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　平成23年７月１日　建築士の日　徳島県建築士会の県
下統一イベントとして、建築無料相談の開催ならびに小
旗によるＰＲを行いました。小旗による建築士の日のＰ
Ｒならびに、建築無料相談にご賛同いただき、ご参加い
ただいた会員のみなさまにお礼申し上げます。ご協力あ
りがとうございました。建築無料相談に参加いただいた
会員は、県下で79名、開催場所は77カ所、一人で複数日
相談を受けられた方も多く、開催日数は延べで115日と
なりました。

　各支部での実施状況報告が地域貢献活動委員会メン
バーより届きましたので、以下にご報告させていただき
ます。徳島支部では、28名が建築無料相談を実施しまし
た。 （徳島支部：中野）

　阿南那賀支部では、私を含め５名の相談員が対応しま
した。私は１、２日の午前中に耐震とリフォームを対象

として受付けましたが、相談者は来られませんでした。
他の相談員にも連絡しましたが相談はなかったようで
す。 (阿南那賀支部：村上)

　美馬支部では４名が無料相談を実施しました。上柿支
部長の所には建築相談に来られました。他には相談者は、
いなかった模様です。美馬では毎年絵画展の際に建築相
談をしているので、そちらの方が認知度が高いのかもし
れません。 (美馬支部：田渕）

　今回は、はじめての試みでしたが、7月１日建築士の
日のＰＲとともに、相談件数は少なかったものの、気軽
に相談に乗ってもらえる建築士が身近にいることを地域
の方々へ知ってもらうよい機会になったと思っていま
す。今回の実施状況の反省を踏まえ、また来年の建築士
の日の企画につなげていきたいと考えております。ご協
力ありがとうございました。

●とぴっくす●

７月１日 建築士の日 建築無料相談 ＆ ＰＲ小旗　報告
㈳徳島県建築士会地域貢献活動委員会

㈳徳島県建築士会 7月１日建築士の日 統一イベント

徳 島 支 部 28名 26カ所  39日
鳴 門 支 部 10名 10カ所  12日
小松島・勝浦支部 １名 １カ所  １日
阿 南 ・ 那 賀 支 部 ５名 ５カ所  ７日
海 部 支 部 ３名 ３カ所  ３日
板 野 支 部 ７名 ７カ所  10日
川 島 支 部 ５名 ５カ所  14日
美 馬 支 部 ４名 ４カ所  ８日
三 好 支 部 16名 16カ所  21日

集　　計 79名 77カ所 115日
建築無料相談登録会員集計リスト７/ １, ２, ３日

徳島支部会員事務所前 ⎝ 徳島市川内町⎠

阿南･那賀支部会員事務所前 ⎝ 阿南市那賀川町⎠

美馬支部会員事務所での建築無料相談受付状況
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■街づくりデザイン賞
　優れた計画により造られた建築物等が都市の美化、都
市環境の向上に大きな役割を果たしていることから、徳
島市ではその奨励と顕彰をはかるため「街づくりデザイ
ン賞」を設けており、今回は第13回目として実施するも
のです。
　この賞を通じて、市民の街づくりに対する意識を高め
ていただくとともに、より一層個性と魅力ある街づくり
を推進したいと考えております。
■募集対象
　徳島市の魅力ある街づくりに貢献していると思われる
建築物、彫刻、モニュメント、生け垣、広場、前庭、サ
イン、看板、道路などとそれらを生かした街並みで、平
成20年４月以降に完成したもの（増築、改築、修景、模
様替えを含む）。生け垣などは完成時期は問いません。
■募集期間
募集期間　　８月１日㈪～９月３０日㈮
■募集方法
　○自薦・他薦は問いません。
　○ 推薦用はがきまたは郵便はがき（当日消印有効）、

FAX、電子申請にて次の事項を記入の上、推薦く
ださい。　（１通に対して推薦物件は１件とします）

　①推薦建築物などの名称、所在地、完成時期
　②推薦理由
　③推薦者の氏名、住所、郵便番号、連絡先

■送り先
　〶770︲8571　徳島市幸町２丁目５番地
　　徳島市　都市政策課　「街づくりデザイン賞」事務局
■審査・表彰
　選考委員会で審査を行い、12月頃（予定）に「街づく
りデザイン賞」を決定します。受賞した建築物などの建
築主、または築造主（国および地方公共団体は除く）に
は賞状と表彰銘板を、設計者および施工者には賞状と楯
を贈呈します。
　なお、推薦者には抽選で記念品（ひとり１点）を贈呈
します。

●ほっとにゅーす●

第13回 街づくりデザイン賞 募集始まる
徳島市 都市政策課

◆第12回街づくりデザイン賞「蘇る路地裏賞」◆
［MEITEN-GAI］（徳島駅前名店街）

◆第12回街づくりデザイン賞「グリーン協調賞」◆
［O邸～ T邸の前庭］

◆第12回街づくりデザイン賞「和のうるおい賞」◆
［風游の家］
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　はじめまして。２年前に日和佐に引っ越してまいりま
した。今年はじめて建築士会の支部総会に出席させて頂
きました。懇親会では少し飲みすぎてしまいましたが、
いつも一人でしこしこ仕事しているので、久しぶりにに
ぎやかに飲めて楽しかったです。景気の悪い中ですが、
皆さん頑張っていらっしゃるのだなと感じました。今後
ともよろしくお願いします。
　埼玉県で構造設計事務所を開いて20年ほどやっていま
したが、子供達が独り立ちした機会に故郷である徳島(実
家は旧相生町)に帰ってきました。今でもまだほとんど
は関東方面の仕事ですが、メ−ルで図面や計算書をやり
取りしています。便利な時代になりました。確認審査の
訂正事項も担当者とメ−ルでやりとりして確定したもの
を意匠事務所に送って処理してもらっています。
　実家は那賀町なのになんで日和佐なのって時々聞かれ

ます。子供のころよく薬王寺のお参りに連れて来ても
らっていました。そこから見た日和佐の町並みと海の景
色が、山育ちの私にとっては理想的な町のように思えた
ものでした。東京育ちの妻もこの町を気に入ってくれた
ので、ここに住むことにしました。
　なんといってもお気に入りは豊かな自然の風景です。
家から歩いて10分で千羽海崖の中腹にある四国の道に着
きます。また車で5分の南阿波サンラインや大浜海岸に
も仕事の合間の気分転換によく行きます。清流日和佐川
もすぐ近くです。なんて贅沢な所に住んでいるのだろう
と思います。また県南地域は昔からの祭りや行事がよく
残っているなと感じます。特に秋祭りはそれぞれ地域ご
とに勇壮な祭りが目白押しです。みんなに自慢ができる、
住んでよかったと思える町です。

引っ越ししました、よろしく
海部支部　黒崎　宏行

●支部だより●
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●あなたが出番●

建築士会･２支部合同研修旅行！
合同研修旅行も、ええもんかもしれん･･･  REN・連･レン

小松島・勝浦支部　今
いまおか

岡　賦
た け し

史
■支部研修旅行も･･･
　今回も、当支部の事務局の大木さんより、『たけし君、
まちかどの支部だより、書いてくれよ。事務局の小川さ
んには、連絡しとくから！』と、相変わらずの連絡でした。
今回、２年に１回の支部研修旅行を、阿南・那賀支部の
皆様と、合同で研修旅行を楽しんだので、ご報告をした
いと思います。ちょっと、真面目過ぎる内容です･･･
■阿南・那賀支部さんと、研修旅行費をコストダウン！
　今回の支部研修旅行は、当支部での参加者減というこ
ともあり、ﾊﾞｽ代金や宿泊費の圧縮も含め、阿南・那賀
支部さんと、合同でいく、研修旅行を企画して頂きまし
た。支部青年部長の私も、一枚、カンデイタ次第であり
ます。建築士会だから、当然、研修（建築の･･･）も必要
ということもあり、旅行先が名古屋方面であることから、
窯業系サイディングメーカーの、㈱ニチハ･名古屋工場
見学を、賛助会員の私が、段取りした次第であります。
※ＪＡＳＳ27の標準仕様書も改定になったことですし･･･

■ニチハ㈱　名古屋工場をみて、しる･･･
　残念ながら、工場内は、撮影禁止でした。窯業系サイ
ディングの製造ラインをみますと、『うわ！　こんなつ
くり方で、成形しているの？』という、驚きと感動、そ
して、塗装ラインの濃厚な匂いが･･･　僕を、クラクラ
してくれるようでした。
　しかし、優れた製造ラインで生産された建築資材で
あっても、材質を熟知した上で、用途に対して、正しい
施工を実践しないと、本来の性能を発揮できない･･･改
めて、研修会で、思い知らされた次第です。

■合同研修会の効果は･･･
　今まで、小松島・勝浦支部では、本当に、いつも、懇
親を大切にした、楽しい研修旅行でした。
しかし、今回、別支部の会員さんとの交流もあり、色々
な方とのお話の中から･･･　僕って、一応、建築士だっ
たんだ！と実感した次第です。

■合同研修旅行を通じて・・・　連（レン）を知る･･･
　阿南・那賀支部の皆さんと、２日間、旅行をともにし
て、感じたことは･･･　やはり、連（レン）というものは、
いいもんだな～ということであります。個人個人では、
なかなか自己成長しにくいものですが、連（レン）によっ
て建築士会の会員さんと知り合うことで、何か、触発さ
れ、自分に、更に、磨きをいれようという気持ちも、Ｕ
Ｐ･ＵＰ！支部合同研修旅行は･･･最高ですよ！　秋田町
よりも･･･
　阿南・那賀支部の皆様、今回の研修旅行に参加できて、
僕は、少し幸せです。本当に有難うございました。　レン。

さすが･･･　建築士会の力は･･･　すごいものです！

モエンサイディング勉強会。（on 平成23年7月11日）

コレ、一番の楽しみ！　　産地原産のおみやげ市場！
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　ＬＥＤ ｄeものづくりwith地域の子どもたちのワーク
ショップを６月26日の日曜日に開催しました。
　４回目とあって、参加者がどのくらい来てくれるのか
ちょっぴり心配しながら、東新町へ。コルネの泉の前の
空き店舗をお借りしました。
　雨が降っていて、マルシェのお店が、ボードウォーク
から東新町での開催に変更になっていて、たくさんの人
が、来ていました。昔の新町のようでした。ウン十年前
の丸新があった時のよう。いえ、やっぱりウン十年前の
方が多いかな。
　おいしそうな匂いに誘われつつ、準備しましたが、何
度もしている事もあり、早く済んだと思います。
　申し込みいただいていたお子さんや、通りかかりの参
加の方、計24名の方に、藍谷先生のお話しと、プロジェ
クターを使っての説明を聞いていただきました。
　そして、ＬＥＤの基盤がついているものへ、飾り付け
していきます。小学生の女の子たちは、かわいらしく作
り上げていきます。男の子は、独創的な飾り付けになり
ました。小学生のお子様でしたが、男の子女の子がある
のかと感心してしまいました。また、親子で、いろいろ
話し合いながら作っているのを見ると、ほほえましく
思ったりもしました。

　仕上がったものは、写真を撮らせていただきましたが、
みんな大事そうに見せてくれます。もくもくと作業をし
ていた子どもが、うれしそうに見せてくれるのは、こち
らまでうれしくなります。
　地域の活性に一役かっているとは言えない回数です
が、東新町があることを認識してもらい、楽しい時間を
提供できればいいと個人的には思っています。
　最後に、いつもお手伝いくださる青年部の方にもこの
場をお借りしてお礼申し上げます。

●女性部通信●

第４回LED de ものづくりに参加して。
徳島支部　植田　悟美

女性部からのおしらせ
■建物見学会のご案内
　10月29日㈯　
　見学場所：近江八幡（滋賀県）
※ 見学先等詳細は決まり次第、女性部MLでお知

らせいたします。
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●行政ニュース－徳島市●
第13回徳島市「まちづくりデザイン賞」

　今、うるおい、やすらぎ、ゆとりなどの精神的・文化
的ゆたかさに配慮した街づくりが求められています。本
市では、優れた計画により造られた建造物等が都市の美
化や都市環境の向上に大きな役割を果たしていることか
ら、その奨励と顕彰を目的として昭和60年度から徳島市

「街づくりデザイン賞」実施しております。この賞にふ
さわしいと思われる建築物等をご推薦下さい。
■推薦の方法
○自薦、他薦は問いません。
○ 推薦用はがきまたは郵便はがき（当日消印有効）、

FAXにつぎの事項を記入の上、推薦下さい。（１通に
対して推薦物件は１件とします。）

①推薦建築物等の名称、所在地、完成時期
②推薦理由
③推薦者の氏名、住所、郵便番号、連絡先
■推薦期間　平成23年８月１日～平成23年９月30日
■送 り 先　770︲8571 徳島市幸町２丁目５番地
　　　　　　徳島市都市整備部まちづくり推進総室
　　　　　　都市政策課「街づくりデザイン賞」事務局
　　　　　　TEL 088︲621︲5249　FAX088︲621︲5273

●行政ニュース－徳島県●
安藤忠雄氏が講演します

　8月27・28日に「防災・減災フォーラム2011 in徳島」
が開催されますが、このフォーラムにおいて建築家の安
藤忠雄氏が基調講演を行い、続くパネルディスカッショ
ンにも参加の予定です。
と　　き　平成23年８月27日㈯14：00 ～ 17：30
と こ ろ　アスティとくしま多目的ホール
基調講演　14：35 ～ 15：45 安藤忠雄氏「東日本大震災から」
　８月22日㈪までに、お名前、お住まいの市町村を記入
し、「全体会（８/27）アスティとくしま参加希望」と書
いて、ファクシミリでお申し込みください。
送り先　県危機管理政策課　ファクシミリ 088-621-2987

●支部だより－徳島支部●
阿波踊りのお知らせ

　徳島の夏と言えば阿波踊り、徳島支部「まちなみ連」
にとって19回目の熱い季節の到来です。今年も８月12日
㈮と８月14日㈰の2日徳島市の演舞場や踊り広場に繰り
出す予定です。当日は懇親会で気分をのせた後、「まち」
に繰り出します。
■当日の予定
○８月12日㈮
　集合時間：午後４時30分
　集合場所：建設センター３F　菊の間
○８月14日㈰
　集合時間：午後４時
　集合場所：建設センター６F　大会議室
　初めての人、子供達、多くの会員の参加をお待ちして
おります。浴衣や子供の法被は支部で用意します。
お問合せは、徳島支部事務局(tel:653-7570)まで

●士会だより－ＯＡ研究会●
「JWWCAD 交流会 in 徳島」のお知らせ
　昨年大分県別府市「山田別荘」で開催したJWW交流
会は、今年徳島で開催致します。
　開催日：2011年10月８日㈯、９日㈰ 
　会　場：清流の郷「ブルーヴィラ　あなぶき」 
　　　　〒777︲0006 徳島県美馬市穴吹町口山字丸山１
　（宿泊者多数の場合は、宿泊場所変更もあります） 
　料　金： 男13,000円、女11,000円、小学生以下7,000円

宿泊しない方5,500円、の予定で交渉中。 
※ 参加予定人数把握のため、７月９日㈯までに仮予約の

申込をお願いしたいと存じます。 
幹　事　SANO 
補　佐　四國三郎　タンバリン　他有志一同

◆はじめての腰痛。まじで痛い。 （ぺぺい）
◆腰痛の先輩です。 （ヘルニア娘）
◆私は頭痛。編集長は胃痛。 （ひとはたうさぎ）
◆僕は腹痛でお腹ピッピッ （酎西）

建築士会本部行事案内　平成23年

編集後記

８月 27日　２級製図講習会 （士会会議室）
28日　２級製図講習会 （　　〃　　）
31日　２級製図講習会 （　　〃　　）１日　一日会＋支部長・事務局長 （士会会議室）

４日　委託業務委員会 （　　〃　　）
５日　事業委員会 （　　〃　　）
６日　２級製図早期講習会 （　　〃　　）
10日　住宅相談、アーバン研 （　　〃　　）
12日　まちなみ連阿波踊り　
14日　建築講演会、まちなみ連 （建設センター６階）
17日　住宅相談 （士会会議室）
18日　専攻建築士評議委員会 （　　〃　　）
19日　まち研 （　　〃　　）
24日　総務委員会 （　　〃　　）
25日　財務委員会 （　　〃　　）
 〃 　活動支援助成団体選考会 （　　〃　　）

9月
１日　一日会 （士会会議室）
３日　２級製図講習会 （　　〃　　）
４日　　　　〃　　　 （　　〃　　）
５日～８日　２級製図会議室夜間開放 （　　〃　　）
９日　２級製図講習会 （　　〃　　）
11日　２級建築士試験（製図） （徳島大学）
14日　住宅相談 （士会会議室）
21日　建築士定期講習 （建設センター７階）
 〃 　住宅相談、ＯＡ研究会 （士会会議室）


