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●とぴっくす●

雨の京都へ行ってきました。
徳島支部
初めまして、徳島支部の赤尾です。６月下旬、京都へ
の研修旅行に参加しました。これまでも春や秋に何度か
訪れている場所ですが、梅雨の時期に庭園をめぐるとい
うのは初めてでした。案内が届いたとき、「雨の似合う
京都の庭」という文句に心躍って参加を決めた私ですが、
ここだけの話、「雨の」とは後から付け足したのだそう
です…そんな１泊２日研修旅行の様子をご紹介します。
建築士会に入会して１年半、前徳島支部青年部長S木さ
んのご指名により、ついに初まちかどです！
午前８時、少々緊張気味に集合場所へ行くと、顔なじ
みのM鍋さんを見つけて一安心。バスに乗り込み、今度
は久しぶりにお会いするT尾さんを見つけて二安心。勢
いよく降る雨が心配でしたが、京都に着く頃にはしとし
といい感じ。バスの中で昼食を済ませ、まず向かったの
は借景庭園で知られる円通寺。比叡山を借景とした枯山
水式の庭園です。霧のかかった比叡山とそれを引き立て
る苔や石、杉など、雨の降る中雰囲気がありました。
次に詩仙堂。ここはT内さんブログを読まれた方なら
ご存知。庭園と共に私もこっそり撮影されていたあの場
所です。白砂を敷き詰めた庭には梅やサツキ、ツツジに
スイレン、ススキなど、どの季節にも様々な植物が楽し
めるのだそう。今の季節はやっぱり紫陽花。静かな庭園
の中で響くししおどしの音が印象的でした。
１日目ラストは誰もが知る銀閣寺。こちらは池を中心
に回遊式となっていて、山際には遊歩道があります。ど
こもとても綺麗に整備されていて、この日も雨の中庭師
さんたちが丁寧に剪定されていました。ここでは「花頭
窓」や「出三斗」など、寺社建築に詳しいM田さんの解
説付き。さぁ、見学も終えて美味しいお料理とお酒を頂
きに行きましょう！懇親会場は川床で有名な鴨川沿いの
お店にて。飲んで食べて喋って笑って、K村さんの新た
な一面を発見して１日目も終了です。
２日目は「傘がいらんっていいよな」とK山さんの言
葉通り「曇りの京都」からスタート。１、２時間毎に目
を覚ましていたというI内さんを乗せて一行がまず向か
ったのは、枯山水の方丈石庭で有名な世界文化遺産の龍
安寺です。こちらの石庭は以前テレビで特集されていた
のを観たことがあり、石の配置から土壁の高さによる遠
近法まで細かく設計されているということでした。朝早
くから沢山の修学旅行生が訪れていました。
続いて、高台寺の重要文化財に指定されている千利休

赤尾 苑香

デザインの傘亭と、珍しい二階建て茶室の時雨亭を見に
行きました。茶室と言ったらお抹茶。美しい庭園で一杯
…ではなく、冷房の効いた涼し〜いお部屋にて頂戴致し
ました。高台寺の近くの二寧坂には坂沿いに沢山のみや
げ物屋が並んでいるので、女子の皆さんはよりわくわく
できる所ではないでしょうか。今回の旅唯一の女子M尾
さんと私もお昼ご飯を一気に流し込み、いざ！！
さて、後半戦１カ所目は南禅寺。そろそろ皆さん京都の
蒸し暑さに少々お疲れのようでしたが、I岡さんはここ
でも「せっかく来たんやけん」と言いながら軽快にバスを
降りられていました。南禅寺の広い境内には大きな三門
やレトロなれんが造りの水路閣など見所が沢山。私はこ
ちらで訪れた南禅院庭園が一番好きでした。決して大き
くはありませんが、静けさのある池泉回遊式の庭園です。
旅の最後は一度来てみたかった東福寺。この頃にはも
はや「晴れの京都」。暑い！皆さん庭園どころではなく、
O本さんもひとり本堂の軒下で一服。こちらには渓谷に
架かる橋廊があり、そこからは青々としたもみじが望め
ます。どの庭園にも必ずもみじが見かけられ、M野さん
はしきりに「秋に来るべきやなぁ」と言われていました。
特にこの東福寺周辺の真っ赤に色づいた眺望は圧巻に違
いありません。
予定時刻もぴったり。これにて２日間の研修旅行はお
開きです。楽しみ疲れと共に徳島へと帰ってきました。
いつもは建物中心ですが、視点を変えての庭園めぐりは
とても充実した時間でした。計画してくださったS口さ
ん、庭園選びをしてくださったM尾さん、ありがとうご
ざいました。なぜかいつも心惹かれる京都、次はどこへ
行こうかなぁ♪
最後に、暑い中でも元気なB東さんのこの一枚を。

△東福寺境内にて
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●ほっとにゅーす●

ひょうたん島八景

その２
徳島支部

矢部洋二郎

ひょうたん島八景候補調査ボード

八景＋１（プラス１）の分布図です。

除くほとんど一年を通じて周遊船を運航し、年間約３万

この分布図と、周遊船で一周した後の「ひょうたん島

人の乗船客を案内しています。乗船名簿の住所や船の上

はすばらしい」という感想とが一致していれば、八景選

での会話から、意外と、地元の人は船に乗っていない、

定は妥当であったということになります。＋１である［徳

特に、ひょうたん島の近所の町内の人たちは乗っていな

島城堀川端］は、別の理由から追加したため、ここでは

い、という感想が発端でした。「ひょうたん島の景観に

除きますが、他はどうでしょうか？

取り組むには、そういう地元の人たちに船に乗ってもら

図中の▲は、ひょうたん島を一周した後、「お気に入

って、そのよさを知ってもらうのが、ええんでないで。」

りのスポット」と「良くなかったスポット」をシール貼

乗船会を呼びかけるチラシ配りに福島・住吉を歩いた

りの方法で投票してもらったものです。「まちかど」が

時、この中村さんの話を裏付ける「船は観光客用でない

カラーでないので、わかり難いのですが、［三つ合橋周

んで？」という話があり、「なるほど」と納得の思いで

辺］の他は、ほとんどが「お気に入りのスポット」です。

した。この調査ボードは、６月１０日・１０９人の第１回乗

この乗船会は、６月と１
０月に３回ずつ行い、のべ２７０

船会のものであり、ほとんどの乗船者は地元、福島・住

人が周遊船に乗り、ひょうたん島の景観を楽しく見てま
わりました。

吉の人たちであった。
朝、１０時からと案内していたところ、９時半くらいか

ところで、このような乗船会の形でのアンケート調査

ら続々という感じて福島川の堤防上から人が集まり初め

は、２年目の継続にあたり３者で計画づくりをした時に、

て、船一隻で用意していたのを急遽、一隻追加してもら

新町川を守る会の中村さんから出た意見を反映したもの

うという盛況な乗船会だった。

です。ご存知のように、中村さんたちは冬の寒い期間を
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●支部だより●

少年野球に入って
海部支部
息子が小学校３年生の頃の９月の中頃、午後７時２０分
家族でご飯を食べようと箸を持ったら、アレ・息子翔平

ニヤッと解らんは、あっ
さて試合、出とう

西前 宏通

出る気やな。

９番ライトで、見ているコッチは、

がイナイ。１つ年上の姉知保に、どっかいったんかと聞

ライトに打球が飛びませんように、ハラハラ

くハルキくんとハヤトくんが野球に連れて行ったははは

イトの守備位置にはいるけど、もう飽きてきて、立って

は、７時３
０分迄練習しているのは、知っていたので、嫁

いるけど空見よう、あっ座った虫で遊んびようぞ。と

さん慌てて、グラウンドまで走っていった。

他の保護者が、笑ってる。

翔平め、野球や何にも興味なかったのに、グローブも

翔平はラ

そんなんでも、続けてガンバレた。何故かは、こう思

おもちゃみたいな（１千円）ぐらいのしかないのに、帰

う、翔平の通う小学校は、同級生が翔平を入れて、２人、

ってくると、顔は汗だく、服も土で汚れ、でも顔は、ニ

それももう１人は女の子で、下の学年には、男の子もい

コニコやる気満々、偉そうに家に上がってきた。

るけど思いっきりとか力いっぱいとかはせず、加減しな

どうした、翔平

お母さんに聞いてみると、監督が、

がら遊ぶ姿をよく見た。少年野球では、年上の子も同級

足は速いし、肩は強いし頼むけんはいっ

生の男の子もいる、ので思いっきり、力いっぱいができ

てて。多分人数足りんので、褒めて入ってもらいたいん

たので、見ていてもうれしくほっと少年野球に入って良

やなあ、て思ったけど、言うのは止めとこうて。

かったなあと思いました。

ホメテホメテ

それから１
０日ぐらい後の日曜日野球の試合があるので、

今は、中学校２年生、総体も終わり３年生が抜けて、

付いて来てよ、まあいこかとふとユニホームを見ると、

自分たちが中心となって中学野球も精一杯してくれよと

８番、なに背番号８やと、翔平でれるんか？

期待しています。

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

3

●あなたが出番●

No fishing No life
三好支部

川原 大介

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

皆さん、こんにちは。
今月号のあなたが出番は、建築士とは全くと言っていいほど関係がありませんが、私の趣味について、書か
せて頂きたいと思います。
皆さんにも、自分の大好きな事、没頭できる事、つまり「趣味」がお有りであろうかと思います。私にもい

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

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

くつか趣味が有ります。例えば、ギターを弾く事であったり、温泉巡り、また車でのドライブなどなど。。。。
このように、いくつかの趣味がある中でも１番であるのが、タイトルにも書いてありますが、「釣り」であ
ります。
元々は、それほど興味も無く、中学校時代に釣り好きの友達に連れられ、池や川に行く程度でした。
こんな私が何故ここまで釣りが好きになったのか？
きっかけは、地元の池に弟が釣りに行っているのを、息子を連れて見に行った事だと思います。息子は当時６

歳。釣りに興味を示すのではなく、魚に興味を示すかと思いきや、逆で釣りに興味津々。その日に道具を買い、
毎日のように池に通う日々。最初は私も隣で見ているだけでしたが、それだけではつまらなくなり、道具を買
い一緒に釣り始めたのでした。
何でも良かった中学校時代。あの頃とは、明らかに違う事。
それは、考えながら楽しみ、そして「こだわり」を持った事。理詰めで頭デッカチになってしまう事もあり
ます。けど、やっぱり楽しい。癒されます。
好きこそ物の上手なれ。私は決して釣りは上手くありません。むしろ、息子より下手かもしれません。しか
し、釣りに対する情熱や頑固な部分はいつまでも持っていたいと思っています。
趣味。簡単に言うとただの道楽かもしれません。ですが、趣味があるからこそ仕事も頑張れる。そんな所が
大いにあります、私にとっては。。。

息子（野池にて）

愛すべき釣り仲間達

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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●女性部通信●

『LED de ものづくり with 地域のこどもたち』に参加して
徳島支部
６月２
６日（土）東新町の空き店舗を利用して、LED
イベントを行いました。今回は、３回目になります。

森

茂代

ました。イスが足りず並んで待ってもらうくらいたくさ
んのこども達に参加してもらいました。

２００
８年空き店舗活用の取り組みとしてスタートし、昨

ひとりで参加した男の子が、初めはどうしよう！みた

年は、東新町の地域活性化もめざして、
『LED de ものづ

いな感じだったのですが、造り始めるとおもしろいらし

くり

く、お母さんが迎えに来て、待ちくたびれるくらい熱心

with地域のこどもたち』として開催しました。今

回は、主催（社）徳島県建築士会LEDクラブ、共催（社）
徳島県建築士会女性部会・青年部での開催です。
当日は、荒れ模様のお天気となりました。開催場所の

に造っていました。
「ものを創り出す楽しさ」を知ってもらえたような気
がして、嬉しかったです。

空き店舗が昨年と異なり、アーケードから離れた場所と

『LED de ものづくり』をとおして、ものを創り出す楽

なったことで、激しい雨の影響をいっそう受けることに

しさを、少しでも伝えられればいいなと想っております。

なってしまいました。参加者は、前回より少なく２
４名。
その内アンケートは１
７枚の回答を頂けました。細やかな
対応が出来たのでは、と一同、自賛しております。
付き添いの保護者の方もおられましたが、今回製作ス
ペースは、ゆったりとしていたと思います。３回目とな
り、スタッフも少し余裕を持てたように感じます。アン
ケートの結果は、ほとんどのかたが
「とても楽しかった」
に○を付けて下さいました。また、
「毎年やってほしい」
「スタッフの人が親切だった」など嬉しい回答もありま
した。
今回、テレビ取材はありませんでしたが、２
７日付徳島
新聞に紹介して頂きました。
掲載写真から、こども達の楽しい様子が伝わってきま
した。他の方々もみんな、完成品を手に嬉しそうでした。
毎回、自由な発想の作品に驚かされます。どんな作品が
できるのか、作り方を説明しながら楽しみです。
イベントが無事完了できましたのは、関わって下さっ
た皆様のおかげです。女性部会の方々そして、朝早くか
ら、たいへんな雨の中、机の運搬、会場準備、後片づけ
をしていただいた青年部の樫下さん、豊田さん、吉兼さ

女性部からのお知らせ

ん、福田さん、そして佐田久眞澄さん。皆様ほんとうに
ありがとうございました。（by LEDクラブ代表）
翌、２
７日また朝から、アスティとくしまで開催された

■

県外研修旅行のご案内
「犬島で、アートを体感しよう！」

地球とエネルギーを考えるとくしまエコフェスタ２
０１０、
（主催（社）徳島青年会議所、徳島エコロジー委員会）

瀬戸内国際芸術祭の１ステージである岡山県の犬島

に（社）徳島建築士会LEDクラブとして体験コーナー

にアート作品を見学に行きます。

に参加させて頂きました。連日は…

日

昨日と違って、LEDを使って製作するのは初めての
子ども達が多かったのですが、初めは不安そうに使って
いた工具も驚くほど早く使いこなします。最初、これに
少し付けようかとかいっていたのに出来上がりは用意し
た持ち帰り用の袋に入りきらないサイズになった子もい

程：１０月３０日（土）

参加費：２５００円程度（参加人数によります）
※詳しくは来月号にて・・・
※お申込・お問い合わせはアトリエ・クー杉本さん
（coo@coo.vs３．jp）まで。
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●行政ニュース−県●

●士会だより−本部●

管理建築士講習の早期受講を！
建築士事務所の管理建築士として従事している方で、
まだ受講がお済みでない方は、平成２
３年１
１月２
７日までに
管理建築士講習を必ず受講してください。期限間近は混
雑が予想されますので、早期の受講をお勧めします。
なお、期限までに受講していない場合は、建築士事務
所の登録が取消されます。取消し処分がなされると、設
計等の業務ができないほか、取消し日から５年間経過す
るまで事務所登録もできなくなりますので、ご注意くだ
さい。
■県内で開催される管理建築士講習
（本年度は１回のみ）
・日時 平成２
２年１１月３０日
（火）
・会場 あわぎんホール
・申込 平成２
２年８月１
７日
（火）
〜平成２
２年８月２
７日（金）
（社）
徳島県建築士事務所協会 TEL０８８−６
５２−５８６２
■県外で開催される管理建築士講習については、
建築技術教育普及センター http : //jaeic.or.jp/
総合資格学院 http : //shikaku-center.jp/
●士会だより−本部●

平成２
２年度１級・
２級・木造建築士定期講習受付
■第２期 追加受付
・日時 平成２
２年９月２
６日
（日）
・会場 徳島県建設センター
・申込 平成２
２年６月１
４日
（月）
〜平成２
２年８月３
１日（火）
■第３期はなし
■第４期
・日時 平成２
３年２月１
３日
（日）
・会場 徳島県建設センター
・申込 平成２
２年１１月２９日
（月）
〜平成２
２年１
２月１
０日（金）
現在士会本部で受付をしています。締め切りは８月３
１日
です。２３年度は混み合いますので、早めの受講をお勧め
します。詳しくは、士会本部までお問い合わせください。

建築士会本部行事案内
８
２日
３日
５日
６日
７日
８日

時

・会 場
・定 員
・受講料
・申 込

平成２２年８月２８日（土）
２
９日（日）
９月１日（水）４日（土）５日（日）９日（木）
建築士会会議室
２０名
６０，
０００円（テキスト代含む）
受講料を添えて建築士会まで

●士会だより−本部●

会員名簿発行について
・今年度は会員名簿を発行します。会員の皆様で名簿に
載せたくない個人情報がありましたら、各支部あるいは
本部までお知らせ下さい。締め切りは８月末日です。
・広告も募集しています。詳しくは本部まで。
・連絡先 本部 ０８８−６５３−７５７０
●士会だより−本部●

建築士会のHP情報
・アドレスが変わりました。
（http : //toku-sikai.sakura.ne.jp/arc／）
・新しく委員会ブログ
（http : //com-report.sblo.jp／）が開設されました。
各委員会の議事録が掲載されています。
・会長あいさつも更新されています。
ご意見ご要望があれば、本部までお寄せ下さい。
（E-mail : honb@toku-sikai.sakura.ne.jp）
編集後記
◆３カ月で３キロ増えました。このままだと、来年の今
頃は１５キロ増えているはず。ひえー！
（ノーリツ号）
◆そういえば、先月ケーキありがとう！
（源八郎）
◆ケーキ食べたい。
（ぺぺい）
◆ハイデン、カブトムシとれた？
（ひとはたうさぎ）

平成２
２年
月

一日会（支部長、事務局長含む）（士会会議室）
既存住宅流通活性化事業等講習会（建設センター３Ｆ）
事業研修委員会
（士会会議室）
シニア会
（
〃
）
二級建築士製図事前講習会③ （
〃
）
防災訓練（加茂地区）
（千松小学校）
応急危険度判定士参加
１
１日 建築相談
（士会会議室）
１
２〜１
５日 阿波踊り
１
８日 建築相談
（士会会議室）
１
９日 総務委員会
（
〃
）
２
３日 まちかど編集会議
（
〃
）
２
４日 地域貢献活動委員会
（
〃
）
２
４日 公益法人個別相談会
（徳 島 県 庁）
２
６日 財務委員会
（
〃
）
〃
公益法人改革委員会
（
〃
）
２
７日 委託業務検討委員会
（
〃
）
２
８日 二級建築士製図講習会①
（
〃
）
２
９日
〃
②
（
〃
）
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二級建築士試験製図講習会のご案内
・日

９
１日
２日
３日
４日
５日
８日
９日
１２日
１５日
１７日
２
６日

月

二級建築士製図講習会③
（士会会議室）
一日会
（
〃
）
常任理事会
（
〃
）
二級建築士製図講習会④
（
〃
）
〃
⑤
（
〃
）
建築相談
（
〃
）
二級建築士製図講習会⑥
（
〃
）
二級建築士試験（製図）
（徳島大学工学部）
建築相談
（士会会議室）
中四国ブロック会（事務局長会議）（岡
山）
建築士定期講習会
（建設センター）

