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●とぴっくす●

令和２年度

中四国スキーツアー
板野地域会

高木

雄一郎

２月８日㈯、２月９日㈰の２日間中四国スキーツアー
に参加して兵庫県北部にあるハチ北高原スキー場に行っ
てきました。
早朝４：30に出発し、９：00頃宿泊場所である旅館え
びすやさんに到着しました。

各自準備をしてスキー場に向かおうとすると民宿リフ
トが故障しているとのことで車でゲレンデまで送迎して
もらいました。

今年は例年に比べ暖冬で積雪量も少なかったのでス
キーが出来るのか皆さん心配していましたが、後藤さん
の執念なのか２月６日頃からまとまった雪が降り始め当
日には辺り一面銀世界となっていました。
またその他のお客さんも少なく22年振りのスキーだっ
た私にとっては人身事故の可能性も減り他の人に迷惑を
掛けることもなく安心安全に雪遊びを楽しめました。ス
キーについては意地を張らずに午前中だけでも教室に
入っておけばよかったと今になって後悔しています。
慣れない雪山で悪戦苦闘していると右膝があり得ない

角度まで回転したので夕方４時頃旅館にもどり近くの湯
治の郷で入浴、その後懇親会に出席しました。
懇親会での夕食は豆乳鍋でした。初めて食べたのです
があっさりしているのに、しっかりとコクがあって非常
に美味しかったです。

その後部屋に移って二次会の開催となりました。
兵庫県建築士会の西尾さんに自家製の燻製や、自ら罠
猟で捕獲した鹿肉ローストなどを振舞っていただきまし
た。特に鹿肉ローストが美味しくてついつい食べ過ぎて
しまいました。あまり当たらなかった方すいません。こ
の場を借りてお詫びします。
翌日午後からの出発だったので私ともう一人は荷物番
でその他の方は再びスキー場へ皆さん時間いっぱいまで
楽しまれていました。
私は今回が初めてのスキーツアー参加でしたが各県建
築士会で初めてお話しした方もいていい思い出になった
と思います。
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阿波まちかど 2020. ３

●ほっとにゅうす●

男女共同参画委員会主催 2020 新春ランチ会に参加して
徳島地域会

２月１日、男女共同参画委員会主催の新春イベント
「伊月善彦さんのお話とBISTRO GOUTERのランチ
会」に参加させていただきました。
このイベントは、徳島県の女性建築士のネットワーク
をつくり、活発な交流や意見交換を行うために開かれて
います。・・・と言うと硬く聞こえますが、結婚や出
産・育児、介護などで士会活動から遠ざかってしまった
人やまだ一度も参加したことのない人でも気軽に参加し
てもらえるよう、素敵な建物で美味しいお料理を味わい
ながらみんなでおしゃべりしましょうよ♡ もちろん
常々参加されているみなさんも、夜に開催される会議や
飲み会とはまた違う雰囲気の中で楽しくやりましょうよ
♡ というような趣旨で企画されています。
そんなわけで、今回は北島町に移転オープンしたフラ
ンス料理のお店BISTRO GOUTER（グテ）さんにて、お
店と居宅の設計をされた伊月善彦さんのお話をうかがう
機会をいただきました。
伊月さんのお話は、幼少期から今に至るまで、どんな
ことに関心があって、建築に携わることになったのかと
いうことを「自分年表」という形で解説してくださると
いうなんともユニークなもの。お話をうかがっている
と、楽しんで仕事をしていると縁や運も回ってくるのか
な、なんて思えました。
また自分探しの旅の途中ってよく聞くフレーズだけ
ど、伊月さんは「自分なくしの旅」の途中だそうで、い
ろんなものを手放していって最後に残ったのが本当の自
分なんじゃないかな、という伊月哲学を学ぶこともでき
ました。
そして、語り口はライトですが、見せていただいたビ
ジュピコ上野本店の完成写真は細部までこだわり尽くし
たしつらえとなっており、繊細さと情熱とどちらも感じ
られました。
伊月さんは音楽が好きなおしゃれな方という印象で、
わたしとはちょっとフィールドの違う方のような気がし
て、これまでお声がけするのをためらっていたのです
が、思い切ってご挨拶させていただいたところサングラ
スの奥は優しい目をされていてホッとしました（笑）
さて、お話の後はお待ちかねのランチです！まちかど
は白黒なので、美しいお料理の様子が伝わらないのが非
常に残念！旬の食材をいろんな食感で楽しめ、色彩と香
り豊かなソースが素材を引き立てていて、どれも大満足
の美味しさでした！
美味しいと噂には聞いていたのですが、平日仕事の合
間にパッと走っていくにはちょっと距離があるし、今や
グテさんは予約のなかなか取れない人気店だそうで、今
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中山

尚子

回のようにお世話していただかないと思い切って行って
みよう！ということにもならず・・・というのも、わた
しはこの１年半ほど妊娠・出産のためあちこちを自由に
飛び回ることができずにいたのです。
ですから、士会の行事に参加するのもおおかた２年ぶ
りで、まさに今回のランチ会が対象とする「遠ざかって
しまった人」に自分自身がなってしまっていました。
独身のときには周りの女友達が結婚するたびに士会か
ら遠ざかっていくのを寂しく感じながら活動していたの
に、いつのまにか自分も同じようになっていました。家
族を置いて夜の会には出にくい、宿泊を伴う大会には参
加できない、子どもの体調が不安定で先の約束ができ
ない、自分自身も育児と家事と仕事の両立で疲れてい
る・・・そうこう言っているうちに、気が付けば青年部
は自分より一回り以上年下の人たちが中心となってい
て、なんだかちょっと場違いのような気がする・・・そ
んな気持ちでいたので、だんだん足が遠のいておりまし
た。
今回、素敵なお店とそのランチにつられて早くから参
加のお返事をさせていただきました（笑）伊月さんの印象
が変わり、美味しい料理を堪能し、久しぶりにお会いす
る方々と楽しく会話でき、大変有意義な時間を過ごすこ
とができました。一度出ていくと、次に参加するのも
ハードルが下がるような気がして、他の士会行事にも
徐々に復帰していきたいな～と思いました。（まんまと
趣旨にはまっちゃいましたｗｗ）
お世話してくださいました男女共同参画委員会のみな
さま、楽しく充実した時間をありがとうございました！
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●ほっとにゅうす●

木岐ＢＢＱ大会
冬もやってまいりました木岐ドミトリー聖ヶ丘ＢＢＱ
大会!!

冬の陣！
！

ひとはたうさぎ

大きな伊勢海老がたくさんあって、びっくりしました。

寒くても、わくわくでこの日を待ちわびていま

した。お腹をすかせて車を走らせていると、これからご
馳走をイッパイ食べれるとゆうのに、今回家族で初参加
のＢ氏がハンバーグ屋さんに入って行くところを目撃!!
案の定、腹いっぱいになって会場入りしました。
到着すると、早速網の上でアテを焼いて一杯やってた
ので、とりあえずビール！

会場では、サザエもお肉も登場！今回も豪華です。

調理室では、またまた皆さん慣れた手つきで、大量の
海産物を食べやすいように調理してくれてました。今回
は、伊勢海老の山!!

お刺身や伊勢海老のお味噌汁。
子供たちも、おいし～ (^^ ♪

ぷりぷりの身が、とてもおいしそう ( ￣ー￣ )

にこにこ笑顔★

第２会場でも、焼きまくり。呑みまくり。やっぱり新
鮮な海産物は、おいしくて寒さも吹っ飛びます。
今回は、名古屋からわざわざ参加してくれたご家族や
かわいい子供たちもたくさんいて賑やかでした。
おなかいっぱいになった後も、やっぱり呑んべ達は、
ひたすら夜中まで呑み、次の朝、おいしいおにぎりと、
伊勢海老のお味噌汁を頂く。至れり尽くせり。いつもお
にぎり握ってくれて、ありがとう(*^_^*)
この度も忙しい中、大変な準備をしていただいた徳島
地域会の皆さん、そして、大量の伊勢海老を用意してい
ただいた海部地域会の皆さん、すばらしい時間をありが
とうございました。またまた夏もよろしくです(^_-)-☆
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●地域会だより●

地域会だより
皆様こんにちは。徳島地域会の後藤です。青年委員会
を卒業、壮年部となり、ほぼ毎月１回の壮年部会会議後
の飲み会、しか出席してないと思いきや、何かと色々な
行事に参加しておりました。

徳島地域会

後藤

和典

方にも多く参加いただき、楽しんでいただくことができ
たかと思います（私は酔って早々寝ていましたが）。
５月と11月のサンクスマーケットで、建築士会のＰＲ
活動として、お家をつくろうワークショップを壮年部を

地域会だより、というよりは私の近況報告に近い内容
になることをご容赦ください。

中心として行いました。
また、地域の安全確保モデル事業（津田新浜・和田

６月15日、男女参画共同勉強会として、ＰＩＰＯＴ徳

島・日和佐地区）の業務にも、壮年部メンバーが多く参

島さんのご協力で、最新のガス器具とエネファーム等に

加しています。私は津田新浜・和田島地区の現地ブロッ

ついてご説明をいただき、その後実際にガス調理器を使

ク調査やワークショップ、避難訓練などに参加していま

用した調理体験を行いました。また、10月29日には、あ

す。どちらの地域も、地域コミユニティーがしっかりし

かりのライティング手法の勉強会にも参加致しました。

ており、防災意識の高い地域であると感じました。

７月１日には、建築士の日イベントの、とくしま会場

12月22日に行われた徳島市景観まちづくりセミナー、

の人員として参加、ウォークラリーの案内をさせていた

小学生を対象として、景観模型づくりワークショップを

だきました。フライヤーを鳴門、徳島の小学校全てに配

行いました。予定以上の方が応募、参加していただき、

布したおかげか、講演会、展示会にも沢山の一般の方に

まちの景観について子供達にも意識を持ってもらえたか

参加いただくことができました。

と思います。

７月14日、水都祭段ボールハウスコンテストと、お家

そして２月８・９日はスキー交流会、雪不足が心配さ

をつくろうワークショップ、今年度はやや雨模様でした

れましたが直前に雪が降り絶好のゲレンデコンディショ

が、そのぶん暑さがましだった記憶が・・・。

ンでした。

７月20日は徳島地域会恒例のＢＢＱ大会、他地域会の
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ガス調理器ってイイネ

酒蔵ってどんなの？

津田の避難訓練

津田の安全確保は万全か

景観ワークショップ

スキー場は雪景色

阿波まちかど 2020. ３

●あなたが出番●

太きゅうり？

板野地域会

南

利治

家庭菜園をプランターから始めて６年になる。孫が来

売っているのは見たことがない。美馬地域では売ってい

た時いっしょに収穫すると喜ぶ、食べて美味い、健康に

ると聞いたことがあるが。このきゅうりの正式な名前等

もよい、酒のあてにもなる。なにより老後の趣味の一つ

はわからない。「加賀太きゅうり」は有名だそうだが少

にもなる。

し違うと思う。

４年前に３坪の畑を作り、２年前には10坪の畑に広げ
た。土は現場からでた残土とごみ焼却場から調達した腐
葉土をフルイにかけ、３か月を要したから愛着は大き
い。
トマト、きゅうり、とうもろこし、パプリカ、枝豆、
落花生と等作ってきたが、「野菜は植えておけば実は生
る」なんて思っていたが、害虫にカラス、イタチも来
る、うどん粉病、青枯病、立ち枯れ病、連作障害、脇芽
かき、摘芯等、なかなか難しく、毎年反省である。畑を
広げた理由は那賀町の小学校同級生から、「太きゅう
り」の種を貰ったのがきっかけである。
収穫した太きゅうり（右は種用）

去年また５坪程畑を広げた。連作障害や病気になりや
すいと考えたからだ。植える場所を毎年変えようと思っ
たのだが小さい畑では無理がある。失敗を繰り返しなが
ら、今年も美味い太きゅうりやいろんな野菜を植えよう
と考えている。そして貴重な「太きゅうり」の知名度も
上げれればと思いながら楽しむつもりだ‼

食べごろ太きゅうり

母が生きていた12年前までは毎年食べていた、この
きゅうりは太く種が多い、また皮も固く、へた部分はに
がいが、酢の物、漬物、汁物、炒め物、ハヤシライス、
そのままもろみを付けて食べても美味い、バーベキュー
で焼いてもいける。少し甘くて食感がいい、また育てる
のもあまり難しくはないと思う、実も多く収穫でき、病
気にも強い、そしてなにより遅くまで楽しめるのがい
い。しかしこのきゅうりはあまり知られていないよう

ミニトマトときゅうり

だ。私には身近なきゅうりなのだが知っている人は少な
く。徳島では山間部で作られている。徳島市周辺の店で
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●士会だより－本部●

■場所

西部総合県民局
（美馬庁舎）
大会議室

テキスト

監理技術者講習受講のご案内

①2018徳島県耐震化促進事業マニュアル
②マニュアルＱ＆Ａ集(無料)

受講申し込み手続きがますます便利になりました。

※①のテキストは当日会場でも2,500円で販売いたします。

・顔写真の提出が不要に
・WEB申込みの場合、クレジットカード決済、コンビニ払いがで

●士会だより－本部●

きるようになり、忙しい方でも、すぐに受講申込手続きができるよ

「首里城再建支援金」口座開設のご案内

うになりました。
詳しくは、日本建築士会連合会のホームページをご覧ください。

日本建築士会連合会からのご案内です。
さて、過日発生した首里城の火災におきましては、主要な建物が

■講習会開催日時
４月１日（水）

全焼し、琉球王国時代から伝わる貴重な収蔵品の多くが焼けるとい

７月９日（木）

う大規模な惨事となりましたが、現在、沖縄県内ではあらゆる機関

10月７日（水）

で首里城再建のための募金活動が行われていることから、この度沖

令和３年１月21日（木）

縄県建築士会におかれましても、「首里城再建支援金」口座を開設
されました。

受付9:00～

そこで、その旨本会のHPに「首里城再建支援金」と見出しを付

運営説明9:20～9:30

けて支援金専用口座を開設致しましたので、少しでも多くの募金が

講習9:30～16:50
■会場

（公社）徳島県建築士会

■定員

各回とも20名

■受講料

ＷＥＢ申込みの場合

集まるようご協力をお願い申し上げます。

会議室

※次回編集会議は３月24日㈫

9,500円

16：30から

10,000円

郵送の場合

※申込締切は講習日の７日前まで

編集後記

●士会だより－徳島県●

木造住宅耐震技術者フォローアップ説明会
（諸般の事情により中止といたします。）

…………………………………………………………

・水ぬるむ季節になりましたが、暖冬だったから今年は感動が少な
・原稿、届いた？

■日時

３月16日（月）13:30～15:30（13:00受付開始）

・今日はすんなり終了

■場所

徳島県建設センター

・はやかったーーー

７階

大会議室

（ノーリツ号）

いなあ。でも夏が怖い、猛暑の予感あり。

（酎西）
（ちりめん）
（ひとはたうさぎ）

■日時：３月17日（火）13:30～15:30（13:00受付開始）

建築士会本部行事案内

令和 ２ 年３月

令和 ２ 年４月

５日㈭

総務財務委員会

（士会会議室） １日㈬

監理技術者講習

（士会会議室）

６日㈮

OA 研

（士会会議室） ３日㈮

OA 研

（士会会議室）

11 日㈬

住宅相談

（士会会議室） ８日㈬

住宅相談

（士会会議室）

12 日㈭

理事会

（士会会議室） ９日㈭～ 13 日㈪

18 日㈬

住宅相談員会議（セピア）

（士会会議室）

二級・木造建築士試験受付

（士会会議室）

25 日㈬

住宅相談

（士会会議室） 15 日㈬

住宅相談員会議（セピア）

（士会会議室）

16 日㈭～ 20 日㈪

※
※

一級建築士試験受付

（士会会議室）

18 日㈬

住宅相談員会議（セピア）

（士会会議室）

22 日㈬

住宅相談

（士会会議室）

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）。

発行所
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公益社団法人
〒 770-0931

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

