
1

建築士１月号附録　昭和28年２月23日第３種郵便物認可　毎月１回発行　発行／社団法人　徳島県建築士会　TEL088－653－7570　FAX088－624－1710

2011年１月
VOL.61No.700
平成23年１月１日発行

建築士会ニュース

http://www.nmt.ne.jp/~sikai/

　会員の皆様、明けまして
おめでとうございます。皆
様に於かれましては、お健
やかに新年をお迎えになら
れたことと心からお慶び申
し上げます。
　さて、会長に就任して７
か月が過ぎました。その間、
就任時に掲げた３つの目標
である（1）公益法人制度
改革への迅速な対応、（2）

地域への公益事業の拡大、（3）建築士会の活性化、に向
けて各委員会や役員会では熱心な議論を頂き、新たな建
築士会の姿への輪郭が、見え始めています。そこで、新
年にあたりお叱りを覚悟して私が夢想する10年後の建築
士会について書いてみました。
●公益社団法人　徳島県建築士会
　定款において「建築文化の進展及び公共の福祉の増進
に寄与し、広く社会に貢献することを目的とする」が定
められた県内の建築団体で唯一の公益社団法人として
国、徳島県からは一目置かれる団体になりました。特に、
徳島県の建築行政における施策の展開においては、常に
建築士会と協働で行うようになりました。また、民間の
企業からは、事業内容によっては広く浅く寄付の提供が
あり、多くの支援企業とのネットワークによる社会的な
公益事業が展開できるようなっています。
　また、10年前にあった９支部は、公益法人改革の中で
従来の自由な活動を維持するために、任意団体として支
部の名称を無くし、県内の各エリアにある地域建築士の
会（地域会）として、新たな建築士会のネットワーク組
織の中に位置づけられています。地域会では、顔の見え
る身近なグループとして従来よりも活発に研修旅行や交
流事業、地域づくりとしての貢献活動を行い、会員間の
親睦と共に新規会員の勧誘を積極的に行っています。
●期待される建築士会の公益事業
　従来から公益事業の一部として実施していました建築
士のための資質の向上をめざした講習会や研修会の開催
も、多様な職種を持つ建築士のために、ニーズに応じた
小規模でも本当に必要と考えられる講習や研修が開催で
きるようになっています。また、徳島県での建築士試験

への実務支援をはじめ、県内建築士の定期講習会や建築
士の登録閲覧事業は継続して行っています。
　さらに、20年の歴史を持つ建築士会地域貢献活動セン
ターでは、地域のまちづくり活動団体への支援や士会と
しての地域貢献活動を継続的に支援しています。最近で
は、地域に根ざしたきめ細かな貢献活動を、青年、女性、
各研究会が他の団体との協働事業として実践し、地域へ
の波及効果の高い貢献活動を展開しています。また、10
年前に始めた、各地域会が中心になりエリア内の地域づ
くり活動や事業を支援する制度として発足した「社会的
公益活動支援金制度」では、毎年、各地域会からは地域
の文化遺産の保存修復事業や地域材を活用した住宅開発
プロジェクト、地域の景観条例制定への活動等、地域に
密着し専門性を生かした多様な提案が本部に寄せられて
います。すでに地域会では、周辺エリアの地域会とのネッ
トワークも生まれ、多くの事業が実践されており、各地
域からは、専門性を生かした地域づくり団体としての期
待が日々高まっています。
●活性化した建築士会
　10年前からの取り組みの成果として会員が増え、現在
の会員数は2000人になっています。特に、これから建築
士をめざす高校性や大学生は、年会費を半額に減額し準
会員として入会を可能にしたことが大きかったようで
す。青年部を中心にした若い建築士が、県内の高校生や
大学生に声をかけて、様々なプロジェクトで建築士が指
導的役割を果たしながら体験学習ができることで、学校
からも積極的に支援して頂き、徳島県の建築界全体が若
返り、活発になっています。
　また、多くの会員が退会していたシニア世代は、10年
前に発足した徳島地域会のシニアサロン「セピア」に刺
激を受け、その後各地域で発足しました。現在各地域会
のシニアサロンでは、生涯建築士会を合言葉に、旅行や
趣味、食事会や飲み会等の交流のみならず、建築士とし
て現役時代の経験を生かした市民向けの職業体験や住宅
相談、まちづくりアドバイザー等、地域の貢献活動に関
わっています。特に、子供たちへの住宅教育（住育）は、
将来の日本や将来の建築士会を考えると大切な課題であ
ると考え、各地の教育委員会の協力で、小中学校での住
育のための講師派遣をシニアサロンで進めています。
●新たな建築士会の姿「連（REN）is  more・・」

●とぴっくす●

新たな建築士会の姿を夢想して・・
社団法人徳島県建築士会　会長　佐藤　幸好
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■　青年部事業　県内交流会議・・・
　今回、県内交流会議の幹事支部として、担当した、小
松島・勝浦支部の支部青年部長の今岡です。
　当支部には、青年部が計６名おりますが、仕事の都合
上、参加が難？ということであり、私１名とＯＢ青年部
の㈱庄野建材店の庄野氏、そして、今回の工場見学でお
世話になった、認証木材工場である、㈱もくさんの森西
専務、営業の上杉さんのご協力を得て、県内交流会議を
やりとげました。無理やりでしたが・・・
■　県内交流会議のテーマとして・・・
　当支部内では、有数の林業の盛んな上勝町を紹介し、
かつ、いままで、理解しているようで、よく理解してい
なかった、認証木材についての勉強会及び木材加工工場
の見学・その木材の使用のされ方など見学をすることに
しました。本部・前青年部長の開達也氏のご紹介により、
目玉である建築見学ツアー＋建築解説講習会も実現でき
ました。

  

■　認証木材・認証制度の勉強会
　木材認証機構の浜本様より認証木材の流通・制度など
講義を受けました。現在、公共物件などには多く県産材
の使用が求められている為、設計士の皆様も真剣そのも
の！
■　県産材の加工工場・㈱もくさんの工場見学
　防腐処理設備・人工乾燥機・モルダー加工機など県内
ではまだ数少ない各加工機などの見学と加工工程の説
明 。まだまだ取り組みとしては困難な状況との事です
が、木質バイオマスの取り組みなど。

■　県産材の使用例とし、上勝町町営住宅の現場見学へ
　開達也 前本部青年部長（実施設計）・曽我部先生（基
本設計）の案内により、同町に７棟建設中の町営住宅を
見学。
　デザイン性や上勝らしさなどを前面に押し出したカッ
コイイデザイン住宅でした！けど、建設会社は大変？

■　曽我部昌史先生による基本理念の説明
　どうして上勝町との付き合いが始まったか？　なぜこ
のコンセプトで基本設計に至ったか？　などなど、おも
しろおかしく、講義してくださいました。たっぷり質疑
応答などの時間も取って下さり、質問の嵐に！！
　（夜はもくさんの展示住宅にて個別の質問会も！）
■　県内交流会議を通じて・・・
　建築士会の皆様のご協力のおかげで、無事、終了・・・
会員皆様の交流や親睦が深まった事と思います。

●ほっとにゅーす●

小松島・勝浦支部　今岡　賦史
㈱もくさん　企画営業部長　上杉　王男

㈳徳島県建築士会　青年部事業　県内交流会議　IN　上勝町

県内交流会議 IN上勝（徳島県木材認証機構による）

㈱もくさん工場にて、　熱血案内人のU氏の説明レクチャー。

上勝にきて、よかったよ！（各支部・青年部メンバー談）



3

●支部だより●

『ひょうたん島ぐるっと川の駅』
徳島支部　後藤　和典

　H22.11.03、『あしたのひょうたん島プロジェクト
２０１０』の最大イベント『ひょうたん島ぐるっと川の
駅』が開催されました。この催しは、普段はひょうたん
島の周遊船は両国橋の新町川水際公園のボートハウスの
みを発着駅としているのですが、ひょうたん島の他の箇
所に「川の駅」を設けて乗降り自由とし、各駅でイベン
トも催しながら行われました。
　私は、昨年の秋頃よりひょうたん島事業に参加させて
頂いているのですが、イベントとしては初めて色々と参
加させていただきました。屋外で行われるイベントのた
め、何よりもまず当日の天候が一番の心配だったのです
が、Ｍ鍋氏をはじめ、（私以外の）メンバーの日頃の行
いがよいため、まずは晴天に恵まれたことが何よりでし
た（^-^）。
　当日は朝９時に全体総括のメンバーが両国のボートハ
ウスに集合し、その後スタッフ集合後打ち合わせをした
のち、各駅（両国橋・ボードウォーク・あわぎんホール・
助任川河岸緑地・徳住橋・万代町倉庫）へ各メンバーが
出撃し、10時よりスタートしました。
　私はメインステーションである両国橋ボートハウスの
駅長という大役を任されたのですが、諸般の事情によ
り!?10時開始前に、副駅長であるＡさんにその役を任せ

（決して逃亡したのではありません（^^;）、万代町のアク
アチッタフェスタで行われたワークショップヘ参加して

おりました。私が自転車にてアクアチッタへ向かうとき
は、両国は人影まばらで、万代町のほうも同じような状
況で、川の駅に人が集まってくれるのだろうか？と若干
不安な思いでワークショップヘと参加しておりました。
昼過ぎにワークショップが終了し、万代町の川の駅を覗
いてみると、乗船待ちをしている人々もおり、ほっとし
て自転車を飛ばし両国へ帰ると・・・・、
　両国の乗船場は、予想以上の活況を呈しておりまし
た！そこには両国のスタッフのみならず、全体統括であ
るＭ鍋氏と、更には同じ全体統括のＶａｎ氏が乗り場の
ところで忙しく乗客の皆様を案内しているではありませ
んか！結局、両国の乗り場は、15時30分頃まで混雑が続
きました。待ち時間が１時間以上となり途中で帰られた
方も多くなり、楽しみにきてくださった方々に申し訳な
く、それが第一の反省点であると感じました。
　その他今回様々な反省点や改善点はでてきましたが、
川の駅の可能性も感じることができました。それは今後
の定例会にて明確化していきます。また、Ｋ支部のＩ岡
氏のご協力で乗船客にアンケートを沢山ご記入頂けまし
た（^-^）。
　最後に、周遊船をフル回転で運航して頂いた新町川を
守る会の皆様方をはじめ、各団体の方々、スタッフの皆
様のご協力に、厚く御礼申し上げます。有難うございま
した！
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●あなたが出番●

平成22年度徳島県建築士会親睦ゴルフ大会
阿南那賀支部　松浦　浩二

　10月29日（金）恒例の建築士会親睦ゴルフ大会が阿南那
賀支部主幹により阿南カントリークラブにて開催されま
した。前回幹事支部のときは平成15年11月６日コート
ベールにて開催され参加者56名でした。私は受付を担当
しましたが、皆さんがラウンドしている間とても退屈
だったので今回はプレーすることとしました。
　10月19日（火）西田支部長と中山副支部長と丸山正弘さ
んと４人でケーズデンキにて賞品の買い付けにいき１等
は液晶テレビ、２等は･･･と41等までそしてニアピン・
ドラコン等の副賞や団体優勝等の賞品50品目を選ぶのに
大変苦労しましたが、途中からは自分の欲しい物ばかり
を選んだので楽しかったです。今回のコンペの段取りは
全て、丸山さんが引受けて下さいましたありがとうござ
いました。
　さて本番当日、初参加のため興奮して予定よりも早く
クラブに到着してしまいました。廻りを見渡しても建築
士会の方々はまだいないようでしたので、1人パターの
練習をして緊張をほぐすこととしましたが、思うように
ボールが転がらないので早々に切り上げフロントに帰る
と、丸山さんが受付の準備をして下さっていましたので
お手伝いと言うよりも隣で座って邪魔をすることにしま
した。続々と参加メンバーが受付を済ませ、いよいよラ
ウンド開始です。私のパートナーは小松島勝浦支部の坂
本 忠さんと尾山功一さんそして阿南那賀の横手晋一郎
さんの４人です。皆さんとは初対面でしたので、本当に
緊張します。朝一のティショットはただでさえ緊張する
のに、どうなる事やら、何とかヘアーウエイをキープし
ほっとしましたがその後は・・・・

　２ホール３ホールと過ぎるとパートナー間の緊張もほ
ぐれ、坂本さんの楽しいトークと尾山さんの人柄、そし
て横手さんの包容力に助けられ、私達パーティは和やか
に楽しくラウンドを終える事が出来ました。建築士会の
ゴルフコンペは世代間を超えた交流ができ身近に感じる
事ができるので、非常に良かったです。他の建築士会の
皆さんもぜひ次回は参加してみて下さい。
　表彰式では、泉副会長の挨拶そして幹事の西田支部長
の挨拶のあと、中山俊雄さんの県政にかける熱い思い
の挨拶がありまして成績発表に移りました。ハンディ
キャップはダブルペリアとし支部対抗の団体戦は、各支
部上位４名のネット平均にて競われます。優勝は小松島
勝浦支部トータル341　ハンディキャップ50.4　ネット
290.6　ネット平均72.65　準優勝は鳴門支部ネット平均
74.35　以下３位板野支部　４位美馬支部　５位阿南那
賀支部　６位徳島支部　７位三好支部　８位川島支部の
順位でしたグロススコアーでも小松島勝浦支部の圧倒的
勝利でした。個人戦においては鳴門支部の丹羽 悟さん
のネット68.4の堂々たる優勝でした。又ベストグロス賞
は私のパートナーの小松島勝浦支部の尾山功一さんの
トータル80でした。優勝された皆さんおめでとうござい
ました。又、参加していただいた皆様大変お疲れ様でし
た。そしてお世話いただいた阿南那賀支部副支部長夫人

（事務局）に感謝もうしあげます。
　次年度もぜひ参加して楽しみたいです。
　ありがとうございました。

団体優勝（小松島勝浦支部）
泉恭宏さん・尾山功一さん・坂本忠さん・松村敏宏さん

準優勝（鳴門支部）
丹羽悟さん・友枝幹雄さん・立花薫さん・竹内郁夫さん
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　去年の11月末に第１回を行った本イベントも、大小合
わせると今回で４回目。スタッフも慣れたもので、事前の
準備、当日の運営にも、多少ながら余裕が出てきました。
　身近な建築である住宅について、興味を持ってもらう
きっかけになればとの思いから、建築に関する学習「家
ができるまで」を行ったり、去年の開催時に参加者から

「屋根を作るのが難しかった」という意見が多く出た為、
屋根のかけ方の説明をするとともに、屋根の形状につい
ての学習なども取り入れたりしました。これらの取り組
みにより、建築士会が開催する「お菓子の家づくり」と
いう特色も出せたのではないかと思います。

　また、「完成見学会」と称して、完成したお菓子の家
を紹介するのですが、今年度からは、参加者全員の作品
を紹介するような形式にし、参加者に充実感を持っても
らえるような取り組みも行いました。
　今回の参加者は保護者をあわせて37人、24軒のかわい
いお菓子の家が完成しました。参加者のお子さんが小さ
かったこともあり、家の形作りは、主に保護者の方がし
ていたのですが、飾り付けになると、お子さんの表情が
いきいきとし始め、色とりどりのお菓子を使って、思い
思いのお菓子の家を作っていくのが印象的でした。
　事後アンケートでは、なんと全員が「とても楽しかっ
た」と回答していただき、「家ができるまで」の説明も
ほとんどの参加者から「よく分かった」という回答をい
ただくことができました。保護者の方からも、「楽しい
上に勉強になった」というお声をいただき、また新聞や
テレビ等のメディアで紹介されるなど、多少なりとも士
会活動の広報が出来たのではないかと思っています。
　今年度は、建築士会より助成金をいただいたことも
あって、回数、内容ともに充実した開催となり、2月13
日（日）には、阿南支部さんとの共催で、もう一度イベン
トを開催する予定です。皆様のお手伝い、また、お子さ
んとご一緒でのご参加をお待ちしております。

女性部からのお知らせ女性部からのお知らせ
■ 定例会のご案内
１月22日（土）　午後3時～　士会会議室にて
お茶とお菓子を頂きながら１年を振り返りましょう。

●女性部通信●

「お菓子の家をつくろう」
徳島支部　蓑田　仁美

▲どれでつくろうかな？材料のお菓子を探してます。

▲形作りは慎重に。真剣そのものです。

▲できたよー！わたしのおうち♪



6

●士会だより－本部●
建築士試験・各種講習会の監理員及び講師、相談員等募集のご案内

　この度、本会で行っております業務を登録制とするこ
とになりました。つきましては、下記の通り登録希望者
を募集いたしますのでご案内申し上げます。来年度（平
成23年度）からはそれぞれの登録者の中から選任し、そ
の業務にあたっていただくようになります。ご希望の方
は下記申込先までお申し込みください。また、業務内容
など詳しい内容につきましてはお問い合わせください。
※ 経験豊富な団塊・シニア世代のみなさまもぜひ積極的

にご協力お願いいたします
募集する人員
・建築士試験監理員及び各種講習会監理員
・建築士試験の受付担当
・各種講習会における講師
・建築相談における相談員
登録の条件
・ これまで建築士会の様々な事業への貢献、協力して頂

いている会員
・ それぞれの業務に対して、責任を持ち優先して協力し

ていただける会員
申込〆切：平成23年２月28日（月）
申込先・問合せ先：（社）徳島県建築士会事務局
〒770-0931　徳島市富田浜2-10
Tel　088-653-7570　FAX　088-624-1710
●士会だより－本部●
平成22年度　二級建築士免許証交付式のご案内
日　　時：平成23年１月21日（金）　10：00 ～
場　　所：徳島県庁602
各支部の皆様、よろしくお願いします。

親睦ゴルフ大会が開催されました
　去る10月29日、阿南カントリークラブで親睦ゴルフ大
会が開催されました。参加者41名。結果は次の通りです。
主催の阿南・那賀支部の皆様お世話になりました。
支部対抗　優　勝　小松島・勝浦支部
　　　　　準優勝　鳴門支部
　　　　　第３位　板野支部
個　　人　優　勝　丹羽　　悟　　ネット68.40
　　　　　準優勝　泉　　恭宏　　　　　70.40
　　　　　第３位　尾山　功一　　　　　70.40
●士会だより－徳島支部●
「オール電化給食センター施設見学会」のご案内
日　　時：平成23年2月2日（水）午前8時～午後6時
見学場所：宇多津町学校センター ･坂出発電所･坂出

LNG（株）
参 加 費：無料　定員20名（他支部の方もＯＫです。）
申込締切：１月13日（木）
申 込 先：支部事務局　Tel 088-653-7570
●士会だより－女性部●
イベントのご案内「お菓子の家を作ろう」

日　　時　平成23年２月13日（日）  13：30 ～ 16：00
開催場所　阿南市科学センター　観察実験室  
　　　　（阿南市那賀川町）駐車場有り
参 加 費　500円　　
定　　員　20名　小学3年生以上
問合わせ　阿南那賀支部　TEL　0884-44-6363
●士会だより－徳島支部●

スキーツアーのご案内
スキー場　兵庫県　ハチ北スキー場
日　　時　平成23年２月５日・６日（土・日）＊出発
宿　　泊　マウンテンリゾート弥生（夕食・朝食付）
住　　所　兵庫県美方郡香美町村岡区大笹９９１
　　　　　TEL0796-96-0321
参 加 費　20,000円～ 25,000円程度
　　　　　（リフト、貸しスキーは別）
申 込 先　徳島支部　西條まで　TEL088-653-7570
締 切 り　平成23年１月21日（金）
※参加者が少ない場合バスツアーは中止になることがあ
りますのでご了承お願いいたします。

佐藤さん･まきちゃん　おめでとう!!
まちなみ連にいつも参加してくれてる、岡山県建築士会
のご両人がご結婚されました☆
結婚披露パーティーに我らまちなみ連が踊りこんできま
した。とてもよいパーティーでしたよ。

　
◆どんなけ～～ （ゲゲケの源太郎）
◆そうなの～～ （酎西）
◆この前ハリーの最新作映画、観てきました！めっちゃ
よかった！おすすめ！！ （ハリー）
◆700回万歳!!　クラモリ万歳 （ひとはたうさぎ）

建築士会本部行事案内　平成23年

編集後記

１月 ２月
５日　新年あいさつ・一日会 （県庁、市役所）
12日　建築相談 （士会会議室）
19日　建築相談 （　　〃　　）
21日　二級建築士免許証交付式 （県庁602）
27日　応急危険度判定士資格認定講習会 （建設センター）

１日　一日会　支部長・事務局長会議 （士会会議室）
３～４日　中四国ブロック会議 （島根県）
６日　防災訓練（渭北地区） （助任小学校）
９日　建築相談 （士会会議室）
10日　総務委員会 （　　〃　　）
13日　定期講習会 （建設センター）
16日　建築相談 （士会会議室）
26 ～ 27　「あるでないでええ景観・写真展」 （文化の森近代美術館１Ｆ）


