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●とぴっくす●

新年のご挨拶
新年明けましておめでとうございます。本年も、宜し
くお願い致します。
会員の皆様に於かれましては、お健やかに新年をお迎え
になられたこと心よりお慶び申し上げます。
昨年は、コロナウイルスによる影響から、東京オリン
ピックの延期、非常事態宣言による外出自粛、海外渡航
の禁止、各種会合やスポーツ大会の中止等、近年に無い
世界的な異常な事態となりました。建築士会において
も、建築士会全国大会広島大会の１年延期、中四国青
年・女性建築士のつどいの中止、また、県内において
も、総会の縮小及び懇親会の取り止め、祝賀会の中止、
「お菓子の家を作ろう」等の地域貢献活動が実施できな
い等大きな影響がありました。
本年は、コロナが制圧され、通常の生活が送れること
を祈るばかりです。
この様な中、明るいニュースも有りました、知事に要
望書を提出していた、２級建築士、木造建築士の登録
事務機関に11月24日付けで指定されました。これまで
徳島県住宅課建築開発指導室で行っていた、２級建築
士試験、木造建築士試験合格者が行う建築士登録申請
を、12月１日より建築士会で行うようになりました。
また、登録の変更や、削除、免許証明書の交付及び再交
付、建築士の登録証明等、すべての事務を行うこととな
りました。（１級建築士に関する事務は、日本建築士会
連合会が指定機関となっており、今まで通り徳島県建築
士会が出先の
窓口となって
いるので変わ
りはありませ
ん。
）
この指定
によって、建
築士に関する
事務の全ての
窓口が、建設
センター５階
の建築士会事
務局となりま
した。益々、
建築士会が公
益法人として
社会的責務を
果 た し、信 頼

会長

坂口

敏司

を得ると思います。また、会員であることのステータス
となることと願います。
徳島県建築士会は、昭和26年（1951）12月25日に徳島
県から設立認可され70年、公益法人に移行したのが平成
26年（2014）４月１日で７年目となります。ラッキー７
が重なる年となりました。周年事業として、牟岐町出羽
島にまちづくりハウスを開設します。重伝建地区内の伝
統的民家を借り、研修や修理工事に携わる会員のベース
キャンプとして活用されます。この民家は、かなり老朽
化が進み、屋根は抜け、根太は落ちていましたが、令和
２年度に保存修理が施工されることになり実現すること
になりました。運用方法や利用するルールは、これから
煮詰めてまいりますが、会員の皆さんが気軽に利用でき
るものになればと思います。また、記念式典や他の行事
については、新しい生活様式に合うものができればと思
います。
建築士会は公益法人で、事業の多くは会員の皆さんの
力添えによるものがほとんどです。木造住宅耐震診断
は、一般家庭を会員が訪問し、建物を調査する。子供向
けの出前授業は、学校へ会員が出向き建築に関する授業
を行う等、公益事業の多くは、人と人が接する事業で
す。この様な状況の中では大変な手間が掛かったり、思
うように実施できなかったりと思います。

コロナのワクチン接種も始まることでしょう。もう少
し我慢のしどころかと思います。皆さんも、お体に気を
付けていただき、コロナの終息を祈念して新年のご挨拶
とさせていただきます。
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阿波まちかど 2021. １

●地域会だより●

コロナ禍にみる支部活動とは

徳島支部

今年度より徳島支部支部長を就任いたしました岸田徳

岸田

徳明

止、青年部では中四国ブロック大会の中止、県内交流会
の延期と大きなイベントは全て中止または延期となり非

明です。
徳島支部総会では挨拶をさせていただきましたが出席
できなかった会員の皆様へ大変遅くなりましたが改めて
ご挨拶させていただきます。
私の生まれた昭和39年（1964年）は、第１回東京オリ

常に残念な年となってしまいました。
それでも、可能な限り支部事業であるファミリーキャ
ンプ＆バーベキュー大会、壮年部、青年部での勉強会見
学会等では少人数ですが開催することができました。

ンピック、東海道新幹線開通という、日本の戦後復興の
象徴というべき記念すべき年であったと思います。
敗戦からわずか19年という年月は両親、祖父母達に
とって、戦時中の記憶は鮮明に記憶しているだろうし、
まして祖父母は、親族兄弟で戦死した者もいましたが、
子供達にはその様な話を聞かされたこともなかった様に
思います。
戦争の惨事を忘れたいのか、それよりも高度成長期に
よる明るい未来を夢見て、過去を忘れようとしていたの
かも知れません。
「東京オリンピック生まれ」というフレーズは昭和39
ファミリーキャンプ＆バーベキュー大会

年に生まれた者にとっては聞きなれたフレーズではあり
ますが、今年、開催されようとしている第２回の東京オ
リンピックまでの57年の長かった年月とこれまでの速
かった自分のこれまでの年月を考えると何とも複雑な気

今後の事業ですが、ZOOM等によるリモート会議、
講習会にも対応していく必要があるかもしれません。
今後、周知されたリモートによる事業は、コロナウイ
ルス終息以降も活用していけるのではないでしょうか。

持ちがします。

建築士のためのレーザー加工技術セミナー

前置きが長くなりましたが本題に移ります。
昨年は、日本中を脅かした、コロナ感染防止による自
粛の為、我が建築士会徳島支部も同様、予定通りの事業
のいくつかが開催できていない状況が続いています。
今年度当初より、本部事業での全国大会の延期、建築
甲子園の中止、支部事業ではまちなみ連の阿波踊りの中
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建物完成見学会

しばらくは、我慢の日々が続きますが、終息する日は
かならず来ます。
今年、東京オリンピックが開催されようとしていま
す、このオリンピックは何がテーマとなって開催される
のか私にはよく分かりませんが、今に生きる私達にとっ
て、記憶に残る良い年になって欲しいと思います。

阿波まちかど 2021. １

●あなたが出番●

建築士の日のイベント体験記走っても痩せない
徳島地域会

明けましておめでとうございます。
今年はコロナ禍が治まり良き一年になりますように。
私はアラ還と言われる年齢で、一年後には赤いものを
身につけるようになります。ここまでの人生は早かっ
た。これからの人生ゆっくり長くいければいいなあ。
ゆっくり長くと言えばマラソンですね。
東京マラソン、とくしまマラソンが始まった頃から全
国的にマラソンブームが広まっていきました。そのマラ
ソンブームの前から私はトコトコゆっくり走ってます。
1990年代のマラソン大会に出ている人達は、元陸上部っ
て感じで白のランシャツ、ランパンが定番。今ではカラ
フルになりました。
フルマラソンに関
しては制限時間の長
い大会はなくて、太
い初心者が走れる大
会はありませんでし
た。なので1999年と
2001年にホノルルま
で走りにいきまし
た。
その頃の体重は92㎏。現在は95㎏。長年走ってるのに
全然痩せないじゃん。むしろプラスやん。
苦しいこと痛いことは嫌いだし走ることも嫌いだけ
ど、痩せたいと思って走ってます。今シーズンは開かれ
る大会がゼロなので全く走ってなくてうれしいやら悲し
いやら。
先シーズンは
2019年
９月22日 もずふる古墳リレーマラソン フルの部
10月13日 龍馬脱藩マラソン
ハーフの部
10月20日 淡路国生みマラソン
10㎞
10月27日 富山マラソン
フルマラソン
11月３日 大阪・淀川市民マラソン
ハーフの部
11月17日 神戸マラソン
フルマラソン
11月24日 吉野川市リバーサイドハーフマラソン
ハーフ
12月１日 大阪マラソン
フルマラソン
12月22日 鳴門ジングルベルマラソン
4/1フルマラソン
用事の為不参加
2020年
１月24日 千羽海崖トレイルランニングレース
ショートコース ケガで不出走
２月２日 丸亀国際ハーフマラソン
ハーフ
２月16日 海部川風流マラソン
フルマラソン
３月１日 阿波シティマラソン
ハーフ 中止

桜田

耕一郎

３月22日 とくしまマラソン
フルマラソン 中止
４月12日 京都リレーマラソンin宝ヶ池公園
中止
５月24日 小豆島オリーブマラソン
ハーフ 中止
６月７日 たたらぎダム湖マラソン
ハーフ 中止
と言う結果と予定でした。
とくしまマラソンが開催されていればフルマラソンを
５回走ることになっていたので、残念です。
シーズン中は走りたい大会が重なったりしますので、
２週連続フルマラソンなんて時もありました。やればで
きるものですね。
走り始めた頃は太いランナーは全くいませんでした。
なので私が一番太いのが当たり前と思っていましたが、
ホノルルマラソンでは太い人も走っていて衝撃を受けま
した。
ですが今では日本でも太い人が走っているのが当たり
前になり、年配のランナーも当たり前。そんな人達にど
んどん抜かれていくのも当たり前になりました。
大都市の大会は抽選によ
り選ばれるので、走りた
い大会になかなか走れま
せん。なのでアスファルト
の上を走らせてくれないな
ら、山に入るといってトレ
イルランに目を向ける人も
多くなり、山の中でもたく
さんのランナーに抜かれて
いったり、すれ違ったりし
ます。
そしてフルで飽き足らな
い人達はウルトラマラソンで100㎞とか、それ以上の距
離の大会に出たりしています。
マラソンのブームはものすごい人口によりすごい市場
になっています。これは太い私が走ったことで勇気をも
らった人達が、私でもできると悟ったり思い込んだりし
て走り始め、できたときの達成感と喜びに目覚め、仲間
と共感したくて廻りを巻き込んでいき今のようなブーム
になったと思いますので、私が走ったことでマラソン
ブームが起きたんだと思います。つまりマラソンブーム
の火付け役は私だっ
たんですね（笑）
さあ皆さんも走り
始めましょう。レッ
ツダイエット、痩せ
んけど。
（記事の一部を最終
ページに掲載してい
ます）
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阿波まちかど 2021. １
●あなたが出番●
※桜田さんの記事の一部です
今までに走ったことのある大会で、重ならなければ走りたい大会
や徳島の大会、魅力的な大会などもちょっと列挙しておきます。
８月 五島列島夕焼けマラソン
ハーフ
10月 阿波吉野川ハーフマラソン
室戸岬健康マラソン
ハーフ
金沢マラソン
フルマラソン
なると島田島ハーフマラソン
これは走ったことがない。
11月 羽ノ浦マラソン
10㎞
福岡マラソン
フルマラソン
岡山マラソン
フルマラソン
神山すだちマラソン
10㎞
さかもと坂道マラソン
9.8㎞
12月 ＮＡＨＡマラソン
フルマラソン
奈良マラソン
フルマラソン
宝塚ハーフマラソン
２月 高知龍馬マラソン
フルマラソン
京都マラソン
フルマラソン
東京マラソン
フルマラソン
あとは各地で開かれるスイーツマラソンは見逃せません。

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の、セミナーとランチ会です。
■日時 2021年２月６日㈯ 11：00～ 受付10：45～
■場所 レストラン「ペティ イゾラ」
徳島県徳島市大原町小神子山6-7
TEL.0885-38-6111
■会費 おひとり 2,000円
■申込み締切り 2021年１月30日㈯ 定員30名（申込み順）
■参加対象 徳島県建築士会会員、準会員、賛助会員
（当日までに入会ください）
■お問合せ 男女参画委員長 島田めぐみ
applysession@gmail.com
■お申込み （公社）徳島県建築士会
TEL：088-653-7570 FAX：088-624-1710
※万全の感染症対策を行って開催する予定ですが今の状況によって
は延期または中止する場合もあります。

●士会だより－本部●

令和３年度 専攻建築士新規・更新案内
（公社）徳島県建築士会 ＣＰＤ制度促進部会
令和３年度専攻建築士の新規・更新者の受付。
・ 受付期間
2021年１月14日から１月31日まで
・ CPD単位取得期間
2020年１月１日～12月31日までのCPD取得期間が対象となり
ます。
・ 新規認定要件
５年の実務経歴、CPD12単位
・ 登録更新要件
直近５年間のCPD60単位のみとします（新たに実務実績の
審査はいたしません）
・ 登録、更新費用（税別）
①新規 16,000円（バッチ・カード込み）
②更新（申請書による窓口申請） 12,000円
③更新（WEB申請＊割引適用）
9,000円
※更新時のカード、バッジは任意（認定・登録料と別枠実費）とし、
WEBでの更新申請の導入により、申請者の負担軽減につなげま
す。
※ご不明な点があれば建築士会事務局へ問合せください。

編集後記

●男女参画委員会2021新春会のご案内●

「街づくり 民間からの挑戦」小松島リゾート
見学とペティイゾラ ランチ会
セミナー講師

※次回編集会議は

中山直治氏（小松島リゾート代表）、
藤川健太郎氏（スバル設計専務）

令和３年１月25日㈪

…………………………………………………………

・コンビニのコーヒーをほぼ毎日飲んでいます。やっぱりセ○ンイ
○ブンが旨いね。
（ノーリツ号）
・今年の目標は何かUPする
（ちりめん）
・今年の目標は何かがんばる！
（ぺぺい）
・今年の目標は腹回りを何かする！
（ひとはたうさぎ）
・今年の目標は何かするかも
（酎西）

建築士会本部行事案内

令和 ３ 年１月

４日㈪
13 日㈬
20 日㈬
21 日㈭
27 日㈬
※
※

事務局仕事始め
住宅相談
住宅相談員会議（セピア）
監理技術者講習会
住宅相談

16時30分〜

令和 ３ 年２月
10 日㈬ 住宅相談
（士会会議室） 13 日㈯〜 14 日㈰
（建設センター３階）
中四国スキーツアー
（士会会議室） 17 日㈭ 住宅相談員会議（セピア）
（士会会議室） 24 日㈬ 住宅相談

（士会会議室）
（ハチ北高原スキー場）
（建設センター３階）
（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

