
平成27年度の事業報告 

平成27年5月1日から 平成28年4月30日まで 

 

一般社団法人 マザー・アーキテクチュア 

151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-3-6-201 

050-3736-7373  

 

1.事業計画の総括と展望 

 本年度は、本法人の立ち上げの年と位置付けた一昨年度、それを引き継いで法人の独自性構

築に踏み出した昨年度に続き、本法人の独自性の確立と発展に成功した年と位置付けられる。

本法人代表 遠藤幹子の建築家としての職能を生かしたスペース・デザイン事業は、保育園など

の公共性の高い施設からマンション、商業施設、ミュージアムといった幅広い空間の設計にま

でおよび、「遊び、学び、育ちに関する空間のプロデュースおよびデザインに関する事業」（事

業５）で大きな実績を残すとともに独自性をゆるぎないものにした。また、事業５を軸に「地

域社会の健全な発展を目的とする事業」（同４）および「教育・啓発プログラムの企画・運営・

コーディネイト事業」（同６）との融合をはかるザンビア・マタニティハウス・プロジェクトで

は、「時報発信（ウェブサイトの運営、出版物の刊行、展覧会開催等）を行う事業」（同８）と

して、地域住民や彼らを支援する行政関係者および支援団体関係者を対象に空間設計の手法を

伝える教材を開発し、現地大使館を含む幅広い関係者に高い評価を得た。さらに、上記の実績

は「これからの建築家賞」の受賞や『これからの建築士』（学芸出版社）での紹介へとつながり、

本法人の認知拡大と社会的評価の獲得をもたらしたといえる。 

今後は、採算性を担保しながら、活動内容のさらなる拡大・充実・深化を目指す。 

 

2. 事業の実施に関する事項 

(1) 本一般社団法人の主たる目的に係る事業 

①スペース・デザイン事業 

 a) 東田端保育園リニューアル工事 の遊具と内装デザイン 

 b) 白ハト株式会社やきいもミュージアム の設計 

 c) 中之島マンション計画キッズルーム の設計 

 d) 川崎アゼリア・ベビールームの設計 

 e) アンデルセン公園展覧会「遊びの世界がとまらない！」の設計、施工 

 f) 星野リゾート・トマム コンペ提案 

 g) アンパンマンミュージアム コンペ提案 

h) 妙高市青少年学習施設 コンペ提案 

 i) 福岡市科学館 体験プログラムの企画・アートディレクションおよび内装デザイン（※） 



 j) 立川市高松町マンション コミュニティスペースの設計（※） 

 k) 西葛西マンション キッズスペースおよびコミュニティスペースの設計（※） 

 

②コミュニティ・デザイン事業 

 a) ザンビアのマタニティハウス（※） 

 ムタバ村のマタニティハウスとユースセンターのペインティング・ワークショップ 

 カルウェオ村のマタニティハウスとユースセンターの設計 

 b) チテンゲ・プロジェクト 

 チャリティプロダクトの制作プロデュースと販売 

 

③エデュケーショナル・プログラム事業 

 a) ザンビアのマタニティハウス（※） 

 ムタバ村のマタニティハウスとユースセンターのペインティング・ワークショップ 

 b) マタニティハウス・デザインガイドブック（※） 

 ブックレットの製作、HPでのクリエイティブ・コモンズに基づくデータ公開 

 

④その他 

 a) HP や fb ページの更新 

 b) 書籍「これからの建築士」の執筆 

 

※	 ・・協力会社 office mikiko 一級建築士事務所と恊働した事業 

 

 

事 業 名 

( 定款に記載 

した事業) 

具体的な

事業内容 

(A)当該事業の実施期間 

(B)当該事業の実施場所 

(C)従事者の人数 

(D) 受益対象者の範囲 

（１）文化及び芸術の

振興を目的とする事業 

①-b) 

①-e) 

①-h) 

①-i) 

②-a) 

②-b) 

③-a) 

③-b) 

 

別紙参照 主に国内在住幼児・児童およびその家族等

（①-b,e,i） 

主に国内在住青少年および成人（②-b） 

ザンビア共和国マサイティ郡在住妊産婦・新

生児・青少年および成人（②-a,③-a） 

政府・国際機関、国際NGO、および同種の

目的の達成を目指す世界の青少年および成

人（③-b） 



（２）児童又は青少年

の健全な育成を目的と

する事業 

①-a) 

①-b) 

①-c) 

①-d) 

①-e) 

①-g) 

①-h) 

①-i) 

①-k) 

②-a) 

②-b) 

③-a) 

同上 

 

主に国内在住幼児・児童およびその家族等

（①-a,b,c,d,e,i,k） 

主に国内在住青少年および成人（②-b） 

ザンビア共和国マサイティ郡在住青少年お

よび成人（②-a、③-a） 

（３）文化及び芸術を

通じて国民の心身の健

全な発達に寄与し、又

は豊かな人間性を涵養

することを目的とする

事業 

①-b) 

①-e) 

①-h) 

①-i) 

②-a) 

②-b) 

③-b) 

同上 

 

主に国内在住幼児・児童およびその家族等

（①-b,e,i） 

主に国内在住青少年および成人（②-b） 

ザンビア共和国マサイティ郡在住妊産婦・新

生児・青少年および成人（②-a） 

政府・国際機関、国際NGO、および同種の

目的の達成を目指す世界の青少年および成

人（③-b） 

（４）地域社会の健全

な発展を目的とする事

業 

②-a) 

③-a) 

 

同上 

 

ザンビア共和国マサイティ郡在住妊産婦・新

生児・青少年および成人 

（５）遊び、学び、育

ちに関する空間のプロ

デュース及びデザイン

に関する事業 

①-a) 

①-b) 

①-c) 

①-d) 

①-e) 

①-f) 

①-g) 

①-h) 

①-i) 

①-j) 

①-k) 

同上 

 

主に国内在住幼児・児童およびその家族等

（①-a,b,c,d,e,i,j,k） 

 

（６）教育・啓発プロ ①-i) 同上 主に国内在住幼児・児童およびその家族等



グラムの企画・運営・

コーディネイト事業 

②-a) 

③-a) 

 （①-i） 

ザンビア共和国マサイティ郡地域住民およ

び保健従事者（②-a、③-a） 

（７）プロダクトの企

画・生産・販売事業 

②-b) 同上 

 

主に国内在住児童・青少年および成人 

（８）時報発信（ウェ

ブサイトの運営、出版

物の刊行、展覧会開催

等）を行う事業 

③-b) 

④-a) 

④-b) 

同上 

 

主に国内在住青少年および成人（④-a,b） 

政府・国際機関、国際NGO、および同種の

目的の達成を目指す世界の青少年および成

人（③-b） 

（９）国内外における

異文化及び異分野の交

流交歓を促進する事業 

②-a) 

③-a) 

同上 

 

ザンビア共和国マサイティ郡在住妊産婦と

新生児、および国内在住青少年および成人 

 

（２）その他の事業 

  



＜MA H27年度（2015年度） 各事業の実施日、開催場所、人数＞ 
 
①スペース・デザイン事業 

a) 東田端保育園リニューアル工事 の遊具と内装デザイン 

【2015.5.1~2016.4.30／東京都渋谷区千駄ヶ谷 5-3-6-201（マザー・アーキテクチュア、以下MA）、東

京都北区東田端 2-13-2-101（東田端保育園）／２人（遠藤、宮原）】 

 

b) 白ハト株式会社やきいもミュージアム の設計 

【2015.5.1~2015.10.31／東京都渋谷区千駄ヶ谷 5-3-6-201（MA）、茨城県行方市白浜 1466（やきいも

ミュージアム）／１人（遠藤）】 

 

c) 中之島マンション計画キッズルーム の設計 

【2015.5.1~2015.6.30／東京都渋谷区千駄ヶ谷5-3-6-201（MA）、大阪府大阪市北区中之島６-１-２２

（中之島マンション）／１人（遠藤）】 

 

d) 川崎アゼリア・ベビールームの設計 

【2015.4.15~2015.7.31／東京都渋谷区千駄ヶ谷 5-3-6-201（MA）、神奈川県川崎市川崎区駅前本町 3-1

（川崎アゼリア ベビールーム）／３人（遠藤、関係スタッフ）】 

 

e) アンデルセン公園展覧会「遊びの世界がとまらない！」の設計、施工 

【2015.5.1~2015.8.2／東京都渋谷区千駄ヶ谷 5-3-6-201（MA）、千葉県船橋市金堀町 525（アンデル

セン公園こども美術館）／３人（遠藤、宮原、関係スタッフ）】 

 

f) 星野リゾート・トマム コンペ提案 

【2015.10.15~2015.11.30／東京都渋谷区千駄ヶ谷 5-3-6-201（MA）、北海道勇払郡占冠村字中トマム 

（星野リゾート・トマム）／２人（遠藤＋関係スタッフ）】 

 

g) アンパンマンミュージアム コンペ提案 

【2015.9.20~2015.10.10／東京都渋谷区千駄ヶ谷 5-3-6-201（MA）、横浜市西区みなとみらい 6（みな

とみらい２１ アンパンマンミュージアム）／１人（遠藤）】 

 

h) 妙高市青少年学習施設 コンペ提案 

【2015.11.20~2015.12.20／東京都渋谷区千駄ヶ谷 5-3-6-201（MA）、長野県妙高市（妙高市青少年少

年学習施設）／１人（遠藤）】 

 

i) 福岡市科学館 体験プログラムの企画・アートディレクションおよび内装デザイン（※） 



【2015.11.1~2016.4.30／東京都渋谷区千駄ヶ谷 5-3-6-201（協力会社 office mikiko 一級建築士事務所、

以下OM）、福岡市中央区六本松 4-300-1（福岡市科学館予定地）／２人（遠藤、宮原）】 

 

j) 立川市高松町マンション コミュニティスペースの設計（※） 

【2015.5.1~2016.4.30／東京都渋谷区千駄ヶ谷 5-3-6-201（OM）、立川市高松町２（パークホームズ立

川）／１人（遠藤）】 

 

k) 西葛西マンション キッズスペースおよびコミュニティスペースの設計 

【2015.5.1~2016.3.31／東京都渋谷区千駄ヶ谷 5-3-6-201（OM）、東京都江戸川区西葛西 2-22-25（ザ・

ガーデンズ西葛西）／１人（遠藤）】 

 

②コミュニティ・デザイン事業 

 a) ザンビアのマタニティハウス（※） 

 ムタバ村のマタニティハウスとユースセンターのペインティング・ワークショップ 

 カルウェオ村のマタニティハウスとユースセンターの設計 

【2015.9.1~2016.4.30／東京都渋谷区千駄ヶ谷 5-3-6-201（OM）、Mutaba & Kalweo village, Masaiti 

district, Copperbelt province, Zambia（ザンビア、ムタバ村・カルウェオ村）／40 人（遠藤+関係スタ

ッフ+参加者 30 人）】 

 

 b) チテンゲ・プロジェクト 

 チャリティプロダクトの制作プロデュースと販売 

【2015.5.16、2015.9.12~13、2016.4.16~17／東京都渋谷区千駄ヶ谷 5-3-6-201（MA）、東京都渋谷区千

駄ケ谷 1-1-24（鳩森八幡神社千駄ヶ谷マーケット）／5人（遠藤、関係スタッフ）】 

 

③エデュケーショナル・プログラム事業 

a) ザンビアのマタニティハウス（※） 

ムタバ村のマタニティハウスとユースセンターのペインティング・ワークショップ 

【②-a に同じ】 

 

 b) マタニティハウス・デザインガイドブック（※） 

 ブックレットの製作、HPでのクリエイティブ・コモンズに基づくデータ公開 

【2015.5.1~2016.2.20／東京都渋谷千駄ヶ谷 5-3-6-201（OM）／４人（遠藤、宮原、関係スタッフ）】 

 

④その他 

a) HP や fb ページの更新 

【2015.5.1~2016.4.30／東京都渋谷区千駄ヶ谷 5-3-6-201（MA）／１人（遠藤）】 



 

b) 書籍「これからの建築士」の執筆 

【2015.10.5~2015.12.30／東京都渋谷区千駄ヶ谷 5-3-6-201（MA）／１人（遠藤）】 

 

※	 ・・協力会社 office mikiko 一級建築士事務所と恊働した事業 

 


