
Toh Shimazaki Architecture Forum
Evening Seminars 2010 
‘Adaptable Systems’

Date:
9th,16th,23rd,30th June 2010
Wednesday, from 7:00pm

Venue:
Toh Shimazaki Architecture 

14 Weller Street
London SE1 1QU

www.t-sa.co.uk

Toh Shimazaki Architecture Forum is an annual architectural workshop run by London practice Toh Shimazaki Architecture, 
(t-sa) since 2006. Its aim is to support students’ academic development in close association with professional practice 
by providing a platform for research that allows students to carry out critical investigations according to their own interests 
and ideas.

t-sa forum summer workshop 2010, starting on 2nd of August is now open for applications. Celebrating its fifth 
summer workshop, t-sa forum would like to invite you to the series of evening talks on the above dates at t-sa’s office 
under the theme of ‘Adaptable Systems.’ The founder of t-sa forum, Takero Shimazaki will give a presentation about 
the foundation of forum and how it has developed. There will also be discussions with t-sa forum students and tutors 
from each year of the four years, tracing back the memory and looking at a new direction for t-sa forum’s main theme of 
‘Context and Craft.’ These evening talks would enable people who are unfamiliar with t-sa forum to become involved in 
the upcoming summer forum.

To reserve a place, please email forum@t-sa.co.uk  stating the date you would like to attend, your name and those of any 
guests. This event is free to attend, however booking is essential.
For more information on t-sa forum summer workshop 2010, please see www.t-sa.co.uk/forum.php

Toh Shimazaki Architecture Forum
イブニングセミナー2010：東京
‘Adaptable Systems’

日程：
2010年6月19, 26, 7月 3日

毎週土曜日
16:00〜18:00

場所:
南洋堂書店4F N+

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-21
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Toh Shimazaki Architecture (t-sa) Forumは、ロンドンの建築事務所 Toh Shimazaki Architectureが実務と学術的研
究の融合を目的として2006年から毎夏ロンドンで主催している建築ワークショップです。2010年春には、
初の東京でのワークショップを開催しました。
 
5周年を記念するt-sa forum summer workshop 2010を目前に、t-sa forumは過去の参加者をゲストとして迎え、
ロンドン・東京の二都市でセミナーを開催します。ワークショップを参加後、イギリスや日本で研究や就労
など様々な活動をされているフォーラム生に、自らの体験談と建築への思いを語っていただきます。
又、 参加される皆様とともに、t-sa forumでの研究テーマである「Adaptable Systems」に対する個々の考え・
可能性をディスカッションにて広げていきたいと考えています。

東京でのセミナーは、南洋堂書店にて右記の日程にて開催します。 
t-sa forumに興味のある方、また海外留学・就労を考えていらっしゃる方はぜひご参加ください。

参加料はいただいておりませんが、定員に限りがありますので、参加希望者は氏名・参加希望日・ご連絡先
を明記し forum@t-sa.co.uk  までメールにてお申し込みください。
尚、都合により変更になる場合もありますので、予めご了承ください。

8月2日から4週間ロンドンにて開催するt-sa forum summer workshop 2010への参加を募集しております。
詳しくはwww.t-sa.co.uk/forum.php をご覧ください。


