in 仙台 PC 建築見学会のご案内

2014 年 10 月吉日

NPO 法人 PC 建築技術支援ｾﾝﾀｰ

① 開催日時 １０月２５日（土） 11：00～16：30

② 集合場所 仙台駅東口 10 時 50 分集合厳守 ※出発場所は下図ご参照ください

③ 解散場所 同 上

④ 見学施設 ・石巻テラス（災害対応型商業一体ﾏﾝｼｮﾝｰ PC 造 6F）

見学費用 無 料（昼食は無料で用意しております）

⑤ 見学工程

1）11：00 仙台駅東口をバスで出発

2）11：50 松島港着（こちらまる特漁業部 松島店で昼食）

3）12：40 松島港出発（石巻の現場迄、海岸沿いの復興状況を視察）

4）13：30 石巻現場着（約 1 時間、現場見学）

5）14：30 石巻現場出発

6）16：30 仙台駅東口にて解散

⑥ 参加者人数 先着 40 名様迄とさせて頂きます。申込期限：10/14 必着。

別紙の参加申込用紙を使用し、ネツレン・武者宛で申し込んでください。

仙台駅東口駅前広場 送迎バス集合場所（乗降場所）

バス乗降場所

（集合場所）



見学現場：石巻市中央 3 丁目 1 番地



「ＰＣ建築フォーラム in 仙台２０１４」 見学会参加申込書

申し込み期限 10 月 14 日（火）先着順

申し込み先 担当 ネツレン大阪営業所 武者雅章

E-mail : ｍ-musha@k-neturen.co.jp

TEL : 06-6353-7110

FAX : 06-6353-7124

申込者

氏 名 連絡先 TEL

勤 務 先 連絡先 FAX

（学 校 名） 連絡先 E-mail

見学会（10 月 25 日）の参加（丸印） 参加 不参加

見学会予定（11：00～16：30）

集合 仙台駅東口（10：50 厳守、11：00 出発）

解散 同 上（16：30 解散予定）

見学施設

１）石巻テラス

２）松島～石巻間の復興状況をバス車中より視察

-



PC 建築フォーラム in 仙台 ２０１４

１．開催趣旨

プレストレストコンクリート（以下 PC と略記）構造は、大空間が構成でき、また、構

造の美しさを外観に表現できる構造である。このため、意匠設計者と構造設計者が協働し、

美観、利便性、耐久性、そして、構造性能にすぐれた建築作品が数々生まれてきました。

本フォーラムでは、建築構造技術と建築作品について、本分野の著名な研究者と実務者

から話を聞き、次に、設計事例を基に設計者が PC 建築の意匠的、構造的魅力を自由に語る、

というフォーラムを以下のように開きます。

主催：NPO 法人 PC 建築技術支援センター

関西 PC 研究会

共催：公益社団法人 プレストレストコンクリート工学会

一般社団法人 プレストレスト・コンクリート建設業協会

後援：一般社団法人 日本建築構造技術者協会 東北支部

一般社団法人 東北建築構造設計事務所協会

２．フォーラム

開 催 日 時 2014 年 10 月 26 日（日）12:30～16:00

参 加 費 無 料

開 催 場 所 東北工業大学 八木山キャンパス・5 号館・3 階・531 教室

スケジュール

開会挨拶

前橋工科大学教授 長谷川 一美 12:30～12:35

第一部 基調講演 12:35～13:35

PC の設計と PC 建築の未来 NPO 法人 PC 建築技術支援センター理事長

大阪大学名誉教授 鈴木計夫 12:35～13:05

東日本大震災の教訓を後世に残すことを考える勉強会

東北工業大学大学名誉教授 田中礼治 13:05～13:35

～休憩～（10 分）



第二部 事例発表 13:45～15:45

石巻テラス復興建築

株式会社 JSD 徐 光 13:45～14:15

株式会社 JSD 菊池悠太

生き続けるための建築 ～LinkS.とその後の PRC 建築について～

実践女子大学教授 高田典夫 14:15～14:35

立教大学ロイドホールの設計

株式会社 日建設計 村上博昭 14:35～14:55

東北大学 WPI-AIMR 本館の設計

株式会社 三菱地所設計 永山憲二 14:55～15:15

第三部 パネルディスカッション 15:15～15:45

事例発表のパネラーと鈴木先生・田中先生を交えたディスカッション

進行役 長谷川一美

総 評 15:45～16:00

大阪大学名誉教授 大野義照



アクセスマップ

八木山キャンパスへのアクセス

仙台駅西口バスプール 11・12 番乗り場より、市営バス・宮城交通バスで霊屋橋・動物公園

前経由「八木山南団地」「緑ヶ丘三丁目」など八木山方面線に乗車、「東北工大八木山キャ

ンパス」下車。約 25 分。


