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●とぴっくす●

「未来の縁台 コンテスト」受賞作品決定

徳島地域会

去る 11 月 12 日「未来の縁台コンテスト」受賞作品が
決定し、授賞式が行われました。
授賞式後には受賞者のみなさんと審査評も含め意見交
換も行いました。
最優秀賞は徳島大学（吉田充希さん、梅田倖和さん、
加藤愛理さん、
新野美優さん）の「ひょうたんポケット」
が受賞されました。

▲最優秀賞の徳島大学グループ代表吉田さん

▲最優秀賞「ひょうたんポケット」

▲ 11 月 5 日の審査風景

▲受賞者のみなさん
＜阿南工業高等専門学校＞ 三木望さん、森悠成さん
＜徳島大学グループ＞
代表者 吉田充希さん、西岡功太郎さん
＜徳島科学技術高等学校＞ 白木里美さん

応募いただいた作品は全部で 92 作品もの数となりま
した。学校関係並びに建築士会会員の皆様のご協力に感
謝したいと思います。ご協力ありがとうございました。
なお、「ひょうたんポケット」は徳島県木材協同組合
連合会より材料提供を受け、徳島支部で実際に制作しま
す。12 月 22 日から 26 日にアミコビル２階東側デッキ
に展示し、ひょうたん島まちなか再生機構の行う実証実
験の中で使用する予定ですので、期間中ぜひお立ち寄り
ください。
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●地域会だより●

私の趣味
令和３年度の板野地域会も書面決議の総会を経て、早
いもので半年が過ぎました。“活動を報告します”と書き
たいところではありますが、新型コロナウイルス感染症
の影響は依然として続いており、理事会・総会・勉強
会・親睦会など、全ての行事が中止となっております。
板野地域会の会員さんでも役員の顔触れや、事務局が変
わっていることすら知らない人も居られるのではと思う
ほど、新型コロナウイルス感染症の弊害を感じておりま
す。
昨年１月の中国武漢のニュースから、２月のダイヤモ
ンド・プリンセス号の集団感染と、世界中に瞬く間に広
がり続けた新型コロナウイルス感染症は、２回ワクチン
が接種できるようになった現在でも、感染の可能性は無
くならないままです。ウィズコロナの時代に合わせて、
コロナに対して警戒し工夫した行動をすることが続けて
求められております。もし感染してしまった場合には、
家族も含め、約２週間の自粛生活を余儀なくされるた
め、今は周りの方へ迷惑をかけないように日々感染対策
を心掛けております。家族全員がその措置をしなくても
よい日が来るまでは気軽に出歩くことができないかもし
れません。
現在、私には３人の愛孫がいます。小さいうちに少し
でも一緒に遊ぼうと、休日には板野郡内の公園など比較
的リスクの少ない屋外に遊びに連れて行きます。余談に
なりますが、50代後半に差し掛かると、１人の相手でも
どっと疲れてしまいますが、孫と遊ぶことが私の趣味兼
ストレス解消になっておりますので、「じいじイヤ！」
と言われるまでは構ってもらおうと思います。
話は戻りまして、短時間ではありますが４歳の孫と２
人であすたむらんどにもよく遊びに行きます。密集を避
けるように心掛けて遊んでいるのですが、子供はほかに
来ている子供のところへ近づいて行ってしまいます。私
も孫もマスク装着ですが、夏の暑い時には２人共汗だく
です。涼しくなったらもう少し楽しめるのではと思い楽
しみにしていたのですが、秋を飛び越えてきたような寒
さがきてしまい、気候的に良かったのはほんの僅かな期
間でした。徳島木のおもちゃ美術館の工事中、事務局か
ら送られてくるチラシを拝見し、新聞広告やラジオ、テ
レビでも紹介されていた為、孫も楽しみにしていまし
た。オープン当日は多くの人が押し寄せたとのことでし
た。11月３日の祭日に３人の孫と家族と一緒に行ってみ
ると、200名までの入場制限がされており、多くの人が
予約している状況でした。私たち家族も11時頃に予約を
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板野地域会

高志

晃生

して、入場できたのが14時頃でした。１歳の孫達は赤ち
ゃん木育ひろば、４歳の孫は里山ひろば、うだつのまち
ごっこフォレストなどを楽しんでいました。私が入った
３歳未満の赤ちゃん専用の赤ちゃん木育ひろばでは、傾
斜の低い滑り台や木球プール、たくさんの木のおもちゃ
で楽しく遊んでいて、帰ることも嫌がるほど夢中になっ
ていました。子供たちが様々なブースで遊びを楽しんで
いましたが、入場制限をしていた為比較的空いていたか
と思います。私たちは１時間ほどで帰宅しましたが、４
歳の孫もまた来たいとのことでした。
あすたむらんども今年で開業20周年を迎えました。娘
とお弁当を抱えてよく遊んだ場所へ同じように孫を連れ
て行くことができ、とても嬉しく思います。開業当時と
変わらず、笑い声の絶えないにぎやかな場所です。
１日も早く人数制限もなく、大勢の人が楽しく遊べる
日が来ることを心待ちにしています。
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●あなたが出番●

もう、
「とくしまのひと」になれたかな？
徳島地域会

みなさん、こんにちわー、
「みのっち」こと、みのだ

蓑田

勉

☆建築士会に入ってからのあゆみ☆

でーす♪（総会の時とかに、後ろでちょこちょこ動いて

26 歳

建築士会入会

るデカいやつです）コロナで人と会う機会が減っており

27 歳

中四国Ｂ徳島大会

寂しい限りです。これまで事業報告を執筆してきました

28 歳

全国大会愛知大会で中四国若手交流会を発表

が、やっとフリーテーマの執筆が回ってきました！・・

30 歳

結婚

というわけで、自分のことについて書いてみます。

31 歳

長女産まれる・全国大会徳島大会

皆さん知っている人も多いと思いますが、私は、鹿児

35 歳

次女産まれる

島で生まれ育った九州男児です。1977 年４月２日に鹿

37 歳

本部青年委員長になる・中四国Ｂ徳島大会

児島県北部の大口市（現

38 歳

鳴門に家建てる

39 歳

熊本地震の応急危険度判定に行く

伊佐市）で生まれました。

大口市は四方を山に囲まれた盆地で、
「鹿児島の北海
道」と呼ばれるほど冬は寒く、徳島より雪が降るところ
です。そうそう、５年前には最低気温マイナス 15.2℃を
記録しました。汽車も小学生の時に廃線になり、遊ぶ施
設もあまりない田舎ではありますが、その分自然がいっ
ぱいだったので、野山や川で遊んでました。家族は、大
工の父と、
母と４つ上の姉と２つ下の弟の５人家族です。

2005 年全国大会愛知 鹿児島の青年委員長（当時・右）と
（薩摩人 ２人ともデカい）

現在、私 44 歳、長女が中学１年、次女が小学３年と
なり、奥様と共に子ども中心の日々を送っています。最
近は、家庭菜園で野菜を育てるのが楽しいです。あと、
鹿児島のこの辺です！

コロナを機に１年ぐらいかけて、結婚後３or ４回目？
のダイエットをして 20㎏程減量しました。

北九州での大学４年を経て、縁あって徳島県にやっ

そんなこんなで徳島にやってきて、もう 21 年半過ぎ

てきました。26 歳までは職場と家の往復だけでしたが、

ました。もう鹿児島にいた時間よりも長く徳島にいて、

所長に勧められた建築士会に入会して、人生変わりまし

最近は親からの電話や、テレビで流れる鹿児島弁を聞く

た。イベントであちこち連れて行ってもらったり、役を

と懐かしい気持ちになります。

任されたり、
奥様に出会えたりしていいことばかりです。
あと、職場もいい所長、いい同僚に恵まれ、士会もいい

これからも住み続ける徳島

人ばかりで、こんなんでいいんだろうかと思ったりもし

阿波弁を話す私

ます。

もう、「とくしまのひと」になれたかなぁ～？
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目標は、４時間耐久レース 年２回程度

「持続可能な未来の建築×木と森の活用を考える」
シンポジウム開催

（場所：徳島カートランド）
初心者歓迎、興味のある方は士会事務局または
川島地域会

竹内（mog1106@yahoo.co.jp）まで。

2010年に公共建築物への木材利用を進める木材利用促進法が成立
し、2021年10月には木材利用促進法が改正され、対象が民間建築物
にも拡大されました。本シンポジウムでは、2050年を見据え、持続
可能な未来の建築について展望します。
日

時

令和３年12月18日㈯

場

所

アスティとくしま「ときわホール」

参加費

13:00～16:30

●士会だより－壮年部●

「令和３年度 第３回壮年部伊勢エビ祭り」
日

時

令和４年１月29日㈯、30日㈰

場

所

ドミトリー聖ヶ丘

無料（事前登録必須）

TEL 0884-70-1239

（徳島県海部郡美波町木岐927－2）

詳しくは徳島県木材協同組合連合会のホームページで

料

金

宿

子供5,000円程度

日帰り：大人4,500円

子供3,500円程度

https://awa-kenmokuren.com/archives/1225

泊：大人7,500円

※料金については参加人数等により多少変動します。
●士会だより－本部●

スケジュール

「2021年度 中四国スキーツアー」のお知らせ
場

所

兵庫県北部

宿泊場所
旅

１月29日

ハチ北高原スキー場

旅館えびすや（TEL

１月30日

0796-96-0749）

14 : 00

現地集合（現地解散）

15 : 00

大人はバーベキュー準備

16 : 00頃

バーベキュー開始

10 : 00頃

現地解散

※夜食は、カップラーメンやおつまみ程度を準備します。

程（予定）

問合わせ及び申込み先

集合場所

松茂とくとくターミナル

集合日時

２月12日㈯

4 : 30集合

２月13日㈰

13 : 00～13 : 30ハチ北発

建築士会徳島支部事務局（TEL 088-653-7570）

4 : 45出発

もしくは建築士会徳島支部壮年部
槙野（TEL 090-8974-6900）

松茂とくとくターミナルに19 : 30頃を予定
申込締切

参加費（大人）
会員￥20,000/人予定

１月20日㈭

一般￥21,500/人予定

※宿泊・バス代・朝食・夕食・宴会費用込み
※次回編集会議は令和３年12月22日㈬

人数により変動あり
申込締切
参加連絡先
後藤

16時30分〜

１月18日㈫

編集後記

和典（TEL 090-8696-4925）

…………………………………………………………

・もう長い間、忘年会というものから遠ざかっています。健康にな

もしくは建築士会事務局（TEL 088-653-7570）

りました。
●士会だより－川島地域会●

（ノーリツ号）

・忘年会って何でしたっけ？

（ちりめん）

・忘年会ってアレよ、あれあれ

「カートレース」への誘い

（ひとはたうさぎ）

・あれよ、ここまで出ているけど忘れた

建築士会チームでレンタルカートでのレースに参加しませんか。

・フェンスの縦棒取られて一回休み

（酎西）
（ぺぺい）

レースに向けての練習を月１回程度行っています。（主に週末金曜
日の19時〜21時）

建築士会本部行事案内

令和 ３ 年 1 2 月

令和 ４ 年 １ 月

7 日㈫

木造住宅耐震技術者講習会

（建設センター） 4 日㈫

事務局仕事始め

8 日㈬

建築士定期講習

（建設センター） 12 日㈬

建築相談

（士会会議室）

建築士定期講習（修了考査のみ）

（士会会議室）

監理技術者講習

（士会会議室）

建築相談員会議（セピア）

（士会会議室）

建築相談

（士会会議室）

建築相談

（士会会議室） 13 日㈭

10 日㈮

第３回理事会・受賞者祝賀会

15 日㈬

建築相談員会議（セピア）

（士会会議室） 19 日㈬

16 日㈭

木造住宅耐震技術者講習会

（建設センター） 26 日㈬

22 日㈬

建築相談

28 日㈫

午後～１月３日㈪

※
※

（パークウエストン） 18 日㈫

（士会会議室）
事務局年末年始休

木造住宅耐震相談は、平日の午後１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

