良い建築とは、その建物の大」ヽこ関係な く、ひとり気高 く、

け

ひか り輝 いて いるものである。それをぼ くが知 つたのは、ま
だ中学生の頃であ つたか、坂倉準 三の作品を見たときであつ
た。坂倉準三はル・コル ビュジェのア トリエ で 7年 程、仕事
を した。ル

コル ビュジェは じめ仲間達は彼をサカとよんで、

愛されていた。その若き時代の彼に、 パ リ万博博覧会の 日本
館の仕事が舞 い込んできた。彼は見事に日本の伝統 と近代性
を調和させた仕事を して、青年建築家、坂倉はグランプリを
受賞 して、パ リ中に名を知 られた。 日本の伝統 と近代性 とい
うのは、 日本の家の外形 をただ、 つ ぎはぎに取 り入れたので
はな く、その精神の美を新 しく捕 まえる、その美だとい うこ
とを、僕は中学生 のときに知つたのであ つた。今回の企画で
は彼準三 とユ リの交友関係のあ つた、あのパ リの良き時代の
雰囲気も入れてみます。

西村八知

(ル

ヴアン美術館館長)

坂倉準三 (19011969)￨ま 岐阜県鳥羽市の造 り酒屋に生まれ、帝大美術史学科卒業直後の 1929年 、20世 紀の
建築の巨匠ル・ コルビュジエに師事すべ く渡仏。まずパリで建築の基礎を修学後、1931年 念願の入門を果たしま
した。 当時のル・コルビュジエのア トリエには彼に憧れて、世界中から集まつた若者たちが無給で働 いていまし
た。その中には生涯の友となるシャルロット ベ リアン、ホセ ルイ・ セル トがいます。その後 1936年 迄、師の
下で歴史的な設計の数 々に携わ りました。一心不乱にパリを目指 した若者に、情熱を上回る感性があることをル
コルビュジェは見抜いていたのです。パ リ万博での鮮烈なデビユーなど常に師の存在に励まされつつ、戦後の重
東急文化会館、
苦しい 日本の風土に爽やかな風を送 り込みました。代表作として神奈川県立近代美術館、日仏学院、
新宿西日広場など家具、住宅から都市に至るまで幅広 くの作品を手がけました。
ユ リ (19122007)は 文化学院創立者西村伊作の次女として和歌山県新宮市に生まれました。文化学院卒業後
年パリに留学、ベ リアンの紹介でレジ ェのア トリエに通いました。1939年 帰国後、準三と結婚。文化学院に
旨導にあたりま した。1988年 には坂倉
当時としては目新 しいデザイン科や芸術科、アー ト&ク ラフ ト科を設立 しま
193ア

準三メモリアルギャラリー「ギヤラリーサカ」 を立ち上げ、多くの展覧会を企画すると共 に織物作品を多数制作
発表 しました。軽井沢ルヴアン美術館の開館に尽力 したり、常に積極的で前向きな生活は生涯変わりなく続きま
留学中のユ リ(西 村 )と の出会いなど、
した。1930年 代のパ リを中心とした当時の建築家や芸術家の仲間との交流、
坂倉準三・ユ リの人となりを展示 します。

同時開催 「坂倉準三の初期住宅」飯箸邸 。最小限住宅「加納邸」供 に軽井沢に移築
)

最小限住宅 (加 納邸)1950年

飯箸邸 1941年

戦時下 日本の厳 しい状況の中、来 日

東京帝大 の恩師であつた国伊能氏の
依頼で建てられた住宅で坂倉が手掛 け

したシャル ロッ ト ペ リアンが携えて
きたジャン プルー ヴIの 図面に注目、

た最初期の住宅。戦争直前で したが、
ばれ、特徴は南側居間の大きな扉です。

それを日本の木造建築 で試みることに
なり、 1944年 「戦争組立住宅Jが 完成

又西lll裏 の茶室回 りも優れた和風の仕
事 になつています。解体の危機に直面

され、戦災復興 の為 に新 しい出発を遂
げま した この組立住宅から展開 した

2007年 に追分に移築され、
しましたが、

ものが「最小 限住宅 Jと 呼んだ 1950
年完成の加納邸です。 1966年 に移築

仕様 としては最高級のものばか りが選

レス トランとして活用されています。

入場料

大人 :800円

大・ 高 :600円

● JR長 野新幹線 「軽井沢駅」下車
または、乗継ぎ しなの鉄道 「中

中・ 小 :400円

3R身 障者割引あ り

(団 体書
」

建築ツアー

)

旧飯箸邸 (現 ドメイヌ・ ドウ ミクニ)見 学会
8月 28日 (金 )9月 28日 (月 )15:00〜

サマーコンサー ト

16:00

現地集合 参加費無料

現地:長 野県北佐久郡軽井沢町追分字小日井道下4613

Te:0267● 63924

)ボ サノバ ′サパ トス (木 村純 三四郎)
8月 22日 (■ )第 2回 近藤和花 ピアノコンサー ト

3.000円
2′ 800円

8月 15日 (■

―高原に響くピアノー
9月 20日 (日

(チ ャリティコンサー ト
)

)海 藤隆吉 ビアノ トリオと松野ただ子 (ボ ー カル) 4′ 000円
―思い出のメロディをビアンにのせて一
(チ ャリティコンサー ト

軽井沢駅J下 車で 3km
×夏期は両駅よ り路線バス運行

‐
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0上 信 越 自動 車 道「確 氷 軽 井沢
よ り 12km 軽井沢 バイパス
(歩 道橋
よ り杉爪方面へ 1 5km

iC」

18号 「鳥井原J交 差点

0
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☆ ツア ー および コンサ ー トのお申 し込みはル ヴアン美術館 0267461911ヘ
☆ カフ ェテラス Caた te Vent、

ミュージアムシ ョップ Le Ventは 常時 こ利用いただけます

t t

このチラシ持参の方は 4名 様まで 100円 書J弓 きいた します。
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