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●とぴっくす●

フットサル大会！
徳島支部
この度めでたく「第１回徳島県建築士会フットサル大
会」が開催された。

豊田 寿顕

準備をして頂いたみなさんご苦労様でした。
当日参加していたみなさんお疲れ様でした。
また「第２回」を楽しみにしたい、と嘘をついて終わり

日時：４月１
１日

９時３
０分（早い！眠い！）

場所：シーサイドフットサル徳島
天候：くもり！（微妙！）

にさせて頂きたい。
またまた締切ぎりぎりでした。申し訳ございませんで
した。

人数：主力メンバー老？若男女３
０人（すごい！）
フットサルはオフサイドは無く、スローインも手は使
ってはいけない。他のルールは知らないが、サッカーと
の大きな違いはそれくらいだ（たぶん）
。
そうそうたる士会メンバーが集まり、キックオフ。
実は僕は最近ある人に誘われ、フットサルを始めたの
だ。もともと体を動かすのは好きだが、社会人になると
こういう機会くらいしか運動しないだろうと思ったのだ。
隔週火曜日に行われているが、都合の付く日は、ほぼ
雨だ。原稿を書いている今日は火曜日・・・雨だ。今日
も無いのか・・・。
その数少ない経験の中でわかったのは、１
０分間走り回
れる体力は２
８歳の僕にはもう残って
ないという事だけだ。
頭の中では、足が綺麗にボールを
捉え、ゴールを決めているはずが、
そうではない。
まあそう思っているのは僕だけで
はないようで、転倒する人達が続出。
よく怪我人無く終えることができた
と思う。
しかし、その中でも、サッカー部
の桜木兄弟は大人達の間をスイスイ
とかわし、ゴールを決め、余裕で自
陣に返る。さすがだ。僕もあのころ
はなぁなどと言える余裕はなかった
のが悲しい。
なにはともあれ親睦、交流があり、
楽しかった。若手もよく参加してく
れる人も増えたように思う。
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●ほっとにゅーす●

とくしまユニバーサルなまちづくり

CPD制度が変わります

『やさしいお店づくり啓発チラシ』

（平成２
２年４月開始）

バリアフリーデザイン研究会 代表幹事

中村

正則

昨年より徳島県建築士会バリアフリーデザイン研究会
で検討作成しておりました『やさしいお店づくり啓発チ

CPD・専攻建築士運営委員会
副委員長 岸田 徳明
平成２２年度４月より建築士会CPD制度が変わりまし
た。

ラシ』が完成しましたのでご報告させてただきます。
このチラシは、大きな施設だけでなく、身近な小規模
店舗もやさしいユニバーサルな店づくりを進めるための
基本的な考え方や、具体的な手法・チェックリスト、
様々
な利用者の視点からの注意点などにより構成しており、
子供から一般の方誰にでも分かり易く説明した内容とな
っています。
生活に密着している身近なお店だからこそ、子供から
お年寄りまで、男女の区別、障害の有無、人種などに関
わらず誰もが安心・安全に利用できるやさしいお店づく
りをしていただきたいとの思いを、実現・拡大していく
ための啓発冊子です。
この趣旨をご理解の上、建築士としての知識、施主へ
の説明、地域での活動などの際に、大いに活用していた
だけましたらと考えております。なお、研修会などにお

今回の大きな変更内容として
・CPD制度のオープン化に伴い、制度の大幅な改正が
行われ、会員以外の建築士、また建築施工管理管理技
士などの建築技術者へも「建築士会CPD制度」への
門戸が開かれ、より多くの方々にご利用いただけるよ
うになりました。
・現況のCPD手帳を廃止し、ICカードによる「CPDカ
ード」に変更となりました。
・いままでのCPDのポイント対象である履修対象プロ
グラムの内容である委員会活動型、実務型が廃止とな
り、ポイントの対象プログラムが審査委員会による「事
前認定型」となり、プログラムの申請が事後申請から
事前申請となりました。
・能力開発の目標としてのCPD取得単位が年間３６ポイ
ントから年間１２単位以上に変更されました。

いて詳しい説明等が必要な場合はバリアフリーデザイン
研究会へご連絡いただけましたら、対応したいと考えて
います。
なお、
このチラシは全国大会徳島大会の継続活動
として建築士会より補助をいただいて作成したものです。
また、昨年度バリアフリー研究会から、建築士会活性
化の提言をしておりました『徳島のバリアフリー建築環

以上、簡単ではありますが日本建築士会連合会では、
平成２１年１月５日施行の改正建築士法第２２条の４の規定
により、すべての建築士に対する研修を行うことが建築
士会に義務付けられたことを受け、従来のCPD制度を
大幅に改め、オープン化し、非会員の方たちにも広く門
戸を開くことになりました。

境づくり推進啓発活動』が、この程採択されました。
各支部において行政、民間、住民の方々と地域の建物の
バリアフリー点検を行うことにより、建築士会活性化を
図るという事業です。今後、具体的な内容の説明などを
行っていきたいと考えておりますが、各支部のご参加を
期待しております。宜しくお願いいたします。
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平成２１年度のCPDの申請内容及び、申請書式は、こ
れまでの申請書類と同じです。
（H２１年３月３１日までプログラム申請まで有効）
新たなCPD申請に関しましても、継続してCPDをさ
れている方も新たに「CPDカード」に切り替える為に、
参加登録申請書が必要となります（有料）のであわせて
申請下さい。
同上の２項目共、提出締め切りは平成２２年度の本部総
会である５月２２日（土）までとなっておりますのでご注
意下さい。
尚、参加登録申請書及び、CPD制度参加者用ガイド
ラインを徳島県建築士会のホームページにアップ（ワー
ド、PDF）していますので各自ダウンロードしてお使
い下さい。
詳しくは、本部総会及び、支部総会にて各支部のCPD
運営委員会委員がご説明いたしますのでよろしくお願い
いたします。
注）
「まちかど」配布時点で支部総会が終了しています支
部もあるかと思われますが予めご了承下さい。

●支部だより●

〜いろんなことご報告 ! 〜
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

徳島マラソン川島支部参加打ち上げ会
皆さんこんにちは！
いまだ厳しい残暑の中、いかがお過ごしでしょうか？
私は去る、４月２
６日の日曜日に行われた徳島マラソンに２年連続で出場
しました。まわりの皆さんには「なんで走るの？」と言われますが、こ
ればっかりは走った人でないとわからないと思います。口で説明しても
なかなか難しいのです。あえて言うならば「達成感！」これしかないと
思います。まぁ究極のドMなスポーツですね。
去年の第１回大会は完走するのが精一杯で、７時間のタイムリミット
ぎりぎりでしたが、その教訓をもとに、今年は少し練習も積み重ねた結
果、５時間５
０分で走りきることができました。不思議なものであれほど
しんどい思いをしながらまた来年も出たい、もっと早く走りたいと思うものなのです。大会当日は、予想以上に
西風が強く吉野川大橋から西条大橋までの間は常に風との戦いでした。そんな過酷な状況の中、わが川島支部よ
り僕を含め４名の精鋭が徳島マラソンに参加、見事全員完走しました。その功績を称え、川島支部内で打ち上げ
の話が持ち上がり、８月７日の金曜日に徳島マラソン打ち上げバーベキュー大会を開催しました。
（２００９年９月号より：大野幸司）

磯釣り大会のご報告
みなさん今日は。早いもので今年もはや２月、寒いのももう少しですね。
最近、世界の各地で、大きな地震が起こり、多くの被害が起こっています。ハイチでは、すでに２０万人の人達が
亡くなっているそうです。テレビの映像で見るかぎりコンクリートの建物には、鉄筋らしいものもなく、日本に
いる我々にはとうてい想像することも出来ません。１
００年に一度の地震にも備える覚悟が要ると思えるこの頃で
す。
さて、今年も１月２
２日に、恒例建築士会川島支部「つり大会」に参加しました。前日の夜、１０時自宅を出発、

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

１２時に石鎚サービスエリアに集合しました。愛媛日振島の磯にグレをねらって釣りに行きます。今回で日振島は、
３回目です。前回２回は、ぜんぜん駄目の釣果でした。今年こそは、ぜったい釣ろうと
期待わくわくです。今年は、釣り名人の高浜師匠が一緒の磯に上がってくれるとのこと
で釣れるのは必至です。磯割り抽選も高浜さんは１番くじを引き当てました。釣れる磯
は、一番沖とのことで、船を下りるのは、一番最後でした。果たして、釣果は、今まで
経験したことがない入れ食い状態で、さすがA級の磯でした。初めての石鯛まで釣れま
した。私の小さなクーラーは、魚で一杯になりました。当然、名人高浜師匠は、大きな
クーラーに一杯のグレを釣って優勝したのでした。「A級磯に上がって、それだけしか釣れんかったんか？」の
声を聞きながらも満足の私でした。家に帰って、釣った魚をさしみにして食べました。今回は、家族も大喜びで
した。
次の日も恒例になった川島支部新年会です。私も魚を提供できてよかったと思います。麻植さんには、いつも
釣りの段取りやら、新年会の料理やら、本当にお世話になりました。また、来年もお願いします。今回は、いつ
に無く、釣行の片付けも楽しかったです。
（２０１０年２月号より：竹内支部長）

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3

●あなたが出番●

「写真」て

面白い
三好支部

ある日、いっぱいになった写真データをPCに移して

小松 裕明

−№３−

整理をしていました。写真フォルダを見ると色々なタイ
トルが並んでいて、つい過去のものを見返してしまいま
した。建物の写真が多いのですが、
「そんなつもりでなかったのに・・・」
「何コレ？？」
「コレは面白い！」
といったものもありました。
RC打放し壁を真下から撮った写真。天気も良くて青
そんな写真たちをいくつか公開してみようと思います。

空とコンクリートの色がなんとなく「いいなぁ」と思っ
たのか、きれいな打放し面と思ったのかは覚えていませ

−№１−

ん。
ピラミッドのようでもあり、PCの壁紙にすると案外
きれいなんですよ。
−№４−

外観を撮ったはずの写真。見たことのある女性が見事
に自然体で写っています。（Sさん、勝手に載せてすみ
ません。それと私、ストーカーでないです！）
見たいものがあり、慌てていたこともありましたが、
とりあえずツッコミを入れておきます。

この写真は単に建物を写したものです。

「ほんの少し待てば良かったはずやろ！」

ある人が見た時に、

あれ？？

手前のダンディーな後ろ姿の男性って、三

好支部のWさんでは？

「ガラスに橋が映り込んでいるのが面白い。」
と、言いました。
そんなことなど考えながら写真を撮れない自分が残念

−№２−

です。
言われるまで全然気にしていませんでした。
「そんなつもりでなかったのに・・・」
「何コレ？？」
というものがほとんどのような気もしますが、どうだ
ったでしょうか？
一人でも「おおっ！」とか、思ってくれる人がいれば、

これは？？？

とっても幸いです。

ペンダント照明を真下から撮った写真。
（と思う・・・）
なぜ撮ったのか全くわかりません。
が、太陽とか月、なんとなく神秘的な感じもします。
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これからも写真は撮ります。自分が撮った写真に自分
でツッコミを入れていこうと思います。
そして、もう少し考えて写真を撮ろうとも思います。

●女性部通信●

「昭和の町・豊後高田BUNGO TAKADA散策記」
よみがえる昭和・みせ・ひと・温もり
徳島支部
２月中旬、愛媛と大分のまちづくり交流会に参加した。

白石 和子

美術館の展示品はご当地出身の某画家遺族の全面協力に

愛媛・八幡浜からのフェリーで３時間、温泉の県都・別

よるものだとか。その分スタッフ達の努力が求められる。

府へ渡る。別府での見学、研修・交流会に続いて、翌朝

【真剣だと知恵が出る。中途半端だとグチが出る。い

は北へ約１時間のバス移動。宇佐神宮の案内看板を見な

い加減だと言い訳ばかり】最近ある所で見かけた標語だ

がら、いよいよ今話題の「昭和の町・豊後高田」へ。

が、まちづくりに当たっては正にしかりだと実感する。

案内所となっている昭和ロマン蔵前でバスを降り、お

レトロなまちづくりは近頃各地で行われているが、こ

楽しみ商店街へ。案内は地元商工会議所のK氏。まずは

の町へ来て印象に残った事は、とにかく街中が熱心であ

昔ながらの薬局で、全国的に有名らしい薬剤師先生から

り、協力的であり、観光に訪れる人達に普段の顔をして

漢方薬の接待を受ける。その後足踏みミシンを使って人

まちづくりを語ってくれる事がうれしかった。

形などを作る手芸店、伝統の手作り菓子店、地元産お茶
の試飲等々懐かしいお店が続く。K氏のタレント顔負け
と言えるほど巧みな話術による町への情熱に引き込まれ
ながらの買物で，気がついた時には持ちきれないほど両
手いっぱいの昭和のかおり。
○建築再生○歴史再生○商品再生○商人再生を目指し
てまちづくりがすすめられているらしい。
町の顔を設ける建築再生に当たっては、らしからぬ看
板を外し、アルミサッシを木製建具に戻す事など、出来
るだけ手近なリフォームに留めながら、昭和の町への回

女性部からのおしらせ

帰を実現していくとのこと。
歴史再生では店の前面に出始めの頃の家電製品が並べ
られていたり。上記の足踏みミシンなど。
商品再生として一店一品の例としては昔からの手作り
コロッケが観光客の歩きながらのお楽しみだったり、昭
和５
０年代から値段が変わっていないという食堂だったり
等々。
商人再生に至っては一度都会に出ていた後継者達が伴
侶を伴って戻り新しい生活を始めている事もさることな
がら、全く無縁の若い人達がこの商店街で商売を始める
という珍しい現象もあり、一層活気付いているらしい。
この人達が一時のブームでなく、町に溶け込んで、ずう
っとの住人になって欲しいと願う。（ボンネットバスは
ご愛嬌？）
とはいえ、当然現代に適応する生活が必要であり、取
り扱い商品も観光客目当てもいいけど本物に限ったもの
であってほしい。
帰り際に案内された昭和ロマン蔵はかつて大分県きっ
ての大金持ちといわれた

野村財団

が昭和１
０年前後に

建て、その後取り残された米蔵を，美術館・博物館・レ
ストラン等に蘇らせたものだが、コンセプトは「出来る
だけ金を掛けない」
を徹底しているとの話。
たとえば絵本

■ 平成２
２年全国女性建築士連絡協議会（東京）
テ ー マ：「女性建築士の新たなる出発（案）」
日
時：平成２２年７月１６日（金）１３：１５〜１８：００
１７日（土）９：００〜１２：３０
場
所：（社）日本建築学会「建築会館ホール」
申込締切：５月２５日（火）厳守 佐田久部長 まで
（FAX０８８−６９８−２６７
８）
※宿泊・交通各自手配
※自己負担額３５０００円程度（参加人数により変動）
■ 第１回学習会・定例会
第３回「LED deものづくりwith地域のこどもたち」
日
時：６月２６日（土）１３：００〜
場
所：東新町商店街空き店舗
■「お菓子の家を作ろう！（第２回）」の事業が士会
活性化事業に採択されました！今回は、三好、阿南
那賀両支部との共催となっております。頑張りまし
ょう♪
上記のご案内の詳細はMLにてお知らせします。
尚、女性部のお知らせは、まちかど・MLにて連
絡しますが、詳しい内容を知りたい方は事務局迄連
絡下さい。
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●士会だより―本部●

●行政ニュース―県・市●

建築行政関係職員名簿
徳島県
建築開発指導課
課長
主幹（建築指導・環境担当）
課長補佐（開発指導・審査担当）
主査兼係長（建築指導・環境担当）
主査兼係長（開発指導・審査担当）
南部総合県民局
課長（建築審査・指導担当）
西部総合県民局
（美馬庁舎）課長補佐
（三好庁舎）主任
東部県土整備局
次長
（徳島庁舎）課長補佐
（鳴門庁舎）課長補佐
（吉野川庁舎）課長補佐
○ 徳島市
都市政策課長
都市政策課主幹（開発担当）
課長補佐
開発担当係長
建築課長
指導係
課長補佐（建築主事）
課長補佐
係長（建築主事）
都市デザイン室長

二級建築士試験学科講習会のご案内

○

森
文美
亀井 五郎
井内
薫
早澤 英俊
米田 幸宏
近藤

哲也

加島
美野

悟
英司

・日 時 平成２
２年６月１９
（土），
２０
（日），
２６
（土），
２７
（日）
の４日間
・会 場 建築士会会議室
・定 員 ２０名
・受講料 ４万円（テキスト代は別）
・申 込 建築士会本部まで受講料を添えて申し込んで下さい。
●士会だより―本部●
「開発許可の手引き」が新しく発刊されます。それに
伴い、講習会を７月頃開催する予定です。詳細決まり次
第まちかどに掲載します。
●士会だより―本部●

松内 正則
馬場 雄二
赤澤 一男
安川
亘
前山 祐一
秋田 和美
住友 秀正
石本 孝明
"
政則
岩本 雅三
仲野 義則
高瀬 善郎
平岡 俊樹
矢部洋二郎

建築確認手続き等の運用改善に係る講習会
開催について―国土交通省
詳 細 http : //www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/
index.html
午前：小規模建築物木造住宅講習会（木造４号建築物）
午後：一般建築物用講習会
日時・場所 ５月１０日 １０：３０〜１２
：００，１３：００〜１
５：
００
徳島県建設センター
日時・場所 ５月１８日 １０：３０〜１２
：００，１３：００〜１
５：
００
阿南市文化会館
●士会だより―女性部●

女性部第１回定例会・勉強会のお知らせ
第３回 LED deものづくりwith地域の子どもたち
・日 時 平成２
２年６月２６日（土）１３：００〜
・場 所 東新町商店街空き店舗

●士会だより―本部●

平成２
２年度建築士会通常総会のご案内
・日時
・場所

平成２
２年５月２
２日（土）１
４：０
０〜
徳島県建設センター６F 徳島市富田浜２−１０

●士会だより―徳島支部●

平成２
２年度建築士会徳島支部通常総会のご案内
・日時

平成２
２年５月１
５日（土）
１４：３
０〜
・場所 徳島県建設センター６F
徳島市富田浜２−１
０

建築士会本部行事案内
５

平成２
２年
月

７日 設計製図講習会検討会
（士会会議室）
１０〜１
４日 一級建築士試験受付
（
〃
）
１２日 建築相談
（
〃
）
１９日 建築相談
（
〃
）
２０日 理事予定者会
（建設センター６F）
２２日 総会
（建設センター６F）
２８日 連合会総会・士会長合同会議
（東京）
３１〜６／１
１日 定期講習受付
（士会会議室）
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編集後記
◆LEDアートフェスティバル、むっちゃきれかった〜
☆また来年も開催してほしいです。
（源五郎）
◆LEDアートフェスティバル？行ってみたいなぁ。最
近、右肩痛めました。。。痛い。。。
（ロン）
◆LEDフェスで、前広報委員長天羽英雄さんがミニハ
ウスに紐をつけて散歩させているのに遭遇。他にも前山
さん他市役所連中が船上で鐘を鳴らしたり、士会のメン
バーも裏方で大活躍していました。
（ノーリツ号）
◆ねーちゃんに怒られるぅ〜
（ぺぺいさん）
◆旦那に怒られるぅ〜
（ぺろ）
◆２日も来てしまった!
（原稿配達人 酎西）

６

月

９日 建築相談
（士会会議室）
１２日 二級製図事前講習会①
（
〃
）
１３日 定期講習会
（建設センター７F）
１６日 建築相談
（士会会議室）
１７〜１８日 中四国ブロック会議①
（島根県）
１９〜２０日 学科講習会
（士会会議室）
２６〜２７日
〃
（
〃
）
２９日 試験監理員会議
（
〃
）

