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「建築士の日」のポスターを貼ろう
広報・渉外委員会

１

建築士の日
毎年「7 月 1 日」は「建築士の日」と定められています。
これは「建築士法」が昭和 25 年 7 月 1 日に施行された
ことを記念して定められたものです。その目的は、「建
築士制度を社会に広くＰＲし、われわれ自身も改めて建
築士の意識を再確認する」というものです。
２ 「建築士の日」への取り組み方針
私たち建築士には、厳しい試験に合格し、その後も研
鑽を積んできたという誇りがあります。その特別な存在
である「建築士」だけが参加できる「建築士会」を中心
に、建築士の役割や能力を積極的に発信しようではあり
ませんか。そのことによって、建築士一人ひとりが輝き、
建築士会が輝くことになります。
そこで本県では、
「建築士の日」を機会にイベントを
実施し、
「建築士制度を社会に広くＰＲし、われわれ自
身も改めて建築士の意識を再確認」したいと考えていま
す。
３ 過去の歩み
・平成 27 年 7 月 18 日
（建設センター）
「建築の古今、そして未来は」と題して、ＢＩＭセミ
ナー、大工技術の紹介等のイベントを実施しました。
・平成 29 年 7 月 1 日㈯、2 日㈰
（あすたむらんど徳島）
各研究会によるセミナー（展示・映像・インタビュー
等）
、お菓子の家づくり、大工体験コーナー
・毎年 建築士の日のポスターの掲示

副委員長

喜島

政行

４ 本年度の事業
（1）イベント「徳島の近代建築を見てみよう！」
実 施 日 6 月 30 日㈰
会場は、西山夘三設計の「あわぎんホール」をメイン
会場として、ほかに増田友也の建築を紹介する「なると
会場」を設け、それぞれのエリアで近代建築の見学会と
スタンプラリーを催す予定です。
各エリアの見学会終了後、とくしま会場に移動して、
記念講演会を行います。講師は建築史家の倉方俊輔氏の
予定です。
この機会にお近くの近代建築の見学会に御参加くださ
い。特に、最近会員になられた方々には是非参加しても
らいたいと考えておりますので、各地域会の役員の皆様
には、声掛け等の御協力をよろしくお願いいたします。
（2）ポスターの掲示
昨年度と同様に、
「あなたのまちの建
築士」のポスターを、
6 月号に挟み込んで
いますので、自宅や
事務所に掲示してく
ださい。ただし、建
築士個人による建築
相談等は実施しませんので、気軽に掲示してくださるよ
うお願いします。
ただ、ご近所の方がポスターを見て建築の相談にい
らっしゃった場合は、できる範囲で対応してあげてくだ
さい。
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●ほっとにゅうす●

まち研 県外研修参加記
坂口代表からのメールで
会員各位
恒例の県外研修を行います。
高橋洋子さんに企画をお願いしました。
日帰りで、参加しやすくなっています。
研修の内容
日時：平成 31 年 4 月 17 日（水曜日）
参加料：3500 円
研修先：京都 聴竹居 奈良 安倍文殊院
詳細は、添付ファイルを参照してください。
参加申し込み締め切り：3 月 10 日（予約の都合上、後
の受付はできません）
募集人数：先着 13 名（見学先の定員制限がある為）
交通手段：レンタカーまたは、自家用車
添付ファイルによると
・聴竹居（重要文化財）見学（案内人付）
昭和 3 年に建てられた「聴竹居」は、一番身近な建築・
住宅の理想形＝
「真に日本の気候・風土にあった日本人
の身体に適した住宅」を生涯追い求めた建築家 藤井厚
二の研究と実践の集大成である。
・安倍文殊院 見学（島田さんによる解説つき）
・・三人寄れば文殊の知恵・・ 国宝 渡海文殊
ご本尊文殊菩薩は獅子に乗り 4 人の脇侍を伴う渡海文殊
（₅ 像全て国宝）
鎌倉時代・建仁 3 年（1203 年）に大仏師・快慶によっ
て造立された。
ということで聴竹居は以前から行きたかったので早
速、参加申し込みをしました。
この時点では文殊インは国宝なんじゃインぐらいでし
た。
坂口代表から再送メールが来ました。
参加申し込み締切日が迫って参りました。
₃月₇日現在のところ、₇名の参加希望がありました。
連絡の無い方は、人数に入っていないので、必ず連絡
をお願いします。
ということで会員ではないのですが知人の遠藤さんが
聴竹居に興味を持っていたのを思い出し、連絡を取り参
加することになりました。
（会員外のため補助なしの参
加となりましたが、とても喜んでいました。）
聴竹居では、私の記憶では、次の₂冊の本を販売して
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鎌倉

和敏

おりまして（タイトルは記憶が曖昧ですが）
・「聴竹居」実測図集（ここだけ限定の付録付き）
・聴竹居：藤井厚二の木造モダニズム建築
見学終了された方々が感動のあまり買い求めていまし
た。（私と遠藤さんだけは感動はしたのですが誘惑に負
けませんでした）
その後、昼食を取り（豪華な天ぷら定食でした。私は
エビアレルギーのため海老抜きでしたが…）京都から奈
良へ移動となり、トイレ休憩では私は足がシビレテ車か
ら転げ落ちたりしながらも国宝なんじゃインの安倍文殊
院に到着したのでありました。
三人寄れば文殊の知恵ならば12人で行ったので₄文殊
様御一行かいな、とか思いながら最初にお坊さんのお話
を聞いたのですが、とても面白いお坊さんで、しゃべり
口調と内容までもがどこかの落語家そのものでした。亭
号を聞くのを忘れてきましたが、絶対その道を歩んでき
た方と思います。その話を聞く中で、私自身が最近（₃
月28日）還暦を迎えたばかりだったことに気付かされた
のです。ここは安倍晴明公出生の寺院なので魔除け・厄
除けの玄関魔除け札を購入、帰って即貼りました。現在
まで、ご利益があったようななかったような、これから
は良いことがありそうです。
両親にはボケ封じのお守り、嫁と子にはサービスエリ
アで神戸菓子を土産に帰路に着いたのでした。（遠藤さ
んは赤福餅がよかったらしいですが置いてなかった、京
都奈良ならそりゃそうだよ）
最後になりましたが₆人づつレンタカー₂台で移動し
たのですが、特に運転の高橋さん、坂口さん、お世話に
なりました。
島田さんの解説もありがとうございました。
日帰りだと気軽に行けますね。とても有意義な研修旅
行でした。
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●ほっとにゅうす●

僕や私のおうちを作ろう !!
おうちを作って「建築志」のたまごになる為、４月、
₅月と₂度ありました今回のイベント、はしごしました!!
長ーいゴールデンウィーク₃日目、もうすでに行くとこ
ろに困っていた親子には、ありがたいイベントでした。

ひとはたうさぎ

₂回目のおうち作り。会場もブースも広かったので、
お客さんもたくさん来てました。
令和になって材料もパワーアップ !! 建具やさらに子供
が喜びそうな可愛いいものが増えてました。

いろんな形の木を₂つ選んで100角程度の敷地の上に
ちいさなおうちを作ります。きれいな模様の入った紙や
かわいいマスキングテープ、シール、モール等、子供た
ちが大好きな材料がいっぱい！それを手に取っただけで
夢が膨らみます。みんな夢中になって製作に取り組んで
ました。

みんな、いろんな材料を使って楽しそうに作ってまし
た。工夫して皆、上手にできてましたよ。
これがこの度₂回参加した成果です!!

どんなおうちができるかな

(^_-)- ☆

見本は、士会のメンバーが作ってるのですが、渋い建
物や、かわいい建物、細部まできっちり作っているもの
等々 ･･･ さすが !!! 売ってほしいモノもありました。
うちの子はそれが欲しそう！じっくり観察してまねっ
こしてました。
完成したら最後に、こども建築士認定証をいただきま
した。おとなまで有効期間あります !!
おとなりに、もう₁つ士会のブースがあり、そこでは
ＶＲ体験をさせてもらいました。ビルの上から真っ逆さ
まに落ちて叫んでました。楽しかったです。

満員御礼

( *´ 艸｀ )

3

阿波まちかど 2019. ６

●地域会だより●

板野地域会近況報告

板野地域会

高木

雄一郎

今年のゴールデンウィークは改元に伴う 10 日間の超

残った私が家に帰り着いたのが4時過ぎでした。その日

大型連休でした。ご家族連れなど長期旅行等に行かれた

夕方までポンコツで家族の視線が冷たかったのは言うま

方も多かったのではないでしょうか。

でもありません。

私自身は 4 日間でしたが発熱とそれが元で急性副鼻腔
炎にかかりでほぼ寝たきり連休でした。
今年のゴールデンウィークは家族の視線と負のオーラ
が痛かった板野地域会の高木です。
では、板野地域会近況報告をさせていただきます。
₃月16日㈯に新入会員歓迎会＆合格祝賀会が行われま
した。
今年、板野地域会には阿部君、岡田さんの2名が入会
してくれました。₂人には青年部では若手建築志（士）
交流会や県内交流会等色々な行事があるので是非参加し
ていただければと思います。
次に₅月18日㈯に板野郡藍住町住吉にあるみちよ亭板
野地域会通常総会があり引き続き親睦会が行われまし
た。
総会では平成 30 年度活動報告及び令和元年度事業計
画の審議等の議題が話し合われました。

通常総会、親睦会の様子

４年前₂級建築士免許を取得して当時の社長の勧めで
入会した建築士会でしたが、入会当初はなにもわからず
あまり入会したメリットを見出せませんでした。でも青

今年研究部会では毎年行っている木造耐震講習会のほ

年部で役をいただき色々な場に顔を出していくうちに他

かに地域会相談役の石井哲夫氏が講師で「木造住宅の耐

の地域会方と交流をかさねて行く内に段々と楽しい物に

震と省エネの深いお話し」という講習が行われます。ど

変わっていきました。

ちらの講習も場所、日時等はまだ決まっていないみたい
ですが他の地域会の方で興味がある方は参加の方よろし
くお願いします。
同日引き続いて親睦会が行われました。
板野地域会は、現在正会員 98 名で職種は設計事務所、
工務店、木材店、大工さん、建具屋さん、塗装屋さん等

板野地域会の青年部長として残り１年少しあります
が、残りの任期も頑張っていきたいと思います。
これまで青年部事業にあまり参加できていない方も、
是非参加していただければと思います。
今後とも建築士会や青年部の活動や事業や行事の御協
力と御参加のほどよろしくお願い致します。

多岐の業種の方が入会されています。
特に青年部は設計をしている方より、他の職種の方が
ほとんどです。
地域も阿波市、上板町、板野町、藍住町、北島町、松
茂町、鳴門市大麻町、徳島市など様々です。
親睦会を通して様々な年代、業種の方々の現場での体
験談であったり建築の知識等大変貴重なお話を聞かせて
いただきました。
その後、藍住町内の飲み屋さんに場所を移し、事務局
長を交え青年部₅名と私で第二次親睦会を行いました。
だんだんとお酒も進み、気が付けば日付も変わって午前
₂時過ぎ、慌てて代行をお店に手配してもらいました
が1台しか捕まらずピストン輸送で帰ることに、最後に
4

時間は午前２時
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●あなたが出番●

建築士会活動を顧みて

阿南那賀地域会

地域の長として早₁年が経ちました。会活動は前会長
から引き継いだ「木育住育」の小学校での出前授業を何

中山

茂

の夜間練習、交流会の世話や全国大会への事業発表等、
今となれば懐かしい思い出です。

とか₂校行うことができました。昨年度より事務局も変

私は好きな建築を生業としています。建築には、もち

わり、会を運営することで精一杯の感じでした。新しい

ろん依頼者、クライアント、お客さんがいなければ始ま

展開を模索しているのですが、なかなか前に進まないの

りませんが、完成させるためには知識や技術、情報、そ

が現状です。本部の事業との兼ね合いもありますが、地

して協力してくれる人（仲間）が必要です。日々の生活

域会員の協力を得て、少しずつでも会の活性化に繋げて

や仕事、現場の中に学ぶことはたくさんあります。その

いこうと思います。

うえで、少しでも多く建築を学ぶために士会に参加して

今年は平成も終わり新しい「令和」という時代になり

きたと思います。そこには広くて深い建築の知識、技術、

ました。私は昭和 34 年生まれなので昭和を 30 年、平成

情報があり、そして多くの仲間がいます。その仲間にな

を 30 年生きてきたことになります。現在の陛下と同級

りたくて活動を続けてきたと思います。たまに、つまら

生なので、
「令和」も 30 年生きたいところですが、どう

ない試験や講習会、辛い会議や休日のイベントもありま

でしょうか。平成の 30 年は言ってみれば、私の建築士

すが、集う仲間がいます。終ればほっとします。良くも

会活動の 30 年でもあります。帰県して建築士となり、

悪くも勉強になります。仲間には変わった仲間も気に入

会活動を積極的に参加してきたように思います。特に青

らない仲間、うるさい仲間、やさしい仲間、頼れる仲間、

年部時代には、アメリカ（フランクロイドの旅）視察を

その他・・・たくさんいます。すべて自分の仲間です。

はじめ地域で県外建築視察やコンペの開催、街づくりイ

彼らが持っているすべてが建築士会なのです。

ベントの立ち上げなど同年代の仲間と共に頑張っていた
ように思います。親睦や交流でも、ソフトボール大会へ

令和元年

新たな気持ちで士会に自分なりの協力がで

きればと思います。建築仲間として‼

阿南市牛岐城趾公園は士会内でコンペを行った成果です
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●連載●

「2020・2020 への道」
わたしたち徳島県建築士会は、東京オリンピックの年までに会
員を 2020 人にすることを目指し、毎号、阿波まちかどに「2020・
2020 通信」というニュースレターをはさみ込んでいます。折り込
みチラシと一緒になっているので、間違って捨ててしまわないよう
にお願いします。
このコーナーでは会員からの投稿やメッセージ、募集アイデア、
新会員の速報や紹介、関連イベント、コラム等を紹介します。
どうぞみなさん、ご注目！そしてご参加ください！
●士会だより－本部●

叙勲のお知らせ
旭日双光賞
坂本 忠（元徳島県建築士会副会長）建築設計監理業振興功労
速水可次（元徳島県建築士事務所協会会長）建築設計監理業振興功労
●士会だよりー本部●

監理技術者講習受講のご案内
日時：₇月₉日㈫

受
付
運営説明
講
習

9：00～
9：20～9：30
9：30～17：25

10月₈日㈫
令和₂年₁月21日㈫
場所：（公社）徳島県建築士会 会議室
定員：各回とも20名
※申込締切は講習日の₇日前まで
●士会だよりー本部●

ラフティング世界選手権で総合優勝
徳島地域会所属の三馬正敏氏が₅月13日～20日にオーストラリ
ア・クイーンズランド州で開かれたラフティング世界選手権にマス
ターズクラス日本代表として出場し、2017年に三好市で開かれた同
世界選手権に引き続き総合優勝に輝きました。なお、同氏は、北京
オリンピックでカヌースラロームカナディアンペア₉位の成績。
［成績結果］総合成績
₁位
種目別成績
・スプリント
₁位
・Ｈ₂Ｈ（ヘッド トゥ ヘッド）₁位
・スラローム
₁位
・ダウンリバー
₂位

●士会だよりー徳島支部●

阿波踊りのお知らせ
徳島の夏と言えば阿波踊り、徳島支部「まちなみ連」にとって27
回目の熱い季節の到来です。
今年も₈月12日㈪と₈月14日㈬の₂日徳島市の演舞場や踊り広場
に繰り出す予定です。当日は懇親会で気分をのせた後、街に繰り出
します。
練習は₇月23日、25日、30日、と₈月₁日、₆日、₈日の火・木
曜日、徳島中央公園鷲の門広場西側で18時30分～20時に行います。
初めての人、子供達、多くの会員の参加をお待ちしております。
また、昨年と同様に阿波踊りで県民、観光客に建築士会を大いに
ピーアールしましょう。
なお、今年も参加には事前に申し込みが必要となっております。
詳しくは、折り込みをご覧ください。なお、当日飛び入りは参加で
きない場合がありますのでご了承ください。
多数の申込みをお待ちしております。
■参 加 費 12日参加（男性2,000円、女性・学生1,000円）
14日参加（男性2,000円、女性・学生1,000円）
※子供は、₂日とも無料
■問合せ先 徳島支部事務局 TEL：088-653-7570
●訂正●
5月号の記事に誤りがありました。お詫びをして訂正します。
ほっとにゅうす
タイトル 誤「片づけ」
→ 正「住まい方と心の在り方」
著作者
誤「髙源真由美」→ 正「粟飯原啓子」
※次回編集会議は₆月20日㈭

編集後記

…………………………………………………………

・吉野川市の「最後まで残った空海の道（藤井寺～焼山寺）ウォー
ク」で、最後尾くらいでゴールしました。
（ノーリツ号）
・まだまだしろありの季節……
（ひとはたうさぎ）
・すぁせん、ちょぅっと考えてみる
（酎西）
・すうぃません
（ちりめん）
・ぎっくり腰。
（ぺぺい）

建築士会本部行事案内

令和 元 年６月

１日㈯ 本部総会
８日㈯～９日㈰ 女性の集い島根大会
11 日㈫ ①建築士定期講習
12 日㈬ 住宅相談
13 日㈭～ 14 日㈮ 中国四国ブロック総会
19 日㈬ 住宅相談員会議（セピア）
25 日㈫ あわ・高品質木造住宅推進協会総会
26 日㈬ 住宅相談
※
※

16：30から

令和 元 年７月
（ザ・グランドパレス）
（島根県）
（建設センター６F）
（士会会議室）
（島根県）
（士会会議室）
（建設センター３F）
（士会会議室）

７日㈰ 二級建築士学科試験
９日㈫ 監理技術者講習会
10 日㈬ 住宅相談
17 日㈬ 住宅相談員会議（セピア）
18 日㈭ ②建築士定期講習
23 日㈫ 既存住宅状況調査講習会（新規）
24 日㈬ 住宅相談
28 日㈰ 一級・木造建築士学科試験

（建設センター６F）
（士会会議室）
（士会会議室）
（士会会議室）
（士会会議室）
（士会会議室）
（士会会議室）
（建設センター６F）

木造住宅耐震相談は、平日の午前１０時から午後４時まで実施しています。
住宅相談は第 2・第 4 水曜日の午後１時・２時・３時（相談時間は１時間以内）に実施しています（要予約）。
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徳島県建築士会

徳島市富田浜 2 丁目 10 番地
建設センター 5F
[TEL] 088-653-7570 [FAX] 088-624-1710

