
４０＋１年目のとし！

新潟県建築士事務所協会主催の平成27年度

「第24回建築作品・新潟県賞」にて

「Metamorphose（現代小住宅の中に息づ

くメタモルフォーゼした日本古来からの空

間の提案）」が優秀賞（住宅部門）を受賞

しました。

「リプチの森」が長岡市主催の第５回長岡市都

市景観賞（まちなみ部門）を受賞しました。

同賞は「長岡市都市景観条例」に基づき、長岡

らしい優れた都市景観の形成に寄与している建

築物、まちなみ、活動等を市民の推薦をもとに

選考し、表彰するものです。

日本大学桜門建築会主催による「桜建デザイン

・コンクール」が開催されました。テーマは

『ストラクチュアル・アートへの挑戦』です。

記念すべき第1回において、タカダスタッフチ

ーム（TAKADA Lab）が「雪蛍（積雪荷重

計測器）」で「審査員賞」を受賞しました。

常日頃は、大変お世話になっております。

２０１６年も大勢の皆様にご愛顧・ご支援頂きましたこと、

心より感謝申し上げます。

特に今年２０１６年は弊社創業４０周年と言う節目の年をむかえさせて

いただくことが出来ました。これもひとえに皆様のおかげと衷心より感謝申し

上げます。

この一年の合言葉を「４０＋１年目のとし（フォーティ＋ワン）」とし、

生かされてきたこの時と風景を刻み込み、ともに歩んでまいりました。

４０年を振り返ると、出会いの織り成す歴史物語といっていいかもしれません。

人との出会い・言葉との出会い・空間との出会い・建築との出会い・出会いが

織り成す物語です。ファブリックストーリーです。

４０年支えてくださった皆様には重ねて、感謝・万謝です。

これからもどうぞよろしくお願い申し上げます。

さて、この節目の新たなスタートの年！急ぐことなく慌てることなく、

「これからも一歩一歩、一日一日、一年一年を共に大切に歩んでいきたい」と

考えています。変わらぬご支援のほど、よろしくお願い申し上げます。

そっと耳を澄ますと！

アッと言う間に過ぎゆく一年の足音が聞こえてきます。

目の前には無かった道！振り返るとそこには足跡がしっかりと残っているからです。

我が社のホームグランド摂田屋は醸造の街です。味噌・醬油・お酒づくりの街です。

長い時間をかけて、休むことなく沸々と発酵する様は、一つの作品を作り上げる人生

に似て何とも愛おしいものです。

夢を追いかけ建築主様と目に見えない想いを、目に見える形にしていく道のりは

いつも感動の渦です。その道のりは決して短絡的ではなく、時間をかけてしか発酵

できないからです。まだ見ぬデザインに感動カテライザーを加えて、一歩々々歩いて

来た足跡は決して消すことが出来ないのも事実です。

私たちは確信しています。完成形デザインではなくプロセスデザインこそ豊かな醸成

を導く土壌だ！と。まさに光放つ発光体そのものです。

これからも「千人鮮色」この旗色をますます鮮やかにして、建築主様の個性豊かな

巣舞づくりという夢の実現のために皆様の同伴者としてまい進してまいりたいと思

います。

そんな想いで来る年も高田建築事務所スタッフ一同は頑張って行きたいと思います。

何卒、よろしくお願い申し上げます。

末筆になりましたが、皆様のご家族様の上にご健康とご平安をご祈念申し上げます。

(株)高田建築事務所

代表取締役

高田清太郎私、この歌、気に入っています。

４０年間、高田建築事務所が求め歩んで来た「一言集約」ならぬ歌をつくってみました。「一歌集約」です。

題して「４０＋１ソング」。弊社ホームページにはミュージックビデオが掲載されています。

是非ともアクセスしてください。自分で言うのもなんですが、いい歌です。

「40＋1」４０年物語
♪１

巣舞づくりは居場所さがしの旅

巣は形・舞は想いが形になる

想いはその家族の個性そのもの

十人十色の 巣舞るフォー・ユー

鮮やか色の 種が芽吹いて

Forty plus one Forty plus one

生かされてきた数え歌！

Forty plus one Forty plus one

生かされてきた数え歌！

♪２

巣舞は集まって 街を作り始める

間を知って重なって間知（まち）になる

間知はその家族の個性そのもの

百人百色 巣舞るフォー・ユー

鮮やか色は 育ち始める

Forty plus one Forty plus one

新たなるスタートの年！

Forty plus one Forty plus one

新たなるスタートの年！

♪３

人は居場所がなけりゃ生きられない

この地球は人類の居場所なのだから

心の居場所とは個性そのもの

千人鮮色 巣舞るフォー・ユー

鮮やか色が 咲き（ひらき）始める

Forty plus one Forty plus one

感謝・万謝を歌う年！

Forty plus one Forty plus one

感謝・万謝を歌う年！

Forty plus one    Forty plus one

ラララララ～ラ

Forty plus one    Forty plus one

千人鮮色 巣舞るフォー・ユー

「40＋1」 40年物語

作詞：高田清太郎

作曲・歌：近藤陽一郎

編曲：鎌田雅人



5年前に「育夢創造（はぐくむそう

ぞう）」のスローガンを立ち上げ、

その活動の一環で将来の担い手

である子どもたちの夢や感性を

育むお手伝いをさせていただく

ことが発端となり始めたKIDS絵

画コンクール。

今回は574作品の力作が集まり、

11/23に授賞式が開催されまし

た。参加いただいた皆様ありが

とうございました。

ライブトークフォーラムでは築

縁様でもいらっしゃる絵本作家

の松岡達英先生より、書画カメ

ラを使い実演を交えて楽しいお

話をいただきました。観察する

楽しさと大切さを教えていただ

きとても勉強になりました。

２月６日（土）・２月７日（日）の２日間

第17回長岡・築縁会が開催されました。

2016 築縁会 長岡

続続・・ＴＴＡＡＫＫＡＡＤＤＡＡブブラランンデディィンンググププロロジジェェククトト

７月１７日（日）、第１８回新潟・築縁会が藤塚浜で開催されました。

築縁様との年に一度の大交流会です！今年は５３家族、２０４名の皆様にご参加い

ただきました。当日はバーベキューや縁日、スイカ割りと餅まき、新潟お笑い集団

NAMARAのエンターテインメントショー、そしてメインイベントの「地引網」と本

当に大賑わいな１日となりました。

地引網では、築縁会始まって以来の超大漁！！網の中には大物のスズキ・カマス・

アジがぎっしり！築縁様もスタッフも大興奮でした！最後は、大物の魚を掛けた

ジャンケン大会で盛り上がりました。

ご参加くださった築縁様、ご協力いただきました木族の会の皆様に感謝申し上げま

す。また来年も楽しいイベントが開催できるよう、頑張ります！！

2016 築縁会 新潟

～「築縁会通信」より～

この「築縁会」はとてもステキな会なのです。

個性ある皆様が住まわれた巣舞・すま居方を教えていただけ

るからです。とても有り難いことです。

建築設計をする我々にとって、これに勝る勉強はないと言っ

ていいほどです。

築縁様からお聞きしたご要望・ご提案などはしっかり対応

させて頂くと共に、これからの巣舞づくりに活かしてまい

ります。ご参加頂きました築縁様、木族の会の皆様、あり

がとうございました。

歴 史 未 来今
（40+1年目のとし）

タカモク
66年目
製材をしていた時代で、今は

プレカット工場と大工集団と

して活動しています。今日の

タカダの礎をつくりました。

高田建築事務所
40年目
築縁様に支えられ、今まで

2,000棟以上の住まいづく

り・夢づくりをお手伝いさせ

ていただいております。

高田建築設計事務所
40年目
保育園や病院、ギャラリー等、

一般建築が専門です。お住ま

い同様、物語あるご提案を大

切にしております。

フォレス・タカダ
25年目
タカダの不動産部門です。

土地売買から土地開発まで

携わってきました。テーマあ

る間知（まち）づくりも得意

としております。

第３回KIDS絵画コンクール

＆松岡達英さんのワークショップ（ﾗｲﾌﾞﾄｰｸﾌｫｰﾗﾑ）・作品展

『千人鮮色』へ向かって

建築主様に、その想いをひとつひと

つ楽しいプロセスと鮮やかなカタチ

で感動いただくこと。

その感動を実現する職人さんや、ご

提案する私たちも、ひとりひとりの

個性を鮮やかに輝かせるチームであ

ること。

そのような想いを込めて生まれた

「千人鮮色」へ向け、これからも一

歩一歩進んでまいりたいと思います。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

㈱高田建築事務所

専務取締役 企画担当

高田清之介

40+1年目のとし記念会

『40+1年目のとし』 を振り返って
ある建築家にまつわるこのようなお話があります。

建築家が施設の設計依頼を受けていたときのことです。

依頼者が設計の話を持ちかけると、その場で１５分程

スケッチを描き、案をまとめました。

あまりに短時間だったために依頼者は驚くと共に、

報酬も抑えられるかもしれないと期待したそうです。

その気持ちを建築家に伝えると次のような言葉が返って

きました。「15分はただの15分ではありません。私の

人生の60年 ＋ 15分をかけてこのスケッチを描いたの

です。」

普段の会話でも、その内容は会話の瞬間に突然生ま

れたわけではなく、言葉を発する人がそれまで生きて

きた時間を背景に持ちます。その歴史「プラス」会話

の瞬間の話であります。

経験豊かな時間を送ってきた大人、未来の自分への

姿に夢膨らませる学生、日常会話を覚えたばかりの子

供。それぞれが発する言葉の時間背景も様々です。

企業も同じです。40周年はある日突然40周年の年

ではなく、その「点」に達するまでに40年の積み重

ねがあります。

未来を考える前に今までの歴史を見つめること。

それは未来へ向けての道標ともなります。この春に

行った式典と祝賀会も弊社の歴史を紐解く機会をい

ただくことができました。

40周年へ向けた取り組みの中で生まれた「千人鮮

色」。このスローガンへ向けスタッフ一同進んでま

いりたいと思います。



700‐19 Tree Tree! Tree!!! 700‐19 木漏れ日荘

700‐18 いちご畑よ、永遠に

700‐16 豊巡居（ほうじゅんきょ） 700‐15 庭と思い出をつなぐ家 700‐14 翼の家 700‐13 Ｍｉｎｉｍｕｍふろーと 700‐12 Ｇａｒｄｅｎ Ｇａｒｄｅｎ

700‐11 Ａｎｏｔｈｅｒ Ｒｏｃｋｅｔ 700‐10 樹と暮らす白い家 700‐9 くぼみのある家 700‐8 Ｃｉｒｃｕｌａｔｉｏｎ 700‐7 ＷＩＮＤＢＲＥＡＫＥＲ

700‐7 StoreKingdomの創り方 700‐6 雲の中に浮かぶ家 700‐6 ヒカリ×カゼ 700‐5 Hear the wind sing 700‐4 View the Landscape

700‐3 Ａｎｏｔｈｅｒ Ｒｏｃｋｅｔ 700‐2 HAYABUSAほわいと 700‐1 マリントレイン 700 クロスタウン旭岡住宅展 699 想造家の発明品KO‐Lab

698 田園ファームの家 697 対なるものが示すもの 696 Slow Time Courthouse 695 Ｆｉｎｄｉｎｇ ｅｌｅｐｈａｎｔ 694 メゾン・ド・レガリア

693 かくれんぼハウス 692 Ｌｅａｆ ｇｒｅｅｎ 691 ぽりくりすたる 690 ＋４０㎝ Ｌｉｖｉｎｇ 689 小さな学校

２０１５年１２月から２０１６年１１月末までに行われた

「巣舞るメッセージ 住宅見学会」は、３４回でした。

どの回も築縁様の想いが満ちあふれ、ご来場頂いた方にも、

「巣舞への想い」や「アイデア」に感動して頂けたのではない

でしょうか。新しい「縁」が生まれる場所となるように、楽し

く、感動できる見学会を目指し、スタッフ一同頑張ります。

ご協力頂きました築縁様、本当にありがとうございました！

「お客様アンケート」に
お寄せ頂いた感想から

一部抜粋してご紹介します。

●取り壊した家からの部材を上手に取り付けてもらったので

愛着がわきます。（Ｈ様）

●ダイニングからリビングの子供の様子が想像していたより、

よく見えてよかったです。子供がぐるっと走り回れる部屋の

並びもとても良かったです。（Ｋ様）

築縁様

voice

●関わっていただいた方、みなさん本当に気持ちよく仕事して

いただきました。私達に寄り添ってくれました。暖かい家で

快適に過ごしています。（Ｍ様）
700‐17　ウォールフリーな暮らし方



Nagaoka/長岡市摂田屋5-6-22
Niigata/新潟市中央区女池南3-5-15

花火のメインテーマは今年も「千人鮮色(せんにんせんしょく)」。

そして４０周年＋１年目の年に相応しく、盛大な花火となりま

した。キャンバスに見立てた夜空に、お客様が想い想いに色彩

を加えて、夢を広げて巣舞への願いを叶えてほしいと、願いを

込めて打ち上げいたしました。

タカダがお手伝いした巣舞や暮らしとそれに伴う
イベントなど、２０１６年も盛りだくさんでした。

「トキっ子くらぶ トキっ子子育て応援フェア」に今年も参加しました。

タカダは今年も木の香りあふれる造り込んだブースや、住まいのパネルや木のカレン

ダーのプレゼントなどで子育て世代ファミ

リーへＰＲです。チビっ子達には毎年大人気

の「木製プレートお絵かき」で楽しんでもら

いました。プレートを飾る「育夢の樹」は、

あっという間に子供達の描く楽しく可愛ら

しい絵でいっぱいになりました。

新潟県済生会三条病院 付属保育園たんぽぽ

病児・病後児保育ルーム「なのはな」

三条市、国道８号線沿いの済生会三条病院

隣りにオープンした保育園と病児・病後児保育ルーム
の合築施設です。おもちゃ箱と積み木をイメージした
建物は、未満児さん達が明るく楽しく活動します。

また病後のお子様も安心して休める病児・病後児エリ
アは動線を分けてあるので、
保育士も安全な運営が可能
です。

デザイナーズ賃貸アパート

「メゾン・ド・レガリア」

8.3

「巣舞る通信」に掲載致しました情報は、当社のホームページに、より詳しくUPされてお
ります。随時更新しておりますので、タカダの「今」を知って頂けると思います。
ぜひご覧ください！
「Facebook」を始めました。当社ホームページの よりご覧いただけます。
たくさんの「いいね！」を宜しくお願い致します。

ギャラリーみつけ（みつけ市民ギャラリー）

見附市、旧法務局出張所跡地および施設
の改装・整備のお手伝いをいたしました。

コンセプト
☆「市民の芸術活動、展示を通して、賑わいのある

人々との交流の場」
☆ お茶を飲み、少しリッチな気分を味わえる

癒しの空間
☆ 地域性を生かした大人から子供まで楽しめる

ギャラリー空間

立地は見附市役所とアルカディアとトライアングル
が望める位置にあり、市民の文化活動・交流の中心
的役割を果たすことが期待されています。
ぜひ、足を運んでみて下さい。

住宅の他にも店舗・事務所・福祉施設などもお手伝いしております。

３月
竣工

一つひとつの部屋に特徴があり、ぞれぞれの想い
で色々な住まい方ができるアパートです。
借りる方が「住みたくなる部屋」であり、オーナーが
所有する喜びを得られるアパート・・・そんな想いから
生まれたアパートです。「ワンランク上の価値と喜び」
をご提供することが、何よりの空室対策となり、安定
した賃貸経営の実現につながります。

住宅展、地域の小学生との交流など２０１６年の様々な出来事
を綴ります。

３月
ＯＰＥＮ

３月
竣工

５月に開催された住宅展に出展しました。

２階に設けたリビングからは、東山がパノラマ状に眺望でき

ます。またリビングからロフトやデッキに

繋がり、開放的な空間がとても印象的な

お住まいでした。開催期間中は、本当に大勢

の皆様からご来場いただき、大変好評をいた

だきました。ありがとうございました。

近隣には総合病院や大型商業施設も続々と

オープンしていて、今大注目の住宅地です。

5.21
｜

5.29 「人×街=未来 住宅展」出展

長岡市＊クロスタウン旭岡

「安心で快適な暮らしが永くつづく住宅展」に出展しました。

「Minimumふろーと」

と名付けられた今回の

お宅は、ミニマムで

ありながら、縦・横の

空間の繋げ方の工夫で

楽しく、広がりのある

お住まいでした。

ご来場いただいた皆様、

ありがとうございました。

「安全で快適な暮らしが永くつづく住宅展」出展
新潟市西区＊浦山３丁目分譲地10.15

｜

10.30

ハイブ長岡大ホール 集まれ新潟のトキっ子たち！11.5
｜

11.6 「トキっ子 子育て応援フェア２０１６」参加

「千人鮮色２０１６」今年も打ち上げました！

長岡まつり大花火大会

8.3

雑誌

「訪問看護と介護」
9・10・11月号

4月

イベント

メディア情報

新ＣＭ
「千の物語」が

放映スタート！

２０１６年も住宅関連雑誌・テレビ・新聞など各メディアで紹介していただきました。
築縁様には、取材・撮影などに快く応じていただき、ありがとうございました。

ＮＳＴ新潟総合テレビ
特別番組

「クロスタウン旭岡」

新潟日報
ハウジングｋｏｍａｃｈｉ
2016夏秋号

住まいｎｅｔ＋新潟・V o l . 2 2 ｓｕｍｉｃａ（スミカ）２０１７

5月
6月

11月

4月 「40+1」40年物語
ミュージックビデオ 完成！

★タカダホームページで視聴できます★

♪

サポートセンター摂田屋が紹介されました

「ベスビアス超大型スターマイン」

9月

11月

9.29
今年も長岡市立上組小学校６年生の総合学習のお手伝いの機会を頂きました。

２０１６年は「リプチの森」を題材に『街づくり』についての講演会を行いました。

‘まちづくりはひとづくり’と言われるように、教育と連携していくことで、多世代に

渡る持続可能な地域作りができるのではないかと考えます。

子供達や地域との関わりを持てる

ことに、地元企業としての喜びを

感じると同時に、これからも地域

に貢献できる企業でありたいと

思っております。

上組小学校６年生ｉｎ
「リプチの森」「育夢創造」プロジェクト11はぐくむそうぞう

9月
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