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●とぴっくす●

「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」だけが加入できる「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㈯
会場 徳島県建設センター
「建築の古今、そして未来は」と題して、BIMセミナー、
大工技術の紹介などのイベントを実施。
・平成29年7月1日㈯、2日㈰
会場 あすたむらんど徳島四季彩舘
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、大工体験コーナーなど。

副委員長

喜島

政行

・令和元年6月30日㈰
「徳島の近代建築を見てみよう！」
とくしま会場
「あわぎんホール」をメイン会場に、WITHビル、旧高原ビ
ル、三河邸を見学
なると会場
「鳴門市文化会館」をメイン会場に、鳴門市役所など増
田友也設計の建物を見学
各会場にキーワードを掲示し、スタンプラリーを実施。
建築史家の倉方俊輔氏をお招きして「建築の楽しみ方－
見えてくる地域・時代・人間」と題した講演会を開催。
・これら隔年の事業のほか、毎年 会員のみなさんに、建
築士の日のポスターの掲示をお願いしています。
４

本年度の事業

ポスターの掲示
昨年度と同じく「あな
たのまちの建築士」の
ポスターを、今月号に挟
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
による建築相談など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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阿波まちかど 2020. ６

●地域会だより●

川島地域会会長就任のご挨拶

川島地域会

松下

誠

皆様こんにちは。川島地域会の松下です。今年度から

ておられましたが、川島地域会においては中々厳しい状

川島地域会の会長を務めさせていただくことになりまし

況が続いています。そのような状況下でも何とか工夫を

た。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

凝らして魅力ある川島地域会になるよう先頭に立って頑

さて、今回私が阿波まちかどに投稿させていただくの

張っていきたいと思っています。今は新型コロナの流行

が２回目となります。約30年間建築士会にお世話になり

という向かい風も吹いていますが、ゆっくりと立ち止

ながら、この貢献度のなさには我ながら反省させられま

まって考えられる時間だと思い足りない頭をめいっぱい

す。いつだったかなと思いつつこれまでの阿波まちか

働かせたいと思います。ということですので、川島地域

どを綴じたファイルをさがしてみました。実はいつの

会の方のみならず、本部の役員の皆様、他の地域会の会

頃からか毎月届く阿波まちかどと、川島支部だよりを

員の皆様、今後ともご指導御鞭撻の程よろしくお願いい

ずっとファイルに綴じ保管していました。（以前に川島

たします。

地域会でこの話をすると驚かれましたが皆様はどうされ
てるのでしょうか？）でファイルの１番最初2003年10月
VOL.53No.613に投稿していました。実は初めて阿波ま
ちかどに投稿させていただいた記念に保存を始めたので
した。すみません、前置きが長くなりまして・・・・。
今回は川島地域会の新会長としての熱い？抱負を述べさ
せていただきたいと思います。私が以前、川島支部の青
年部長を務めたのが2006年、2007年でちょうど徳島県で
全国大会が行われる前年までになります。当時は大きな
目標もあり川島支部の行事にも多くの会員の方が参加し
ていただき活気もありました。あれから14年若輩者だっ
た私にもとうとう川島地域会の会長という重責が回って
きましたが、以前から比べて会員数も減り、そしてなお
さら行事に参加する会員も減っています。徳島県建築士
会の笠井前会長さんも就任当初から会員数の倍増を掲げ
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阿波まちかど 2020. ６

●あなたが出番●

九 州 旅 行 記
美馬地域会の松田です。よろしくお願いします。
令和２年は様々なところに新型肺炎の影響が出ていて、
世の中自粛モードです。この暮らしの中で、いろいろな場所
に気軽に出かけられることの素晴らしさを感じ、昨年２月に
家族３人で出かけた九州旅行を振り返ってみました。
○１日目
早朝、徳島を出発。愛媛県八幡浜市まで車で移動。ここ
からフェリーで九州に渡ります。別府まで約３時間。八幡浜
港で早速買った海の幸をいろいろ堪能しながら、ネットで
旅先の情報を仕入れます。13時に大分県別府市に到着。街
中に上がる蒸気が見えます。さすが温泉の街！。道路際の
蒸気を見ながら、アフリカンサファリへ。この動物園は車に
乗って施設内をまわります。車は専用バスか、自家用車で
す。息子（当時２才）がゆったり見えるだろうということで今
回は自分の車にしました。受付で貸し出されたタブレットで
動物の名前や説明を聞きながらコースを走りました。

サファリを出たら宿へ。近くの蒸し風呂巡りの後、温泉で
運転の疲れをとりました。その後のビール、最高！
○２日目
目的地は熊本県。途中、平成28年の大地震で道路が不
通のところがあり、到着予定時刻をオーバーして観光スター
ト。まずは熊本城です。地震で大きな被害が出たことはテレ
ビで見ていましたが、現地で見ると改めて地震の恐ろしさ、
自然の力の大きさを感じました。お城は観光と修復工事が
同時に行われており、今しか見ることができない貴重な様子
を自分の目で見ることができ、とても勉強になりました。
次の目的地は、くまモンスクエア。急いで行くが、長蛇の

美馬地域会

松田

健

列。「会場後方でしか見えないか…。」とあきらめかけて
いたところ、スタッフより「お子様連れのお客様は最前列
へ！！」とアナウンス。おかげで生くまモンを間近で見ること
ができました。くまモンのコミカルな動きとお姉さんの掛け
合いがとても楽しく、あっという間のステージでした。

写真撮影後、２日目の宿へ。夕食の馬刺しや辛子レンコン
を味わいながらのお酒は最高！！
○３日目
この旅行で唯一の雨。目的地は福岡県のアンパンマン
ミュージアム。辛子レンコンを買ってから出発しようと、宿に
あったチラシで見つけたお店の前で雨の中、開店を待つが、
いつになってもシャッターが開かない。隣の店に聞くと「そ
の店もうやめたんよ～。」とのこと、残念。土砂降りの中、高
速道を走り、会場へ到着。妻と息子を先に入場させて、自分
は先に宿へ！車を停め、荷物を置いたら電車で会場へ向か
い、合流です。
息子はいつもテレビで見る数々のキャラクターのダンス
ショーを見てハイテンション！！。遂には１日に数回行われる
ダンスショーを制覇。ショーの待ち時間はアトラクションめ
ぐりでご機嫌。

結局、閉館間際まで過ごし電車で宿へ。もう３人共ぐった
り。本当は中州へ行き、屋台でご飯を食べたかったのです
が…。近くの店で夕食を済まし、就寝。
○４日目
最後に太宰府天満宮へ。
その後は、大分県別府市へ
移動し、初日の逆ルートで帰
宅。旅行記は以上です。
熊本 城をはじめ、地震被
害があった九州もいつかはよみがえるでしょう。そのときは
大きくなった子供と一緒にもう一度、旅をしたいです。
新型肺炎が早く終息し、安心して生活ができることを願っ
ています。
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阿波まちかど 2020. ６
●士会だより－徳島県●

■受講料

「徳島県開発許可の手引」及び「開発許可等申請書
の審査マニュアル」の改定について

9,500円

WEB申込みの場合

10,000円

郵送の場合

※申込締切は講習日の７日前まで
●士会だより－本部●

県土整備部都市計画課からのご案内です。
詳しくは徳島県のホームページをご覧ください。

「首里城再建支援金」口座開設のご案内
日本建築士会連合会からのご案内です。

●士会だより－徳島県●

徳島県開発審査会に係る申請書類の締切について

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
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

第266回

７月７日㈫

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

第267回

９月７日㈪

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

なお、これは徳島県東部県土整備局の受付期限です。

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

徳島市、阿南市分については、それぞれの市にお問い合わせくだ

されました。

さい。

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
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

●士会だより－本部●

集まるようご協力をお願い申し上げます。

監理技術者講習受講のご案内

●士会だより－本部●

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

第63回建築士会全国大会（広島大会）の延期について

・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

ご案内を差し上げておりました、建築士会全国大会（広島大会）

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

が来年に延期となりました。ツアーにお申し込みいただいた方は、

うになりました。

事務局より改めてご連絡をさせていただきます。お世話いただいて

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。

おります広島県建築士会の皆様には、大変ご苦労をおかけします
が、また、来年を楽しみにお待ちください。

■講習会開催日時
※次回編集会議は６月22日㈪

７月９日㈭

16：30から

10月７日㈬
令和３年１月21日㈭
受付

編集後記

９：00～

…………………………………………………………

運営説明

９：20～９：30

・はなむずむず。

講

９：30～16：50

・くしゃみもでるな。

習

■会場

（公社）徳島県建築士会

■定員

各回とも20名

会議室

（ちりめん）
（ぺぺい）

・めーかゆかゆ。

（ひとはたうさぎ）

・ちゃんちゃん・・・

建築士会本部行事案内

令和 ２ 年６月

（酎西）

令和 ２ 年７月

10 日㈬

住宅相談

（士会会議室） ５日㈰

二級建築士 学科試験（予定）

17 日㈬

住宅相談員会議（セピア）

（士会会議室） ８日㈬

住宅相談

24 日㈬

住宅相談

（士会会議室） 12 日㈰

一級・木造建築士 学科試験（予定）

※
※

（建設センター）
（士会会議室）
（建設センター）

15 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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〒 770-0931

徳島県建築士会

徳島市富田浜 2 丁目 10 番地
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