「検見川送信所を知る会」会報

J1AA通信

年︶には日本初の国際放送

を行うなど日本の通信の発

展 にも 大 きく 貢献 し ま し
た︒

１９７９年︵昭和 年︶

の閉局後は取り壊しの話が

築団体﹁ドコモモ・ジャパ

場所〒260-8733 千葉市中央区中央3-10-8

見学会：千葉市美術館鞘堂（旧川崎銀行千葉支店）シン
ポジウム：千葉市美術館11階講堂

アクセスJR：千葉駅下車東口より徒歩15分京成電鉄：千
葉中央駅下車 東口より徒歩10分千葉都市モノレール：
葭川（よしかわ）公園駅下車 徒歩5分

日 には千 葉
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参加費無料

第６号

﹁送信所シンポ＠さや堂﹂決定
日 ︵ 土 ︶ ︑千 葉 市 美 術 館 で
入 場 無料

ン﹂︑﹁日本建築家協会﹂

プログラム11:00〜12:00：見学会13:30〜16:30：シンポ
ジウム

ツ表現派風のモダニズム建

が設計した大正末期のドイ

なりました︒

利活用を求める声が大きく

が賛同︒専門家から保存︑

登録文 化財か 指定文 化財か

築で︑１９３０年︵昭和５

の呼びかけに︑国際的な建

出ていましたが︑﹁知る会﹂

﹁ 検見川送 信所を知 る会﹂が ２月 日︵土︶ ︑千葉・ 中央の千 葉市美 術
館で ﹁検見川 送信所シ ンポジウ ム＠さ や堂﹂︵ 仮題︶を 開催しま す︒検 見

送信所は東京中央郵便局

えを 示してい ますが︑ 文化財に は﹁指 定文化財 ﹂と﹁登 録文化財 ﹂など さ
まざ まな手法 があり︑ その選択 によっ て︑将来 が変わっ ていくと 思われ ま
月

11

す︒送信所に とってベ ストの選 択は何 か︑送信所 のあるべ き未来に ついて ︑

Tel & Fax：0
検見川送信所を知る会
4
問い合わせ先
3-276-0444

安達文宏
（関東甲信越支部
（JIA）
コーディネーター
保存問題委員会）

みな さんと考 えたいと 思ってい ます︒ また︑２ ００８年

検見川送信所を知る会

主催

昌幸（検見川送信所を知る会）
沖
総合司会

11:00〜16:30
日時2009年2月14日（土）

を考え︑送信所保存・

て いき た いと 考え て い ま
す︒

利活用のあるべき道を探っ

か？

﹁市指定文化財﹂とは何

に﹁登録文化財﹂とは何か？

を会場に︑みなさんと一緒

崎銀行︵現・千葉市美術館︶

利活用が実現している旧川

﹁市指定文化財﹂として

でしょうか？

言います︒果たして︑そう

利 活用 が 実現 でき な い の
で︑登録文化財が妥当﹂と

は︑市民からの要望がある

千葉市は﹁市指定文化財で

指定﹂などがありますが︑

保存には﹁国登録﹂と﹁市

めました︒ただ︑文化財の

針を一転︑保存を検討し始

これを受け︑千葉市は方

み んな で考 え よう
シンポジウム・パネリスト
岡部則之（岡部則之計画
工房）堀勇良（元文化庁）仲佐秀雄（検見川送信所を知
る会代表）夏目勝也（千葉県建築家協会 保存文化部会）

の道 を歩もう としてい ます︒千 葉市で は﹁国の 登録文化 財が妥当 ﹂との 考

などを手がけた吉田鉄郎氏

２月

54

川送 信所は﹁ 知る会﹂ の活動を 契機に ︑千葉市 が保存を 検討し︑ 文化遺 産

14
14

県建 築家協会 主催によ る見学会 が開か れ︑初め て内部を 見ること ができ ま
した ︒そのレ ポートも 裏面で詳 細に報 告してい ます︒

千葉市指定文化財になっている千葉市美術館さや堂ホール

発行・検見川送信所を知る会

J1AA通信
2009年1月1日（木曜日）
（ １）

2009年1月1日（木）発行

外 観以上に素 晴らしい内 部
化部会主催の見学会が開催
早急に確認する必要性を感

も内部に入り全体の状況を

られています︒外部全体は

見るとやはりアールで納め

れていない一部の窓周りを

で︑その中には﹁検見川送
区画整理事務所を通し鶴岡

ものです︒検見川稲毛土地

ひどく︑コンクリートの被
り厚さの不足もあいまって

石洗い出し仕上げの剥落が

が︑ファサード部分の人造

それ ほ どで も あり ませ ん

のアスファルト防水はいま

非常に心配だった雨漏り等
の形跡も確認できず︑屋上

なっていました︒＝続く＝

チ形額入りの両開きドアに

が︑鉄板で覆われて真っ暗
です︒当初は︑パラボラアー

２階応接室前にもアーチ

信所を知る会﹂の２名︵送
千葉市長の許可を得て︑閉

鉄筋 が 錆び て 爆裂 を起 こ

だに健在のようです︒

１階部分のパラボラアーチ

信所ＯＢ岩佐氏と送信所図
鎖後初めて一般への公開が
実現しました︒

し︑痛々しい表情を見せて

げで覆われています︒目地

使った人造石洗い出し仕上

徴をとどめているのには非

ど︑当時の逓信省建築の特

パラボラアーチやアールな

内部に入ると外部以上に

入り口天井は半円形のバル

ボールト天井になり︑

南側ファサードを見てい

近くが経ち︑外壁︵特にフ

は無く建物全体が一つの塊

常に驚かされました︒内部

階入り口は

部はほとん

ます︒開口

が付いてい

チ状に丸み

ラボラアー

も断面はパ

ルがつき︑
パラペット

は全てアー

がれている程度です︒柱︑

左官仕上に塗った塗装がは

らい状態が良く︑壁天井の

観からは想像も出来ないく

していました︒内部は︑外

で︑梁の下面は繰型等を施

のとりあいもすべてアール

上で︑壁と天井︑梁と天井

漆喰︵場所によってはプラ
スターもあるか？︶塗り仕

仕上は基本的に壁︑天井共

が見えています︒

壁が剥落して︑錆びた鉄筋

目地がありません︒一部外

人造石洗い出し仕上げで︑

外部仕上は︑御影石入り

います︒

ラアーチ状の曲線を描いて

やパラペット上部はパラボ

壁 コー ナー も アー ル を 取
り︑階段・バルコニー手摺

コニーになっています︒外

て︑階段下の

ど鉄板で覆

壁︑梁︑天井を見ても︑地

階

われて窓の

階段室になっていて︑階段

階の入り口があります

面提供の久住コウ氏︶にも

はじめに岩佐氏の説明を

います︒

ァサード︶の剥落が目立つ

のように思われ︑すごい存

形状も分か

震等による構造クラックや

が螺旋状にペントハウスま
で続いています︒正面上部

像も配信中

文宏︶

ＨＰには全文掲載中︒映

検見川送信所を知る会

越支部・安達

︵日本建築家協会関東甲信

に

加わっていただきました︒
建物はＪＲ新検見川駅か
聞き な がら 外観 を 見ま し

ませんでした︒また︑当初

分足らず

た︒ 建 物全 体は 御 影石 を

など︑建物全体の傷みが非

在感があります︒建物の角

ます︒

常に懸念される状況になっ

り ま せん

左官仕上に伴うクラック等
もほとんど目視で確認出来

１階入り口を入った所が
が︑２階の
鉄板で覆わ

2

1

全体的に丸みを帯びてい

ていました︒ここで是非と

年の閉局から今日まで

ら海側に歩いて
年

の所にあります︒１９７９

されました︒参加者は
じ︑急きょ見学会を行った

日本建築家協会
安達 文宏氏

名

パラボラとアーチの意匠は健在

内部レポート㊤
日︵水︶好天に恵

26

まれた午後︑千葉県建築家

１階階段室

〒262-0026
千葉市花見川区瑞穂2-1-1-20-908
℡＆ファクス：043（276）0444
http://kemigawaradio.web.fc2.com/
mail：kemigawamusen@mail.goo.ne.jp

月

14
30

10

2

発行元：検見川送信所を知る会
代表：仲佐秀雄

11
協会︵ＪＩＡ千葉︶保存文

検見川送信所外観

発行・検見川送信所を知る会

J1AA通信
2009年1月1日（木曜日）
（ ２）

