関連記事掲載・番組での紹介のお願い

中村好文 × 横山浩司・奥田忠彦・金澤知之

建築家 × 家具職人 コラボレーション展

謹啓

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、
このたび竹中大工道具館では、2015年9月19日
（土）
から10月25日
（日）
まで、
「 中村好文×横
山浩司・奥田忠彦・金澤知之

建築家×家具職人 コラボレーション展」
を開催いたします。

建築家・中村好文は住宅用の家具を数多くデザインしてきました。
その家具を製作してきたのは中村
氏が「自分の右腕」
と呼ぶ３人の家具職人です。今回の展覧会は家具職人の心をもった建築家と建
築家の眼をもった家具職人のコラボレーション展です。
家具職人３人のオリジナル作品や愛用の道具をはじめ、建築家と家具職人がともに作り上げた住宅
用の家具を展示します。ぜひともご来場くださいますようご案内申し上げます。
また、
あわせて貴紙誌に
てぜひ記事としてお採り上げいただきたく、
よろしくお願い申し上げます。
なお、広報用写真をご用意しております。
ご希望の場合は、別紙の写真借用申込書にてご請求くだ
さい。読者・視聴者プレゼントにつきましても写真借用申込書にてお申し込みを受け付けております。
その他、
ご不明な点や資料等のご要望、撮影などの取材を希望される場合は、下記の広報事務局ま
でお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。
謹白
公益財団法人竹中大工道具館

◎「中村好文×横山浩司・奥田忠彦・金澤知之

建築家×家具職人 コラボレーション展」広報事務局
（竹中大工道具館内）

〒651-0056 兵庫県神戸市中央区熊内町7-5-1
TEL: 078-242-0216 FAX: 078-241-4713 e-mail: collabo@dougukan.jp

中村好文×横山浩司・奥田忠彦・金澤知之

建築家×家具職人 コラボレーション展
日本では建築家と家具職人が対等の立場で協働することは珍しいことだと思います。建築
家・中村好文と家具職人の横山浩司、奥田忠彦、金澤知之は長年にわたって、そうした「二
人三脚」に似た協働製作を通じて、数多くの住宅用の家具を作り続けてきました。こうし
て生まれた家具のほとんどは、中村の設計する住宅に欠かせない「定番家具」となりまし
た。
本展覧会では、その「定番家具」の数々を展示するとともに３人の職人たちのオリジナル
作品や愛用の道具などを展示いたします。建築家と家具職人の絶妙な役割分担と、そのコ
ラボレーションの成果と妙味をぜひご覧ください。
名

称

中村好文×横山浩司・奥田忠彦・金澤知之

会

期

2015年9月19日
（土）
〜10月25日
（日）

会

場

竹中大工道具館（神戸市中央区熊内町7-5-1）

建築家×家具職人 コラボレーション展

入 場 料

一般：500円、大・高生：
３００円、小・中生：無料、
６５歳以上の方：
２００円
※団体(２０名以上）割引、その他各種割引あり

主

催

レミングハウス

共

催

公益財団法人 竹中大工道具館

公式サイ
ト

http://www.dougukan.jp/special_exhibition/ｃollaboration

A 葉山の家／設計：中村好文

展示内容

中村好文（建築家）
●プロフィール
1948年千葉県生まれ。武蔵野美術大学建築科卒業。都立品川職業訓練校
木工科で木工を学んだ後、吉村順三の下で家具デザインの助手をつとめ
る。1981年レミングハウス設立。以来、ライフワークの住宅設計と家具
デザインに明け暮れて現在に至る。

C LEMMHUT／設計：中村好文

B 中村好文氏ポートレート

D AsamaHut
／設計：中村好文

横山浩司（家具職人）
●プロフィール
1952年宮崎市生まれ。
（株）松本民芸家具に入社、職人として家具製作に
従事する。1981年家具工房楓林舎として独立。1984年より中村好文デザ
インの家具製作を担当。1997年大町市に住居と工房を移転。家具製作の
技術を生かし、螺旋階段などの曲線の手摺製作にも意欲的に挑戦してい
る。

E 横山浩司氏ポートレート

F 螺旋階段の手摺の製作風景

G 横山氏愛用の内丸の反り鉋

展示内容

奥田忠彦（家具職人）
●プロフィール
1956年大阪生まれ。大阪市立工芸高校木材工芸科に入学し木工を始め
る。大阪の別注家具屋でフラッシュ箱物家具、岐阜・北海道での脚物家
具（シェーカー家具）作りを経て、1990年長野県安曇野池田町で独立。
一昨年、工房を札幌に移し特注家具の製作に取り組む。

H 奥田忠彦氏ポートレート

I 子供椅子の座面の削り作業

J 奥田氏愛用の南京鉋

金澤知之（家具職人）
●プロフィール
1953年東京生まれ。日本デザイナー学院でデザインを学んだ後、
（株）
松本民芸家具入社。独学で椅子の座編み、木工旋盤を習得。松本技術専
門学校で溶接とストーブ製作を学んだ後、1990年より金澤図工として
独立し、木工旋盤、座編み、溶接の異なる技術を生かした製作活動を
開始。長野県安曇野市在住。

K 金澤知之氏ポートレート

L 挽物作業を行う金澤氏

M ストーブ製作の様子

記念イベント
〔セミナー〕

建築家と家具職人、
コラボレーションの舞台裏を語る
9月19日(土)13：30～15：00

会場：神戸芸術センター 会議室
講師：中村好文(建築家)、横山浩司(家具職人）
、奥田忠彦(家具職人）
、金澤知之(家具職人）
定員：120名（要申込）

〔ワークショップ〕

◎ミルキングストゥールの製作

9月26日(土）9：30～16：30

会場：竹中大工道具館 木工室
講演：横山浩司、奥田忠彦、中村好文
定員：27名（要申込）
参加費：5,000円（材料費、入館料込み）

◎ペーパーコードの座編み

N ミルキングストゥール

9月27日(日）9：30～16：30
会場：竹中大工道具館 木工室
講演：金澤知之、中村好文
定員：12名（要申込）
参加費：10,000円（材料費、入館料込み）

申込方法
ウェブ
メール

O ペーパーコードの椅子

ウェブメールまたは往復ハガキに下記事項をご記入の上お申し込みください。
当館ホームページ(http://dougukan.jp)内「イベント」のページよりお申し込みください。

〔往信用裏面〕①イベント名 ②お名前（フリガナ）③郵便番号・住所 ④電話番号 ⑤年齢
ハガキ 〔返信用表面〕宛先にご自身の氏名、郵便番号、住所をご記入ください。裏面は未記入のこと。
〔お申し込み先〕〒651-0056 神戸市中央区熊内町7-5-1 竹中大工道具館イベント係
※ハガキ1通につき1名様までお申し込みいただけます。※ご参加の可否の詳細は締切日以降にご連絡いたします。※ご記入いただいた情
報は厳重に管理し、イベント以外の目的には使用いたしません。

プレス関連の問い合わせ先
画像掲載については添付の申込書
（FAX）
または竹中大工道具館ウェブサイ
ト・プレスリリースページよりお申し込みください。
「建築家×家具職人 コラボレーション展」
広報事務局
（竹中大工道具館内）
〒65１-0056 兵庫県神戸市熊内町7-5-1 TEL:078-242-0216 FAX:078-241-4713 Ｅ-Ｍail:ｃollabo@dougukan.jp
※展示やイベントの日時・内容は変更になることがあります。最新情報はウェブサイ
トでご確認ください。
公式サイ
ト:http://dougukan.jp

▲
FAX：078-241-4713
竹中大工道具館

広報事務局行き

写真借用申込書

中村好文×横山浩司・奥田忠彦・金澤知之

建築家×家具職人 コラボレーション展

▶ 広報用に画像データ（JPEG）をご用意しております。ご希望の方は下記ご記入のうえＦＡＸにてお申込みください。
画像データをメールにて送信いたします。
▶ ご紹介いただける場合、読者プレゼント用として本展図録 5 部を提供いたします。ご希望の際は下記の「希望する」を
お囲みください。
▶ その他、撮影などの取材をご希望される場合は別途事務局までご連絡ください。
掲載媒体名
掲載予定日

月
新聞

／

雑誌

／

テレビ

日
／

ラジオ

／

インターネット

／

媒体種別
その他 （

）

貴社名
ご担当者名
画像送付先

E-mail
ご住所
電話・ＦＡＸ
プレスリリース内の写真をご参照のうえ、ご希望の画像の記号に☑をご記入ください。
□A：葉山の家／設計：中村好文

□B：中村好文氏ポートレート

□C：LEMMHUT／設計：中村好文

□D：AsamaHut／設計：中村好文

□E：横山浩司氏ポートレート

□F：螺旋階段の手摺の製作風景

□G：横山氏愛用の内丸の反り鉋

□H：奥田忠彦氏ポートレート

□I：子供椅子の座面の削り作業

□J：奥田氏愛用の南京鉋

□K：金澤知之氏ポートレート

□L：挽物作業を行う金澤氏

□M：ストーブ製作の様子

□N：ミルキングストゥール

希望画像名

□O：ペーパーコードの椅子
読者プレゼント

希望する

／

希望しない

【ご掲載にあたってのお願い】
・画像をご使用の際は必ずご案内のクレジットをご表記いただき、申請の目的以外にご使用なさらないでください。
・掲載記事・番組内容について情報確認のためにゲラ刷り、原稿の段階で下記事務局まで FAX 送信ください。
・お手数ですが、掲載紙・誌、または録画媒体等を下記広報事務局あてに 1 部ご寄贈願います。

報道関係お問い合わせ先 / 公益財団法人竹中大工道具館
〒651-0056 神戸市中央区熊内町 7-5-1
受付時間 9:30 〜 17:00（月曜日を除く）
電話番号：078-242-0216
ファックス：078-241-4713
メールアドレス ： collabo@dougukan.jp
公式 HP：http://www.dougukan.jp/special_exhibition/collaboration

