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●とぴっくす●

R1：建築士としての社会的活動団体募集事業の新たな展開
～建築士会の公益的活動「建築士の社会的活動助成事業」～

事業貢献委員会

令和２年度の「建築士としての社会的活動団体募集事
業」選考会結果です。
＜選考会日程＞
日時：令和２年３月２日㈪、13：30～15：30
場所：徳島県建築士会 会議室
出席選考委員
（公社）徳島県建築士会会長
笠井義文
徳島大学大学院社会総合科准教授 田口太郎氏
＜選考内容＞
今回の応募６事業のうち５事業は、（一財）日亜ふる
さと振興財団の令和1年度公募事業に合同で応募して、
採択されているので、その報告が主となった。 （円）
事 業 名
事業費
お菓子の家をつくろう
397,500
ＬＥＤイベント
192,500
将来住みたい家絵画展（美馬） 250,000
小
計
840,000
木育出前授業（阿南・那賀）
340,000
木育出前授業（三好）
157,500
住育パンフレット作成事業
100,000
小
計
597,500
計
1,437,500

日亜補助
110,000
55,000
---165,000
180,000
90,000
65,000
335,000
500,000

結果として、地域会自己資金や参加費収入（お菓子のい
え）を減じた862,500円を建築士会から支出する。
＜日亜ふるさと財団への応募の経緯＞
2018年５月号で当事業の新たな展開策として、３～５年
経過している事業に関しては、公益目的事業効果を外部
へも一層ＰＲし、また事業費捻出のため、他団体や市町
村の公募事業に応募することを試みることを奨励したこ
とを受けて、応募したもの。昨年11月に採択通知受理。
5事業の共通テーマは「住育・木育」。内容：地域の子
供たちとおこなう教育活動。補助額50万円（事業総額
138.25万円）
＜その他の事業費の捻出事例報告＞
①市町村が募集している助成事業に応募した事例報告
採択例1：平成31年度鳴門市「ボートレ－ス鳴門まち
づくり基金」～WeLoveなるとまちづくり活動応援
補助金制度に応募し、採択されて実施。補助額15万
円。（事業総額30万円）内容：リニューアルした鳴
門市立図書館と外部空間（駐車場）をＵＤ点検。

写真は点検後の参加者による発表光景

採択例２：徳島
市協働による新た
なまちづくり事業
補助金制度へ令和
１年度に応募し、
採択され、令和２
年度に事業実施予
定。内容：高齢者
の在宅療法生活に
適した居住空間に
関する研究。補助額25万円（事業総額35.2万円）
＜選考委員総評＞
※お菓子の家
長く続く活動であるが、建築教育としての妥当性に疑
問があり、また食物を扱うという点においても疑問が残
る。建築教育として興味を持ってもらえるような方法を
検討してはどうでしょうか？
※ＬＥＤ
クリエイティブな活動とも言えるが、補助金によって
持続する活動からの脱却を検討してほしい
※将来住みたい家絵画展
教育的にも良い取り組みである。今後は補助金に頼ら
ない取り組みにできるか、教育分野からの予算獲得な
ど、持続する仕組みを検討してほしい
※木育出前授業
木育プログラムを普及する点で良いと言える。毎回学
校が変わっているので良いが、県レベルからの予算獲得
も検討してほしい
※住育パンフレット作成
取り組み自体を広く周知させることは理解促進の上で
も有用だろう。ただし、これも継続的に作成するのであ
れば、補助金によって制作するものではないように思い
ます。
＜令和２年度の目標＞
応募６事業をしっかりと実施すること。特に、作成す
る住育パンフレットと建築士会ＰＲパンフレットの活用
により、①事業の協働実施者を探すこと、②事業を「出
前授業」として売り出すこと、に努めたい。
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阿波まちかど 2020. ４

●地域貢献活動報告●

第 30 回お菓子の家を作ろう
2020年１月18日㈯、徳島科学技術高等学校建築コース
１年生の生徒さんを対象に開催しました。
●先日、お菓子の家作りをして、個性的な家が沢山あ
り、とても面白かったです。家が葉っぱだらけだった
り、スーパーカーのフェラーリを作っていたり、参加し
ていた小学生が豪邸を作っていたり、見ていてとても楽
しかったです。
作るときは、最初どのように作るのか全く決まってい
なかったけど、作っていると、どんどんアイディアが浮
かんできて、楽しかったです。
普段、お菓子を食べている時は、あまり形を気にして
いなかったけど、お菓子の家作りでは、どのお菓子をど
のように使うか考えながらするので、いつもとは違う角
度から、お菓子を見ることが新鮮でした。
お菓子の家を作っている途中で、他の人のお菓子の家
を見に行くと、このお菓子にこんな使い方があるんだと
いう発見がたくさんありました。
卵と砂糖を混ぜて、接着剤ができることやプランを
ねって形にしていくこと等大変楽しく学べた授業でし
た。また、機会があれば家でもお菓子の家をつくってみ
ようと思いました。
三木 翔斗（109R）
●今回私たち建築コースの１年生は、お菓子の家を作る
ことになった。
建築士会の方々のご指導の下、「地震に強い家」とい
うコンセプトに作ることになった。
なぜ、地震に強い家なのかというと、近年私たちが住
んでいる地域でも高確率で起こると言われている南海ト
ラフなどといった地震があるからだ。最初スクリーンで
見た災害後の家の写真は、柱が折れ家が今にも崩れそう
になっていた。また、一階部分が崩れ、なくなってるも
のもあった。ニュースで見たことはあったが改めて見る
と恐怖を感じた。
スクリーンでの講習が終わると、いよいよ製作が開始
された。小さい頃に作ったことはあったが、それ以来
作ったことはなかった。席の後ろには多くの種類のお菓
子が置いてあった。私はウエハースで家の壁を作り、
チョコのお菓子で屋根を製作した。ビスケットで窓や扉
を取り付けた。私は地震対策として、通し柱を取り付け
た。これで、耐震強度が増すのではと考えたからだ。他
の友達は、すぐに逃げられるようにと出入り口を多く取
り付けたり、家の中の柱の本数を増やしたりといろいろ
な工夫が施されていた。
今回、建築コースの勉強の一環としてお菓子の家を
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作ったが、とても楽しんで行うことができた。将来、自
分の家を建てることがあれば地震に強い家を建てたいと
改めて感じた。とても勉強になった。そして、お菓子の
家は自宅で弟、従兄弟、祖父母とおいしく食べた。これ
からも建築についての勉強を頑張ろうと思った。
多田 玲華（108HR）
●私は、お菓子の家でいろいろなことを得ることができ
ました。
１つ目は、建築物を建てるという実感を得たことで
す。今までは、授業で製図やCADしかしたことがな
かったので、今回のお菓子の家で自分のアイディアや想
像力で建築物を建てるという実感を得ることができまし
た。
２つ目は、建築物に対して以前より興味を持ったこと
です。以前までは建築物に興味がなく、授業の製図や
CADも好きではありませんでした。しかし、今回のお
菓子の家で、実際に立体で形のあるものを作ることが面
白いと思えるようになりました。世界中にはもっと面白
い建築物があるので日頃からインターネットで調べた
り、社会人になったら実際に現地に行って見てみたいと
思いました。
３つ目は、お菓子の家のテーマである地震に強い家を
作る工夫です。南海トラフ大地震は30年以内に80％の確
率で発生すると言われています。だから、少しでも被害
を抑えれるような家を作りたいと思いました。私が思う
地震に強いハウスメーカーは積水ハウスだと思います。
なぜなら、阪神淡路大震災・東日本大震災での全壊・半
壊がほとんどなかったと言われているからです。私も将
来は積水ハウスみたいな家を作りたいと思いました。
このお菓子の家造りで、いろいろなことを学ぶことが
できました。この学んだことをこれからの生活に活かし
ていきたいと思います。そして、将来は地震に強くお洒
落な家を建てたいと思います。
坂東
心（107HR）

阿波まちかど 2020. ４

●地域会だより●

つけ麺ランキング
コロナウィルスを吹き飛ばせと僕の大好きなつけ麺を
紹介したいと思います。

梶

哲也

店主は偶然にも同じ歳、応援してしまうのはチームラ
ビットだからでしょうか？

徳島市のベスト３をランキング形式で紹介します。
まずは第３位二軒屋にあります

かど家です。

このお店はマンガの本がたくさんあることでも有名で
す。
スープは豚骨魚介です。麺は極太と感じる方もいると
は思いますが、つけ麺業界では若干太いですが、スタン
ダードの部類に入ると思います。
付いてくる卵が煮卵でなくゆで卵ですが、またそれも
いい味を出しています。
まだつけ麺を食べたことのない方の一杯目におすすめ
します。

麺屋六根

最後に第１位は

通常つけ麺は茹でた後、水でしめて提供されますが、
ここでの食べ方はあつ盛がおすすめです。

つけ麺ぼうずです。

こちらのお店はラーメンも美味しいですがつけ麺も最
高です。

あつ盛とは麺が茹でたままの状態で提供されることで

こちらもスープは豚骨魚介でバラ肉が入っています。

す。深夜まで営業していますので残業した後にすすって

ここの特徴はなんといってもスープのクリーミーさ。大

ください。

げさに言うとカルボナーラか天一か。麺は若干細麺での
ど越しを感じられる麺となります。最近ベスト５から１
位になりました。

かど家

次は第２位

麺屋六根です。

今では人気店となり並ばなければ食べられないほどに
なりましたが、オープン当初仕事終わりに週３で通った
のが懐かしく思い出されます。
本格的な豚骨魚介で他県の美味しいつけ麺屋さんにも
引けを取らないお店です。
物凄く濃厚な為、大盛りを完食はするものの次の予定
に支障をきたすことがしばしば。歳のせいですかね？？

つけ麺ぼうず

最後に、つけ麺を食べ終わった後、必ず割りスープを
貰ってください。初めは「スープ割りください」と言う
のが恥ずかしいですが、慣れれば大丈夫です。
割りスープをのんでつけ麺は完食となります。
どのお店もベースは豚骨魚介ですが、それぞれの味は
違うので是非食べてみてください。

ここの麺は個人的には一番好きです。シナチクが大き
いのも特徴の一つです。
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新型コロナウィルスの影響でイベント中止が相次ぎ、記事数が少

●士会だより－本部●

なくなっています。ご了承ください。

「首里城再建支援金」口座開設のご案内

●士会だより－本部●

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

監理技術者講習受講のご案内

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
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

受講申込手続きがますます便利になりました。
・顔写真の提出が不要に

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

・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

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

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

されました。
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

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。

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
集まるようご協力をお願い申し上げます。

■講習会開催日時
※次回編集会議は４月21日㈫

７月９日㈭

16：30から

10月７日㈬
令和３年１月21日㈭
受付9:00～

編集後記

運営説明9:20～9:30

…………………………………………………………

・へんしゅうちょうーーー

講習9:30～16:50

（ちりめん）

・編しゅうちょうーーー
■会場

■定員

（公社）徳島県建築士会

会議室

■受講料

各回とも20名

WEB申込みの場合

9,500円

郵送の場合

10,000円

（酎西）

・きぃさぁーんーーー

（ひとはたうさぎ）

・ヘンシュウチョーーー

（ちりめん）

・サンショウウォーーー

（こもちししゃも）

※申込締切は講習日の７日前まで

建築士会本部行事案内

令和 ２ 年４月

１日㈬

監理技術者講習

８日㈬

令和 ２ 年５月
（自宅学習） ７日㈭

常任理事会

（士会会議室）

住宅相談

（士会会議室） 11 日㈪

理事会

（士会会議室）

15 日㈬

住宅相談員会議（セピア）

（士会会議室） 13 日㈬

住宅相談

（士会会議室）

22 日㈬

住宅相談

（士会会議室） 14 日㈭

監査

（士会会議室）

〃

※
※

木造住宅耐震説明会

（建設センター 7F） 20 日㈬

住宅相談員会議（セピア）

（士会会議室）

27 日㈬

住宅相談

（士会会議室）

30 日㈯

本部総会

（建設センター）

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

