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伝統的建造物保存地区
日田市豆田町（商家町）
大分県西部に位置する日田市豆田町は、近世
初期に建設された城下町から商屋町へと返還し
た。寛永16年（1639）に幕府の直轄地となっ
てからは、九州における政治・経済の中心地と
して発展した。南北２本の通りと東西５本の通
りによる整然とした町割を残し、各時代で特色
ある多様な建築様式は、変化に富んだ街並を形
成している。

青年部会長 後藤 憲二
九州ブロックでは、毎年基本的に６月に 建築士の
集い ２月に 九州パッション を開催しています。
今年の 建築士の集い は、私達の地元大分県での
開催です。
（大会会場：大分文化会館）
建築士の集いは、地域実践活動の発表の場として開
催することを主眼とし、同時に時代背景としての建築
業界が置かれている諸問題をより良く改善する為には
どのような方策が適切なのか、私達建築士一人一人が
どのように考えるべきか、ワークショップ等によるグ
ループ討議を行うことを目的としています。
夜は、懇親会をトキハ会館にて開催します。九州各

地域実践活動の発表に関しては、今年の全国大会
（北海道帯広で９月に開催）のテーマ

北の大地で考

える建築士の役割 に因み、ここ九州で行われている

県から集まった建築士同士が情報交換をしたり、新し
い友人を作り交流を深めてください。

地域密着型の建築士会の活動についての発表を行って

今回は、アトラクションとして女性部の有志と事務

いただきます。今回の建築士の集いでは、九州各県よ

局の川村さんが、
佐賀関の早吸太鼓の皆さんと競演し、

り１名の代表を選出して頂き、全体会で発表していた

和太鼓の演奏を行います。

だきます。最優秀の発表者については、今年の全国大
他県で開催される建築士の集いやパッションは時間

会において発表となります。

の都合等で今迄参加されていない皆様は、今回是非参
今年より九州ブロックの規約が改正され、建築士会

加してみてください。

の原点ともいえる地域実践活動の発表は、建築士の集

建築士会への入会を呼びかけている方等がいました

いの全大会の中での発表となりました。今回の建築士

ら、今回の建築士の集いへ参加してもらい、建築士会

の集いでは、分科会は３分科会とします。各分科会を

の活動への理解を深めていただいてください。

簡単にご紹介します。
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中津支部

椛田 康男

私事で恐縮ですが、この度大会にて、私、連合会長
表彰を頂き、身の引き締まる思いでありました。微力
ですが、今後とも会のために尽くすつもりです。推薦
して頂きました大分県建築士会に感謝の意とお礼を申
し上げます。
さて、我々中津支部（７名）は、出来たての北九州
空港より出発しました。有楽町駅で下車、東京国際フ
ォーラムを見学し、昼食は築地で美味しい寿司でもと
思い、築地市場まで銀座の通りを歩きました。市場の
喧騒の中で「30食限定残り９食」の呼込みにその店
日光金谷ホテル

に飛び込みました。注文の寿司が出て、食べ始めたと
き、
「30食限定すぐなくなるよ」のその店の呼込みの

一日目の宿は、栃木建築士会のある支部長さんおす

声に唖然とし、つくづく「田舎者」を感じましたが、
腹が肥ればそんなに腹も立たず東京駅より一路JRに

すめで、日光金谷ホテルに宿泊しました。このホテル

て、大会会場の宇都宮市文化会館へと向かいました。

は、明治26年建設の現存する日本最古の西洋式ホテ

式典に出席、各フォーラムのブースものぞき、気にな

ルです。明治期の洋風建築を堪能しました。次の日の

っていた屋台の餃子も食し、暗くなる頃JR日光線に

エキスカーションは、Dコース世界遺産・日光の社寺

乗りました。

コースに参加しました。圧巻は、部屋数106室、床面
積4,471㎡の大正天皇の旧日光田母沢御用邸でした。
この建物は純和風木造建築で、木材をはじめとした質
の高い材料を用い、品があり穏やかで質素な建築でし
た。二日目の泊まりは、旅費を安くする為東京で、三
日目は横浜、鎌倉と足を伸ばし、三日間の旅行をおえ
ました。

旧田母沢御用邸
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別府支部 浅野 健治
１月26日、27日の２日間、連合会まちづくり委員会主催のまちづくり会議が開かれた。
「建築士は景観まちづ
くりにどう取り組むか」と題して、各地の事例報告、ワークショップ形式の討論を展開した。
今回、初めての参加であったが、全国の建築士の熱い風を全身に受けて、身を焦がして昇天する思いだった。
大概２日目は何割かの参加者が欠席するのだが、
今回は２日目も全員が参加して討論するという白熱ぶりだった。
ただ気になるのは、いくつかの建築士会が既に取り組んでいる景観整備機構である。この機構については未成
熟な面を感じている。今後、熱心な議論が各県で交わされるであろう。

会議の様子

ワークショップの成果
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作業開始、よほどハッピが気に入ったのか暑かった
せいか、ハッピは大事にしまいこみ体育着姿で作業を
行い、そうこうしている間に某新聞社の方が取材に、
あわててハッピを着てインタビューを受けていまし
た。
中学生ともなれば体格は大人並み、現場に８人入れ
ば蒸し風呂状態、交代で作業を行ったのですが、作業
佐賀関支部 佐々木 浩

では疲れず、休み疲れたら作業をするという始末。こ
の先うまく続くのかと不安の中、１日目が終了しまし

佐賀関支部では、
「子ども大工道場」を行うにあた

た。

り佐賀関中学校の野球部員の３年生、８名が大工道場
に挑戦しました。せっかくの事業なので卒業記念、そ
して野球部の後輩達に何かを残したいとの要望があ
り、グラウンドに「ダックアウト」を造る事に決まり
ました。

（夏真っ盛り暑い中、しかも場所はグラウンド、生徒
は野球部で体を鍛え上げ、熱さなどへっちゃら、それ
とは対照的に1人２人と影へ脱落していく士会員、保
険を掛ける対象を間違ったかなと思う・・・）
＜やけにおとなしい？生徒達＞

士会のメンバー・生徒たちが緊張したなか、入門式
本格的な基礎工事になると、さすが野球部。自分た

を終え、実習１日目地鎮祭から行い、各行事共キャプ

ちでわかる範囲は、チームワーク良くこなして作業を

テンを中心に行いました。

進め、鉄筋型枠工事に入ると面白くなったのか「ここ
結べ・釘！板！」と自分達で声を掛け合い作業を進め
ていくが、コンクリート打設時、型枠の横からコンク
リートが・・・。

＜エイ！ エイ！ この頃はまだ腰が入っていません!!＞

実習に入る前のＫＹミーティングでは、子ども達か
ら「草むらから蛇が出てきてかまれる」
「蜂が飛んで
きて刺される」など大笑い、なかなか我々では見えな
い危険？を出していました。ここでやっと会員と子供
実習３日目はブロック積み。レベルの測量練習。こ

たちが和んだように見えました。
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最後に完成品「ダックアウト」の前で記念写真を撮

のときばかりは全員機械に群がり一生懸命。
「誰が積
んだんか、曲がっとる」
「ちょっと代われ」
「ちょっと

りお開きにしました。

待て」とやる気満々なミニ棟梁達です。
（
「こんなんつまんのか」と本物の棟梁より激が、棟梁
自らブロックを積み替える場面も）

実習４日目は木材加工。さすが男子、初めてみる機
械ばかりに興味深々。レバーを下げるだけのほぞ取り
機では「スゲー」
「次は俺」
「オモシレー」と一生懸命
に、
「穴がほげん」
「力いれんか、なにしよんのか」と
棟梁よりまた喝が・・・この頃から打ち上げ（焼肉）
（実習期間中、事故も無く無事「ダックアウト」を完

に心が・・・。

成したこと、実習生は勿論の事、支部長が一番感激し
ていました）
実習生については、この事業に対して１人でも、建

最終日建て方屋根張り塗装工事。棟梁より「力入れ
ー、離すな」と指示が。120×300×６ｍの梁を掛け、

築の面白さ、厳しさ等少しでも理解し建築に興味を持

ビス打ちにおいては「俺にもさせて」
「ちょっと待て」

ち、又事業に率先して参加をし、楽しむ、その事業を

と面白いのかインパクトに人気が集中、ペンキ塗りに

やり遂げた自信、喜び、感動を忘れずに、ひとまわり

いたっては、刷毛を持って離さない生徒までも面白く

もふたまわりも人として大きな人間に育っていっても

なってやめられないのか、それとも打ち上げ（焼肉）

らいたいと思います。

の話が出るまでやめないのか？

最後にこの場をお借りいたしまして関係者の方々、

そして終了式、入門式に比べ落ち着いている姿を見
て彼ら自身何らかの自信が付いてきたのかなと感じま

協力業者の方々にお礼申し上げます。
「長い間ありがとうございました」おおいた子供大

した。

工道場（佐賀関道場）実行委員一同
P.S.
「焼肉うまかったなぁ〜
今回は肉だけだったけど成人したら
おじさんたちとゆっくり飲もう！」
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玖珠支部 佐藤 誠司
昨年の６月『子ども大工道場』に小・中学生11人
が入門しました。地元龍門地区から『龍門の滝バス停』
を作ってほしいという強い要望があり、バス停を作る
ことになりました。
この建物を作ることにより将来玖珠地区より優秀な
棟梁がたくさん育ってほしいという願いから地元龍門
地区、その他大勢の皆様方の御協力により道場の開門
の運びとなりました。約半年間の足跡を追ってみたい
と思います。
７月26日

地鎮祭

この日は真夏なみの暑さの中、テントを建て、神事、
鍬入れと沢山の方々の御出席をしていただきました。
又テレビ中継もあり、地鎮祭終了後、大工棟梁の木材
加工場で、鉋がけ、鋸により木材切断などの実習も行
いました。テレビ中継を意識しながら子供達は、真剣
に実習に取り組んでいました。
８月10日

ベンチ作りに挑戦

棟梁の指導を受けなが
ら真剣に取り組む子ども
達でした。段々上手くな
りやめられなくなりまし
た。
ちょっと休憩でも建物
の建て方をイメージして
積み木を楽しんでいまし
た。きっと子ども達の中
で建物のイメージができ
たのではと思いました。

土間コンクリートに、記念の手形とサインも刻みま
した。生涯において、いい記念として残るでしょう。
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８月28日

上

棟

10月４日

森林教室参加

この日は、
天候もよく絶好の棟上日和となりました。

西部森林管理署の方々

又、地元婦人会の手作りの餅で、餅まきも行いました。

による山を守り育てる意
味など貴重な話を聞きま
した。
西部森林管理署の方々
大変貴重な御話をありが
とうございました。
11月５日

大分県技能士大会の応援

玖珠の先輩達の応援に
いきました。先輩方の技
能大会に真剣に打ち込む
姿を見て、我こそもとお
もったのではないでしょ
うか。
１月27日

JWCADによるパソコン教室

１月30日

終了式

玖珠土木事務所にて、
「平成18年度おおいた子ども
大工道場終了式」が行われました。
子ども達がこの道場を通じて、木造建築のすばらし
さを感じたのではと思っています。そしてこの玖珠地
区より次の世代を担う多くの棟梁が誕生することを心
より願っています。
最後にこの「おおいた子ども道場」に協力してくだ
さった多くの関係者の方々に心より御礼を申し上げま
す。本当にありがとうございました。
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「おおいた子ども大工道場」佐伯を運営して
佐伯支部 高瀬

泉

「おおいた子ども大工道場」佐伯は、平成18年９月
より計７回に亘り開催しました。子ども達に大工や棟
梁の指導のもと木造建築の建築過程を体験させること

その後、地鎮祭では神主により玉ぐしのお供え方な

により、技術の習得や心身の鍛錬を行い健全な育成を

どを習い、子ども達も神妙な顔つきで鍬入れを行って

図るとともに、地域の活性化や伝統技術の継承等を目

いました。木材の加工等は、協力業者により無償で木

的として行われたものです。

材や場所を提供していただき、11月には棟上式を行
いました。小雨の中、予定通り建物の骨組が完成し全
員でおもちなげ「しとぎ」を行いました。事前に地域
に知らせていたので地域の子ども達や校長もかけつけ
て頂き盛大に行うことができました。最後は11月25
日に落成式を終え、
立派な一輪者置場が完成しました。
この「おおいた子ども大工道場」を運営して感じた
事は、予想以上に子ども達や保護者の物を作る事への
意識が高く、毎回全員が参加し（関係者も含め延107
人が参加）
、会を重ねるごとに内容が深くなっていっ
たと言う事です。工事責任者の吉田博幸氏や柳井次信
棟梁の熱心なご指導と、佐伯建築士会員の協力により
無事終了し感謝しています。何よりもこの道場に参加
した子ども達のいきいきとした眼差しに元気を貰い、
建築の仕事のすばらしさを子ども達に伝えることがで
き、建築士として仕事とはまた違った充実感を得るこ

佐伯市立渡町台小学校の６年生８名が参加し、佐伯

とができました。

市立渡町台小学校グランドに、木造平屋建て床面積
9.00㎡の一輪車置場を、地元の佐伯森林組合や、マ
ツオカ製材所の協力のもとに子ども達と一緒に建築し
ました。
第１回入門式は、９月23日（土）に佐伯広域森林組
合にて、子供達８名と保護者や建築士会井上支部長、
工事責任者の吉田博幸氏をはじめ35名の参加者で行
いました。
初めに「おおいた子ども大工道場」の内容説明の後、
森林組合伊藤信実氏より「木が山で育ちやがて木材と
して製品になる話」の講演をして頂き、各自己紹介の
後一輪車置場建物の内容や今後のスケジュールの打合
せ等を行いました。
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大工道場を終えて

「大工道場」

T・K君

ぼくは、大工道場をしてみて、いろいろなことを学びま
した。
すみつけや、切り方、くみたて方などを学びました。大
工の楽しさおもしろさを学びました。短時間の中で大工
をできて本当に楽しかったです。
最初はまったく大工のことを知りませんでした、でも
終わってからは大工のことがけっこうわかっていたので
よかったです。
これらの経験を生かし将来にやくだてていきたいと思
います。
大工道場で教えてくださったみなさんありがとうござ
いました。

T・S君

大工道場をして、木の切り方や家の設計のしかたを教
わりました。
家を作るのはむずかしいんだなーと思いました。一度
お土産に木をもらって今も大切にかざっています。もらっ
た時はうれしかったです。
道場に行く回数は、
あっという間に感じました。楽しかっ
たからだと思います。友達との思い出にもなりました。
き
ちょうな経験が出来て良かったです。
教えてくれた人達のみなさんありがとうございました。

感想文

H・T君

ぼくは、大工道場に最初は、はいるきはありませんでし
た。だけど、
お母さんに、
入ればと言われたので入りました。
ぼくは、本だなやイスとかしか作ったことがなかった
し最初は学校に一輪車置場を作るとはおもわなかったけ
ど最後にはみんなでしっかりとした一輪車置場ができて、
思い出にもなったしすごく楽しかったです。いままであ
りがとうございました。

大工道場の感想

T・N君

最初は大工には、興味はなかったけど大工道場に入っ
ていろんなことを教えてもらって実際にやってみて、楽
しかったです。
みんなといっしょにやって、みんなで作って、とてもい
い経験になったと思います。
ありがとうございました。

大工道場

S・Y君

大工道場ではいろいろなことを学びました。
例えば、
木の切り方、
家の作り方、
印のいれ方、
コンクリー
トの作り方などを学びました。教えてくれたおじさんた
ちもとてもやさしかったです。
そして、友達との友情が深まりました。ほとんどみんな
とやったのでとても楽しかったです。
おじさんたちありがとうございました。
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大工道場に参加して

T・K君

大工道場に参加して楽しかったです。
手伝ってくれたおじさん達がやさしく教えてくれて、
はじめてカンナがけや、ノミを使って穴ほりや家を建て
る時のコミセン打ちもしました。また大工道場をしてみ
たいと思いました。
ありがとうございました。

大工の感想

Y・T君

ぼくは、大工道場をやってよかったと思います。
理由は、みんなとたのしく出来たし、いろいろなしんら
いや、元気などがわかったからです。また今度みんなで集
まって、明るく、楽しく、元気よく、やってまた、大工のこ
とをよくしりたいです。

大工道場

R・S君

ぼくは、大工道場に参加してよかったと思います。家と
同じように、小屋を造ることが楽しかったです。
ぼくは、昔から、おじいちゃんの大工仕事を見てまねし
て木にくぎを打つだけだったので、
「いつか自分だけで小
さな小屋でもたててみたい」と思ったのでこの大工道場
はその第一歩にしていきたいです。
少なくとも大工道場は、
ぼくの楽しかった事の一つです。
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登録文化財：旧水ノ子島灯台吏員退息所物置所

登録文化財：旧水ノ子島灯台吏員退息所塀

佐伯支部 中田 智佐美
名

称：豊後水道海事博物館

保護のためだとか・・・瓦にきざまれている〒のマー
クは当時灯台の管理を逓信省が行なったことを示して
います。

（旧水ノ子島灯台吏員退息所）
所 在 地：大分県佐伯市鶴見大字梶寄537‐1

当時の生活様式そのままの部屋の他に古い漁具や水

建 築 年 代：1904年（明治37年）

ノ子島灯台のリアルな模型などが展示されており海事
博物館として再生されています。

◇ 豊後水道海事博物館について
豊後水道の真ん中に位置する水ノ子島灯台の維持、
管理を任されていた吏員の退息所。
大規模な煉瓦造建物で内部は５世帯の住居に区画さ
れており１部屋だけは当時のまま保存されています。
畳の部屋二間にレンガのかまど、なぜか内部という
のに各部屋についていた雨戸、これは単身者、単身赴
任者、既婚者と色々な吏員がいたためにプライバシー

─ 11 ─

アクセス：佐伯駅よりR388、県道604経由
鶴見・鶴御崎方面へ案内看板左折
営業時間：午前9：30〜午後4：30
休 業 日：火・水曜日
入 場 料：大人200円 子供100円
問 合 せ：0972-33-1111

福祉と住宅改修
＊＊＊＊＊

津久見支部 正会員

第８回

クリナップ(株)

＊＊＊＊＊

●使いやすさが行き届いたコンパクトなキッチン。水
福祉住環境コーディネーター

栓が手前に設置できるので無理なく手が届きます。

大村 正壽

高齢者・身体障害者のための住宅改修の参考になる
と思われる住宅機器を前回に続き書いてみた。
大分市内の３メーカー【サンウエーブ工業(株)、ク
リナップ(株)、タカラスタンダード(株)】のショ―ル
ームへお伺いした。
各メーカーのショールームの担当者の方に「建築士
おおいた」に載せるため、
「高齢者・身体障害者のた
めの商品」を教えて欲しいとお願いした。
また、
主に各社の特長ある製品についてお尋ねした。

サンウエーブ工業(株)
●車椅子を必要とされる方、立ち仕事がつらくなった
高齢者の方が、座ったままでの作業をスムーズに進
められように考えられたキッチン。

タカラスタンダード(株)
●長時間の作業は、腰掛けたラクな姿勢で座ったまま
作業ができ、洗い物や下ごしらえなどの作業をラク
にします。
座ったままでも手が届きやすい先端レバー式水栓

─ 12 ─

クリナップ(株)
●ハイポジション設計（腰や背中に負担をかけず、楽
な姿勢で、ほしい物に手が届く）
フルサポートバー（イスの立ち座りから、浴槽の出
入り、入浴まで、安全を切れ目なくフルサポート）
スムーズ浴槽(浴槽に入りやすいように、またぎ高
さを低くし、足上げがスムーズでラクに入浴)

※製品の説明文は各社のカタログを参考に記載した
◎ご協力下さったメーカーは
・サンウエーブ工業(株) 大分営業所
大分市下郡東1−10−22
TEL. 097−568−3200
・クリナップ(株) 大分ショールーム
大分市下郡中央2−4−12
TEL. 097−504−7750
・タカラスタンダード(株) 大分ショールーム
大分市下郡南3−3−5
TEL. 097−568−3417
（訪問順）
今回は、個人的にはキッチン関係に強いと思われる
メーカーを訪問したと思っていた。期待が大きかった
せいもあるが「高齢者・身体障害者のため」の製品が
少なく思えた。
しかし、各メーカーの担当者は消費者の要望を感じ
ているようだった。
今後に期待したい。
今回、お世話になりましたサンウエーブ工業(株)の
後藤美紀子さん、クリナップ(株)の甲斐さおりさん、
タカラスタンダード(株)田中吹季さん。お忙しい中、
突然の訪問にも拘らず、親切・丁寧に対応していただ
き誠にありがとうございました。
また、不慣れのため、記載漏れもあるかと思われま
すがご容赦ください。
最後に紙面を借りて衷心より感謝申し上げます。
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すぐに会が再組織され、11月25日には、大分市、
市議会、医師会へ、一時解体を中断し、保存再利用の

vol.14

可能性を公開の場で議論する機会を与えてくれるよう
陳情した。
同時に、この運動を市民運動とするため、様々なイ

大分支部

笠木

忠昭

ベントを試みた。例えば、三度にわたる『ウォークツ
アー磯崎建築見て歩き』
、
『磯崎新の大分時代を探る茶

この持ってまわった言い回しは、磯崎新の『反回想

話会』
、そして、藤森照信東大教授を始めとし、石山

Ⅰ』
（A. D. A. EDITA Tokyo Co. Ltd. 2001

修武早大教授、六角鬼丈東京芸大教授による講演会の

年５月21日発行）の各表題のパロディです。例えば

開催。また、磯崎新アトリエのチーフ藤江秀一氏によ

「第一章 メタボリズムとの関係を聞かれるので、その

る報告会。４月10日には、皮肉にも、アートプラザ

頃を想いだしてみた」
「第二章 旧大分県立図書館が転

において、解体工事の音を聞きながら藤岡洋保東工大

生したので、その頃を想いだしてみた」
「第七章 また

教授による『残すことはつくること・新しい建物も残

万博が噂されているので、EXPO 70の頃を想いだし

そう』と題した講演会を催したところだ。
講師の皆さんには、殆どボランティアで大分まで来

てみた」等々全部で十二章ありますが全部このような
言い回しです。
その形をちょっと拝借してみたのです。
この『反回想Ⅰ』

て頂き、私達に磯崎建築の処女作が建築史上、如何に
エポックメイキングな作品であったのか。また、

という著書は、磯

1972年に増築された新館の、その増築の扱い方の手

崎新の想い出を綴

法は、今後の保存と改修の時代の手本となるであろう

った大変読みやす

ことなど、多くの示唆に富んだお言葉を頂いた。

く、郷土出身のネ
オ・ダダの芸術家

3．再度の陳情

吉村益信の高校時

昨年11月の陳情に続き、東大の鈴木博之教授が中

代のことなども書

心になって作成された、吉武泰水東大名誉教授をはじ

かれておりお奨め

めとする建築学の研究者の方々や、菊竹清訓氏、林昌

の本です。

二氏、黒川紀章氏、安藤忠雄氏、谷口吉生氏など磯崎

さて、私の思い

氏と並んで海外でも高い評価を受けている建築家の

出 は 、『 J I A

方々、さらには、粟津潔氏や、柏木博氏など美術界で

News 1999年６

著名な方々など約50名の著名と、今一つ、学会九州

月号』という建築家協会の会誌に掲載された文に集約

支部歴史意匠委員長の北野隆熊大教授の呼びかけによ

されています。

って集められた、九州内に在住する建築史等の研究者
160名の『大分県医師会館建造物の保存に関する要望

「大分県医師会館は何故クラッシャーの露と
して消えなければならなかったのか」

書』を添えて、３月２日、再度村松会長が、木下敬之
助大分市長と吉川医師会長に医師会館取り壊し凍結を
求めた要望書を提出した。

1．４月11日現在の状況

しかし、それでも大分市と医師会のかたくなな態度

この雑誌が皆さんの手元に届く頃には、大分県医師

を崩すことはできなかった。

会館の跡地は市の駐車場となっているであろうか。３

ちょうどこの前日、磯崎新氏がフィレンツェのウフ

月23日から始まった解体工事で50％が瓦轢となった

ィツィ美術館の新しい玄関のコンペで優秀賞に選ばれ

状況にある現在、私達『大分の建築文化を考える会』

たことが地元紙で報道された。これは、当該美術館の

は、落胆というよりも怒りに似た感情を抱きつつ、今

設計者、ミケランジェロの弟子でもあるジョルジュ・

回の事件の経過を世に報告しなければならないと考え

ヴァザーリと共に世界の建築史に永久に記憶されるも

ている。

のと考えられ、
力強い援護射撃となるはずだったが…。
いや、ここで医師会の名誉のために述べると、平成

2．
『考える会』の活動

８年２月10日付けの会報で吉川会長は次のように述

この建物が大分県医師会の移転に伴い取り壊され、

べていた。
『…はっきり申し上げますと、例えば、市

跡地を大分市が駐車場として買収することが公表され

がこの建物を保存するということが必要であるという

たのは、昨年の11月の市議会便りによってであった。

判断をまずして頂くということが一つのステップだと
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思います…ただ、現在の市執行部の方々の考え方とし

索していた頃の彫塑的な作品群です。これを群として

ては、著名な方でもあるし、作品としての値打ちが非

の建築として解釈すると、磯崎は大分市の中心部に異

常に高いのでなるべくその方の意思を尊重したいとい

化作用をおこす建築を挿入したと捉えることもできま

う話は直接ではございませんが聞いております。脈の

す。

ない話ではないということで今は努力しているところ

では、異化とは何か。
「
〈異化〉は演劇の世界でまず

でございます…。
』このように医師会館建替えの前段

提起された。伝統的なもの、制度のアンチとして、六

では、建物を残すことを模索していたことが理解でき

〇年代以降の前衛演劇で多用された手法であるが、そ

る。

の影響はジャンルを超えて広がっていった。
」
（
『表現

しかし、何故この時期に、医師会の諸先輩が造られ

世界の底流なす用

た理想の一つである医師会館の保存を大分市に強く主

語』難波和彦 監

張しなかったのだろうか。また、新館建設債への補填

修 （株）建知出版

費捻出のためとはいえ、こうした情報を正確に公開し

1983年９月10日

なかったのだろうか。
この秘密主義は残念でならない。

発行）と定義化さ
れ次のように説明

4．各国からの解体反対のメッセージ

されています。
「異化という概念

全く皮肉にも、解体の着工時期に合わせたように、
世界各国の磯崎建築を理解する人達から、解体に反対

については、ブレ

するファックスが村松会長や大分県建築士会あてに

ヒトの劇理論にお

続々と届き始めた。

けるそれを想起す
べきであろう。

著名な建築家・芸術家、そして政治家から市井の人

（略）別のところ

達まで50を超える数である。
主な送付主を挙げると、ウィーンのハンス・ホライ

で書いているのであるが、感情移入やカタルシスでは

ン、オランダ建築学会理事クリステイン・フアイライ

なく、中断によって驚きを呼びさますこと、それによ

ズ、ポルトガルのアルバロ・シザ、スペインからはリ

ってまず状況を発見すること、
『対象を認識しつつし

カルド・ボフィル、丹下敏郎、バルセロナ在住の著名

かもそれをなじみのないものとしてあらわすこと』が

なグラフィックデザイナーのハビエル・マリスカル、

素朴に異化と言っていい。すなわち、異化は存在を認

パラフォル市市長、ブラネス市市長等、アメリカから

識し批判的に対象化する方法として捉えられ、認識即

はスティーブン・ホール等。

表現であるとするリアリズムの手法に対置される。

私達はこれを、４月13日から17日まで『医師会館

（略）
」
（同書より）これは、まさにダダの思潮から派

の保存についてのメッセージ展』として市民に公開し

生していると考えられます。そして、吉村益信が主催

た。そして、このことも含めて、今後、今回の経緯を

するネオ・ダダのグループに関わっていたのも磯崎新

何らかの形で記録公表したいと思っている。
」

であります。

今回は、私も疲れ果て個人的には殆ど何もしなかっ

ダダは、既成概念やアカデミーに対し反、反、反で

たのですが、
「大分の建築と文化を考える会」が発展

答えます。大分市の中心部に於いてもの凄い価値を有

的に「大分都市・建築研究会」という団体になり、そ

する建築群が、もの凄い反感を持って容易に壊される

の任意団体が保存運動を少し展開しました。
その中で、

理由の一つが、
「認識即表現であるリアリズム」＝機

岡部明子千葉大学助教授を呼んで『サスティナブルシ

能主義的モダニズムに対するアンチとして建築を構築

ティと戦後文化遺産』という講演を昨年の秋に開催し

したことではと、今にして思い当たるのです。

たのです。価値の定まらない戦後建築の保存運動をや

私には、もう誇るものがアートプラザ一棟となった

っても、やっても壊されていくという現実があるとい

故郷の都市が、かつて四棟もの異形の建築物群によっ

うことが強く印象に残った講演でした。その講演で、

て世界で唯一の景観を構築していた街であったことを

岡部女史は、単体としての建築ではなく集合体として

語り継ぐ術しか残されていません。

の建築群を保全再生する方策を考えるべきだと述べた
ことも私の頭にこびりついています。
このことを大分市中心部に残された初期磯崎建築に
あてはめてみますと、大分県医師会館、大分県立中央
図書館、中山邸、福岡シティ銀行の四つがあります。
どれも異様な建築物です。モダニズムからの脱皮を模
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★建
★建
★建
★設
★施
★構
★規
★用

物名称
物場所
築 主
計 者
工 者
造
模
途

★建
★建
★建
★設
★施
★構
★規

物名称
物場所
築 主
計 者
工 者
造
模

★用

★設 計 主 旨
仏の里国東市武蔵の六郷満山宝命寺本堂の建て替開
山1300余年の歴史を持つ寺だが、門徒数の減少で建
設費が少ない、しかし「木造の本堂を建て替えたい」
この希望をかなえるために、本来の寺社建築の小屋組
を継承しつつも大工手間を軽減するための小屋組と梁
など継ぎ手のいらない長尺材（12ｍ材）を使った。

小城山 宝命寺本堂
国東市武蔵町小城499
宝命寺
たかえのき設計 得榎 利彦
大工工事 藤野建設
木造平屋建て
床 面 積 130㎡
寺 社

くらた医院
別府市堀田4−2
倉田荘太郎
桜井義夫設計室
株式会社 後藤組
鉄骨造 平屋建て
建築面積 595.91㎡
床 面 積 527.79㎡
途 診療所

★設 計 主 旨
かみ・はだ・からだ という基本テーマを追求す
る診療所で、スキンケアラボを併設している。
外観は緑に包まれた敷地にあわせて、優しくゆった
りとした表現とし、内部空間は石と木を基調としたデ
ザインとして、診療所らしくない、まるで住宅の居間
にいるような居心地のよさを目指した。

（形成外科・皮膚科・美容外科・美容皮膚科）

★竣 工 日 平成18年６月29日

外 観
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待合ロビー

★建
★建
★設
★施
★構
★規

物名称
物場所
計 者
工 者
造
模

K's f l a t
大分市坂ノ市
一級建築士事務所たかせao
姫野組
木造平屋
建築面積 109.84㎡
床 面 積 107.57㎡
★用
途 専用住宅
★竣 工 日 平成19年１月
★設 計 主 旨
「中庭のある平屋に住みたい。
」
「タタミの部屋が生活の中心になる」
そんな家族の希望から、設計はスタートした。
広い敷地の境界線が真南と約30度ずれていることから太陽を中心に配置
し、外部とのつながりを重視した。いつものことだが、予算は限られている。
もう一部屋欲しかったが、将来増築のための余白とした。造りこむべき外
部空間も家族のＤＩＹに任せることになった。
「昔ながらの家づくりがしたい。
」と思いながらも、大量生産品のコスト
パフォーマンスに頼らざる得ない部分が大きい。バランスのとれた設計とは
「物事の良い面に光をあてること」だと思う。
外壁に２色の色つきの廉価なパネルをサイディングをランダムに貼った。
塗装両面が耐用年数に近づけば、１色に（または違うランダムに）塗り替え
られるだろう。建物にメンテナンスはつきものだから。
増築され広さが変わり、植物が植えられ庭が完成する。外壁の色が変わる。
家族とともに、おうちも成長する。

★建 物 名 称
★建 物 場 所
★建 築 主
★設 計 者
★施 工 者
★構造・面積
★用
途
★竣 工 日

田中バイパス公衆トイレ
豊後大野市大野町田中
豊後大野市
高野建設一級建築士事務所
株式会社 友岡組
木造 59.50㎡
公衆トイレ
平成18年３月

★設 計 主 旨
駐車場・物産館などの周辺施設の整備も進み、今回
「道の駅」に登録された新しい街並みに建てられた
「公衆トイレ」です。
内部の壁、天井は県産材の杉で仕上げ、男性トイ
レ・女性トイレのスペースを別棟にし、使用しやすさ
に配慮しました。
ライトコートには「もちの木」と「木製ベンチ」を
配置し、丸窓には「ステンドグラス」を配し、昼間は
室内の、夜間は外部の光のワンポイントとなるようデ
ザインしました。
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★生年月日

昭和56年８月11日

習してきました。一年間はとても短くて、あっとい

★勤 務 先

エイチエム建築企画室

う間に本番まであと２ヶ月です。

★趣

映画鑑賞・愛犬と川原でランチ

味

まだまだ、納得いく形にはなっていませんが、６
月の大会で皆さんに温かい拍手を頂けるように頑張

★将来の夢、モットー等

っています。ぜひ、楽しみにしていてください。

設計事務所に入って４回目の春が来ました。あっ
という間の３年間でした。
今までは、設計事務所で働いている同じ年頃の子
達と知り合いになれる機会がなかったのですが、建
築士会の女性部の行事に参加することで、たくさん
の頑張っている人に出会うことができて、嬉しいで
す。情報交換の場として、とてもいい刺激になって
います。
唐突ですが、ただ今、和太鼓の猛練習中です!!
実は、今年の6月に開催される、
「九州ブロック
建築士の集い

大分大会」で、女性部５人で和太鼓

を披露します。昨年の４月から、佐賀関町にある速
吸太鼓さん指導のもと、皆で仕事の合間をぬって練

★生年月日

昭和51年８月18日

★勤 務 先

安藤建築

★趣

釣り、映画鑑賞

味

阿南 未来（大分支部）

★将来の夢、モットー等
独立して今年で５年目になります。まだまだかけ
だしでまわりの方々に助けられながら毎日がんばっ
ています。
家造りをしていくうえでのモットーは、
「和」で
す。洋風の造りの家がたくさん建ち並んでいく中、
自分は日本建築の良さをたくさんの人に知ってもら
いたいと思っています。そのために昔ながらの技術
や知識を勉強中です。そして木の温もりが伝わるよ
うな家造りに携わっていきたいと思います。建築士
会の中では、まだ新米なのでこれからもよろしくお
願いします。
安藤 健史（佐伯支部）
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★生年月日

昭和50年１月24日

★勤 務 先

株式会社 末 宗 組

★趣

旅行

味

★将来の夢、モットー等
この業界に入って12年、主に現場の施工管理に
携わってきました。協力業者との和をモットーに、
施主の満足のいく建物を作るため、日々頑張ってい
ます。
これからも当社の社是である「和の信用」を大切
にし、安全第一で頑張っていこうと思います。

え ぐち

まさ き

江口 真樹（宇佐支部）

★生年月日

昭和30年２月28日

★勤 務 先

有限会社 工藤商店 代表取締役

★趣

ギター
（あまり弾く暇がありませんが）

味

旅行
★将来の夢、モットー等
４年前より久住に戻り、建築士会にもようやく出
席できるようになり、竹田支部の方々とも交流が出
来、久々に人とのふれあいの暖かさを感じることが
出来ました。会の活動を通じいろんな勉強をさせて
いただければ、と思っています。又、久住という所
柄、建築においては出来るだけ地の利を生かした
『地産地消』を目指していきたいと思っています。
古家が好きで、現在久住町の酒蔵を改修し、竹田
櫻、という和食処と、一日一組限定の宿を兼業して
います。古家と、この酒蔵で、小さな街おこしをし
てみたいです。
工藤 榮一（竹田支部）
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ミカンも栽培が始まりました。
（豆知識：747年東大寺大仏完成）
− 農家の方のお話し（60代）−
わしが若え頃ミカンの値が高こうて、小遣いのねえ
時ミカンをポケットに押し込んで飲み屋（スナック）
によう行った。なんでかちゅうとミカンと交換で飲ま
してくれたんよ。
おそうまで飲んだら朝起ききれんで、
ミカン盗んだんじゃろと怒られる繰り返しじゃった。
津久見支部街並み調査会
津久見のシンボルである鉱山の峰々。高速津久見
ICでは聳え立つ雄大な岩肌が皆さまを出迎えていま
す。今回は、このふもとにある上青江地区を紹介しま
す。
料金所を降りると大きな楠木と菅神社が見えて来ま
す。津久見でも珍しい「神牛」が奉納されています。
鳥居には江戸時代（1852年）に奉納とあり155年以
上の歴史となります。

− 地元のお話しと資料より −
この神社は臼杵から尺間へと続く街道沿いにあり、
鳥居は神殿の方を向いてはいるものの尺間山を向いて
建造されたとの説もあるのです。鎮南山（臼津バイパ

撮影日不明：津久見IC位置より
（左が鉱山・下側家屋は学校・右側の山に先祖木・上が青江ダム方面）

スの山）の街道途中に以前取材した立石神社があり、
そこの鳥居も尺間山方向を向いているのです。他に西
暦1471年建造した泉近寺跡が今でも不明と謎ばかり。
水晶山では山の中に洞窟があり野津町神野（風連鍾乳
洞方面）に続いていたと言う「朝日神社と夕日神社」
の姉妹伝説もありますが・・・この話しは又いつか。

さて、上青江地区は青江川を挟んで南に鉱山、西に
長く集落がある。この地は江戸時代（1791年）に石
灰産業が始まり大正７年（1918年）にセメント産業
が進出した工業の歴史と、古くは奈良時代（740年）
にミカン試験栽培を始めた地なのです。当時からの尾
崎小ミカン先祖木（紀州ミカン）が国指定文化財とな
り、今でも毎年実をつけています。1641年には温州
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昭和40年当時の鉱山写真：菅神社横からの風景

では、青江ダムへご案内。国道を下り右折し川に沿
って車を走らせると車窓から緑あふれる風景に、時代
を語る家屋や長屋の社宅が微笑んでいます。昔灰色に
染まった街は花と緑ある景観地区へと変化しています。

半分の高さになった鉱山（現在）
：青江ダムは右折

昭和に入ると石灰岩の採掘が進み山には木々の緑が
無くなり、現在の様に灰色の宝の山が現れました。
木々の伐採による水害や降り積る石の粉塵に悩まさ

水害対策の為高く築かれた石積み擁壁と家屋

れ苦労の日々が続き、昭和53年「青江防災ダム」が
完成し、粉塵も少なくなり青江川の環境整備が徐々に
進み始めたのです。今では約２ｋｍに渡る河川の一部
に桜並木が出来、ダム湖畔には公園と野外ステージが
設けられました。春は桜の花見客が憩いの場所として
賑わい、夏は音楽の祭典が開催されています。

ミカン貯蔵庫の換気棟の向きに注目：風の流れ

ダム公園遊歩道：桜とツツジの紅白に彩る花の祭典

調査会より
一部「昔の写真展」より掲載しています。
桜の写真がカラーでないのが残念ですが、支部Ｈ
Ｐに津久見市37ヶ所の「春の公園華ざかり」一挙
公開中！

小学校前の青江川：桜並木と菜の花の黄色い川面

─ 21 ─

山口市内の宿に泊り、夜は宴会でいつもどおりに賑
やかに更けていきました。１日目の終了。
２日目はまた萩市内へと戻り、重要文化財菊屋家住
宅・萩博物館・毛利家荻屋敷長屋・萩城址の見学をし
ました。
菊屋家住宅は江戸初期の建築、日本最古の町屋に属
し、主屋、本蔵、金蔵、米蔵、釜場の５棟が国の重要
文化財に指定されています。約2000坪の敷地の約３
分の１が現在公開されており、大商人の商家の風格が
竹田支部 玉田

智

よく残っていました。また海鼠壁の美しい菊屋横丁や

今回は、昨年12月２日、３日に行われた山口県萩市

周辺の萩城下のまちなみを散策し、雰囲気を味わいな

への竹田支部研修旅行について御報告申し上げます。

がら、今後の竹田の街づくりの参考にできるようなデ

参加者15名で、冬の朝7：00に竹田を出発しました。

ィテールを拾い集めたりして、
有意義に過ごしました。

バスにて高速を乗り継ぎ、長門市での昼食の後、あい
にくの寒空のもと、仙崎の「金子みすゞ記念館」を訪
れました。またみすゞ通りを散策し、点々と残る古民
家で形成された趣のあるまちなみを堪能しました。

金子みすゞ記念館

次に、萩市内へ移動し、東光寺・松陰神社を見学し
ました。東光寺は中国様式の黄檗宗の寺院で元禄４年
に建立。国の重要文化財（総門、三門、鐘楼、大雄宝
殿）に指定されており、重厚且つ荘厳な雰囲気。毛利
家の廟所もあり500基の石灯篭は圧巻でした。社寺好

重要文化財菊屋家住宅

きの私としてはもっとじっくりと見学したかったので

萩博物館にて萩城下町についての勉強をした後、毛

すが・・・。

利家萩屋敷長屋の見学、萩城址を散策し、昼食後名物
のふぐの蒲鉾を買い、帰路へ着きました。

寒風吹き荒ぶ中、１泊２日の強行軍でしたが、この
東光寺 総門

研修旅行は今後の竹田のまちなみ形成に対して大いに
役立つ有意義な勉強会だったと思います。
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途中に小休憩を挟んでの２部構成。

日田支部 梶原 宏一
２月15日に行われた勉強会について、報告します。

勉強会を行う事となったきっかけは、日田支部会員
の楢原氏から、所有している海外の建築家の写真スラ
『ヨーロッパやアメリカの住宅と比べ、日本の住宅

イドを利用して、若い建築家たちのために何かしたい

の平均寿命は、とても短いのが現状です。もっと長く

との話からでした。
青年部会で話し合った結果、前々から日田林工高等

大切に住宅に住んでもらうには、住宅のデザインも必

学校の生徒と何か交流を持ちたいと言う意見もあり、

要要素ではないだろうか？地元工務店には、確かな技

勉強会を日田林工高等学校で出来ないだろうか？と、

術力はあるが、一流ハウスメーカーみたいにプロのデ

いうことになりました。

ザイナーがいるわけではないため、見ためで負けてし

日田林工高等学校に相談に行ったところ、協力して

まう部分がある。ヨーロッパの建築物にも自分たちが
これから設計していく上で参考になることがあるので

もらえるとの快い返事をいただけました。
後日、楢原氏と打ち合わせした結果、今回のテーマ

はないだろうか。
』
スライドを見ながら解説を入れてもらい、また最近

は《ヨーロッパの近代建築》と決まりました。
担当者である日田林工高等学校建築科の円福先生と
タイムスケジュール、内容等打ち合わせをしました。

の日本の建築などの話を交えながらわかりやすく話し
てもらえたので、よかったです。
閉会後の感想で、また開催してほしいとの意見をい
ただきました。
楢原氏は、
『デザインは見る事が一番！』とおっし

18：30開会。日田林工高等学校の生徒にとっては、
少々遅い時間にもかかわらず、当日参加人数は、士会

ゃったので、またこの勉強会を企画したいと思いまし

員11名、先生（立花校長先生含む）４名、生徒９名

た。

の計24名の参加がありました。

─ 23 ─

中津支部 岩崎 節子

昨年11月24日・25日の両日、中津市役所１階ホー
ルにて「女性建築士による木造住宅無料耐震診断！」
を、開催しました。
はじめての試みで、市報への掲載・市内に出ての宣
伝・事前の準備等大変でしたが、当日は14名の来談
者がありました。
面談者が女性ですので話しやすかったのではないで
しょうか。
内容は簡単な質問から後日調査に出向いての相談
（１件）がありました。相談者も女性の意識が高い様
な気がします。
耐震等住宅に関する相談は、受け皿をしっかり作れ
ば、まだまだあると思います。
中津支部女性部数名での対応でしたが、女性建築士
のアピールになったのではないでしょうか。

最後になりましたが、お手伝いくださった関係各位
の方々、ありがとうございました。
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ィブを得るためには、建主又は代理人の建築士が物件
プレゼンテーションと委員会の委員との質疑応答を行
い方向性が決まることになります。この委員会はとて
も厳しく、外観的基本的には既存の形と素材を可能な
限り使用することを求められます。しかし、内部にお
いてはどのように変更しても問題はありません。特に
表通りからのファサードを重視し、補修を前提とした
扱いです。このため住宅街では、閑静な住宅地が多く
街並みだけでなく広い範囲での町並みもかなり担保さ
高田支部 後藤 憲二
我々建築士の仕事は、圧倒的に建物単体についての

れているように感じられます。
（当然例外もあります
が）
豊後高田市の場合は、現在 昭和の街 として多く

仕事が多いと思います。そしてその単体が集合して
まちなみ が出来きます。 まちなみ には 街並み

の観光客が毎日訪れています。これは、前記のような

と 町並み という２種類の漢字があります。どちら

役所の指導的なものではなく、昭和の全盛期から平成

も景観に関係しますが、特に

の初期にかけて人口の減少が激しく、人口が約半減し

街並み

に関しては、

その街路自体を形成する景観になりますので特に注意

ていく中で、運よく商店街の中に新規出店によるスク

を払う必要があるのではないでしょうか。

ラップアンドビルドがなされなかったおかげです。現
在は、商店のファサード等の改修には補助がなされて

私が20年程前に住んでいたカナダのヴァンクーバ

います。
新規出店店舗においても、街並みに合わせた建物を

ーという都市では、街の歴史約100年（20年程前に）
という歴史的に浅いために建物の調和に対してとても

建築されている状況です。しかし、これはあくまで施

配慮した街づくりを市役所が中心となって行われてい

主の方の理解のもとで成り立って行っている状況で

ました。例えば、ほぼ同時期に建てられた住宅が複数

す。今の様に多くの観光客が訪れる状況では、新規の

件並ぶと当然ヘリテイジ（歴史的保存建物）として指

店舗出店もあると考えられます。地域の建築士として

定されています。たとえ１件でもヘリテイジとして指

現在の街並みに調和したファサードを施主の方に提案

定されています。ヘリテイジ指定を受けた建物は、建

し、ご理解頂けるように努めなければならない思って

て替えを行う時には、ヘリテイジ委員会において審査

います。

を受けて、それが承認されてから確認申請の申請とな
ります。ただし、１件だけでの指定の建物は現行の法
規制の中での工事であれば景観的な規制は掛かりませ
ん。
ヴァンクーバーの場合は、住宅地では最低敷地面積
が地区によって異なりますが、一番狭いところで約
100坪です。容積率は60％と非常に低いため市役所
側は、この容積率に10％〜20％のインセンティブを
与えて既存建物のリノベーションへの誘導を図るよう
にしています。私も経験したのですがこのインセンテ
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臼杵支部 高橋 利治
大分県木造建築研究会のお世話で、豊前・中津・宇
佐方面を巡ってきました。またまた、中味の濃い視察
研修の旅となりました。
（全部書けないかもしれませ
んが！）
11月25日（土）
、早朝臼杵を出発し、一路、豊前国
もっと、詳しく知りたい方は『豊前国分寺』で検索

分寺へ。特別に三重の塔の内部見学をさせていただき
ました。心柱は全長23ｍ、60cm角、杉の一本もので

して下さい。
（申し訳ありませんが）
そこで、昼になりましたので、
「豊前淡水」という

す。薬師寺西塔見学以来でしたが、神聖な気持ちにつ
つまれました。横架材などは新らしい松材に取り替え

店へ移動し、鰻料理を味わいました。
次に、丸山記念

られているので、外観とのギャップを感じましたが、
はね木を駆使した小屋組、三手先斗桝組物など、間近

館へ向かいまし

で見ることが出来ました。

た。この建物は
（社）倫理研究所の
創立60周年記念事
業として、創始者
丸山敏雄先生の生
家を復元したもの
で、設計・監修は
降幡廣信氏、実施
心柱：全長23m

設計は芳山氏で、
丸山記念館 内部

平成18年５月に竣
工しました。

今回は施工者の高原氏の案内で見学することができ
ました。木を磨くぬか袋を幾つも置いていたのがなぜ
かうれしかったです。記念館全景記念撮影！（皆さん

豊前国分寺三重塔

『職場の教養』ぜひ、お役立て下さい！）
三層部：三手先組物

丸山記念館 全景

昭和62年５月吉日復元
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する主要な寺院でありました。
東別院の大門の彫刻は見事でした。忘れん内にもう
一度、来ようと思いました。

福澤諭吉旧居記念館

次に、中津の松山氏の案内で、飛騨の古民家を移築
した小森邸を見学しました。この外観は閑静な住宅地

福澤諭吉旧居の土塀修復作業

の中で俄然目立ちます！ 内部はそれこそ、ご想像の
通りです、欅柱、梁、建具、欄間、調度品・・・、ど
れを見ても欲しくなります。このあと、中津市内へ移
動し、改修工事中の福澤諭吉旧居・記念館へ。ちょう
ど土塀の作業中でした、竹を止める釘と軒瓦がなんか
気になりましたが。
夕暮れ間近、中津城下へ。金谷上ノ丁の武家屋敷の
復元された土塀を見学。建築士でつくるＮＰＯ 中津
まちなみ会が工事をしたということです。

宇佐掩体壕

東別院本堂別院近くにあったレトロな建物スポ−ツ
店にはもったいない。戦争を今でも直に感じた宇佐掩
体壕、豊前善光寺へ、本堂は国指定重要文化財で、
1250年の再建ということです。
（私は珍しいと思った
が）妻側を正面としています、平面は、確か五間ｘ七
間だったか。
屋根の反りと唐破風が印象に残りました。

旧大分銀行 四日市支店

ここで昼は椛田氏の案内で漁師町長洲の活き魚料理
へ、ほんと、昨日の鰻といい二日間とも料理は豪勢で

（詳しく知りたい方は、建築士会中津支部のＨＰご覧

す。このあと、県立歴史博物館で、開館25周年特別

下さい） こうして、一日フルに見学し、宿泊地の

展「み仏の美とかたち−大分の仏教美術1400年の輝

「かんぽの郷宇佐」へ。温泉に入ったあと、懇親会も

き−」へ、法隆寺の仏像や、なんと多福寺の涅槃画も

あっという間に終わり、夜の四日市へ消えていきまし

拝まさせていただき、ありがたかったです。
ほんとうに有意義な二日間でした。幹事の井上先生

た・・・！（報告は割愛！）さて、長くなりましたが、
二日目は宇佐がメイン。宇佐の椛田氏の案内で、四日

はじめ、案内していただいた方々、ありがとうござい

市別院へ。お東さん、お西さんが建ち並んでいます。

ました。来年も期待しています！乱文多謝！

ここはその昔「九州御坊」と称され、九州一円を管轄
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への研修、
さらには古
建築の調査
など各支部
の青年部で
様々な活動
が積極的に
なされてい
るようで非
三重支部 岡部 達巳

常に興味深

（社）大分県建築士会の青年部では、昨年度から年

いものでし

末の会議は忘年会を兼ね、各支部持ち回りで開催する

た。

会議の会場となったホテル豊洋

その後、平成19年度「建築士の集い」大分大会の

ようにしたようです。
初回の昨年は、日田支部の主催で行われ、わが三重

取り組みについて活発な意見が交わされました。

支部からも３名が参加し、会議では各支部の活発な活

様々な企画が提案されている模様でしたが、特にリ

動内容に刺激を受け、またその後の忘年会では他支部

ノベーション（古い建物を新たな用途に再生する）の

の皆さんと交流を深め、今後の活動意欲を大いに高め

事例をまとめ、
「大分リノベーション建築マップ」の

た模様でした。それだけならば良かったのでしたが、

作成を行おうとしている青年部のみなさんの
「やる気」

その際うちの青年部長は三重支部の活性化を期待した

や「真摯」な姿に接して、ある種の感動を覚えました。

のか、ただ盛り上がりすぎたのか今年度の開催を思い

わが三重支部も微力ながら協力していかなければと強

切りよく引き受けてきました。当支部では春の総会で

く思いました。

その報告を受け、青年部長の独断専行にやや戸惑いを

引き続き懇親会は、同ホテルにて、三重支部の会員

覚えつつも、他支部の皆さんとの交流を深める貴重な

数名も参加し、盛大に行われました。支部の会員も他

機会と前向きにとらえ、今期の主要なスケジュールの

支部の青年部の方と懇談ができて、有意義なひととき

一つに盛り込みました。決めた以上はなんとしても成

を過ごせたようです。
その後は、
「お決まり」の如く、三重町の小さな憩

功させなければなりません。準備は青年部に押付けた
いところですが、少数会員の悲しさ、支部一丸で何と

いの場で皆さんと懇親を深めました。

か乗り切ることにしました。
当初は11月に開催する予定で、
「温水プールで健康
浴」とか、
「ミニバレーボール大会」など運動不足に
なりがちな会員の為に体を動かす企画を中心に準備を
進めていましたが、各支部の予定がうまく付かなかっ
た模様で新年へ持ち越しとなりました。実行委員長と
して関係各所に走り回り、企画・準備をしていた青年
部長は正直少し凹んでいるように見えました。
結局、１月末に開催することになり、気分を変え新
豊後大野市三重町の風景

たな企画として、新年だから「書初め」に因んで「写
経の体験」などユニークな案も用意しましたが、年度

今回の（社）大分県建築士会青年部長・副部長会議

末が近づいたこの時期は各支部のみなさんはやはりご

は、当三重支部に新鮮で真摯な風を送り込んでくれま

多忙のようで、余裕のあるスケジュールはなかなか組

した。このせっかくの機会に当支部の会員の参加者が

めそうもない状況が判明し、
「写経」はあきらめ、会

ちょっと少なかったことは少し残念でしたが、今後の

議と懇親会だけのシンプルな催しになりました。

活動の活性化につなげていきたいと思います。建築的

１月27日、県下各地から各支部の青年部長、副部
長さん十数名と本部事務局員の川村さんが、豊後大野

には魅力の少ない豊後大野市ではありますが、皆さん
のまたのお越しをお待ちしています。
いずれにしろ、各支部持ち回りでの会議の開催はた

市三重町の「ホテル豊洋」に集合して、会議と懇親会

いへん有意義だと感じました。今後も続けてほしいと

が行われました。
会議は午後２時30分から行われ、まず始めに各支

思います。

部の活動報告がありました。折り紙建築の実施や各地
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参加者のみなさん、本当にお疲れ様でした。

大分支部
恒例の新春囲碁大会を、去る１月27日
（土）
、別府
市の豊泉荘にて開催した。５チーム25名が参加し、
熱戦を繰り広げた。
結果は次のとおり
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テ ー マ 「木の家づくり住宅セミナー」

テ ー マ 「木の良さと木造住宅」
開催日時 平成19年１月13日
（土）13：30〜15：30

（女性建築士による県産木造住宅建設支援事業）

開催日時 平成19年１月20日（土）
大分支部 得山 鮎美

主

催 大分県農林水産部林産振興室

第２回大分県女性建築士住宅セミナーに先だって、

(社)大分県建築士会女性部・青年部

木について、主催者側の知識・認識の再確認、スキル
＜スケジュール＞

アップを兼ねて、勉強会を開催しました。
講師に、大分

13：00〜

開会の挨拶

県建築士会会長

13：05〜13：20 第１回セミナー日田山林見学会報告

である芳山憲祐

13：20〜14：45 講演会

氏を招いて、女

三ヶ尻 勝 氏（別府支部会員）

性部より12名、

14：50〜15：10 県産木材補助金制度についての説明

青年部より４名

林産振興室 参事 安東 宏 氏

の参加を頂いて、

15：20〜15：45 質疑応答

大分文化会館の

住宅相談会

第４会議室にて行われました。
主なお話の内容は、木の特性についてで、
「木が持
大分支部 中道 了子

続可能な資源である事」
「樹木が巨体を保持し、長寿
を保てる理由」
「木の癖（反りや曲）ができる理由」

今回は講演会と住宅セミナーということで大分市の

「大分方式の乾燥」
「木取り」
「木材の耐火性や強度」

トキハわさだタウンフェスティバルタウン２Ｆにて行

等々、基本的なことから専門的なことまで、現場での

われました。

体験談や雑学的なことも交えてお話頂きました。
特に、
木造を手がける時に重要である、良い木の見分け方で

女性部会長阿南さんの挨拶の後、副会長の野依さん
から第１回セミナー日田山林見学会報告がありました。

は、
「樹皮がねじれている木は、材になってからねじ
れやすい」
「日陰の山の方が素直な木でよい」
「樹皮に
枝打ちの跡が見えない木は死に節が出やすく、跡が大
きく残る木は変色や腐れが出やすい」等、乾燥前の立
木の状態でのポイントを教えて頂いたり、フィトンチ
ッド効果については、実際の木材の匂いを体感しなが
ら、また、割れの生じた木材や集成材のサンプルを手
に取りながら様々なお話して頂き、木の不思議さに魅
了されると共
に、木につい
ての再確認と
新たな知識を
身に付けるこ
とが出来まし
た。

そして講演会。別府支部の三ヶ尻 勝さんを講師に
迎え「木の住まいの育て方、付き合い方」と題して講
演が始まりました。まずは家づくりの全体の流れにつ
いての話です。
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次は県産木材補助金制度についての説明です。

・敷地の選び方（土地選び）

大分県農林水産部 林産振興室 安東参事よりお話
を頂きました。

・設計の依頼
自分の考えた家を図面化する
設計事務所に依頼設計施工
設計施工
どちらでもメリット、デメリットがある
設計事務所でもＲＣ、Ｓ、Ｗの得意、不得意
住宅、店舗の得意、不得意
・設計依頼をしてから図面が出来るまで施主の思い
を本音で話す（いい物を作るために）
・施工者選び
出来ればその土地を知っている地域の業者がいい
家が出来たあとのメンテナンス
設備の対応
施主、設計者、施工業者の信頼関係が大切
・着

※県産木材補助金制度
大分県では、大分方式乾燥材活用住宅促進事業とし
て、県産材を使用して新築する場合、家１棟分の大分

工

方式乾燥柱材（割れがほとんど無く、色や香りなど木

地鎮祭、上棟式
・竣

の持つ本来の特性が失われていない、優れた乾燥材）
を、協定を締結した工務店に現物提供するという事業

工

を実施しています。
（杉材120角80本約20万円相当）

とてもわかりやすく家づくりのお話し頂きました。

今年度の枠はもう無いのですが、また19年度にも
実施しますので、この制度を活用して皆さん県産材を
使いましょうね。
このあとセミナーに参加した方々から質問を頂きま
した。
やはり木の家を造ろうと思われている方がほとんど
なので具体的に突っ込んだ質問も出たりしてました。
そして個別の住宅相談会が行われ、セミナーを終了
しました。

そして、木とのつき合い方、木の扱い方の話があり
ました。次に実際の住宅を例に挙げ、それぞれの施工
の流れに沿った現場写真のスライドショーにあわせ
て、この間にあった施主とのやりとりや、部材の説明、
設計で工夫したところなどのお話がありました。
実際の住宅の写真をはじめから最後まで見る機会が
ないので、皆さん講演会の間それぞれにメモを取った
りしてとても熱心に聞き入っていました。講演が終わ
ってからも質問があったりと、とても勉強になったよ
うです。三ヶ尻さんお疲れさまでした。
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住宅セミナーに参加して
一般参加者の和田恵利子さんより感想文を頂き
ました。
木の家は私のあこがれる住まいです。
今の家は、昔と違って柱や梁が見えないつくりが
多く、そのためか壁や天井に隠れてしまった木は注
目される事が少なくなったように思います。
現在、私が住んでいる家も一体何でできているの
か見た目では分かりません。木の見える家に一段と

今回皆さんから頂いたアンケートを参考に、今後も
県産材の普及につとめていきたいと思います。

魅力を感じてしまうのは私だけでしょうか。
セミナーでは、木の家のいいところをたくさん教
えていただきました。その中でも特に話題となった
のが調湿性です。湿気が多いときは木が水分を吸い
込み、また乾燥したときは反対に放出してくれます。
その上、断熱効果も高く、ムクの木のフローリング
は、その肌触りからも分かるように熱を奪いにくい
そうです。木は、高温多湿な日本の気候に適した材
料なのです。
そして、講師の三ヶ尻さんのお話の中で最も印象
的だったのが、木の家を建てたらそれで終わりでは
なく、上手に付き合っていくことが大切だという事
です。木の家に限らず、メンテナンスはどんな家に
も必要ですが、木の家に住むのなら、定期的に木を
手でなでたり、磨いたりしてあげる事によって、塗
装ではできない非常にいい色になっていくそうで
す。年月が経つにつれていい家になっていくなんて、
木の家に住む事が本当に楽しくなりそうだと思いま
した。
セミナーに参加して、改めて『木の家っていいな』
と思いました。しかしその反面、柱や梁の見える木
の家はつくるのも大変そうで、費用も一段とかかる
のではという心配がありました。でも、そんな不安
もセミナーで解決できました。特定の条件を満たせ
ば、杉材の柱を無料で提供してもらえる県の補助制
度を利用できたり、工務店や建築のプロの方に相談
すればコストをさげる事は可能だと教えていただき
ました。

参加された皆様、県担当者様、女性部の皆さん、協
力して頂いた青年部の方々お疲れさまでした。

また国産材の価格についても、現在は外産材とそ
う変わらない値段になってきているそうです。一生
住む家と考えた時、同じコストなら日本で育った木

そして有り難うございました。

のほうが、日本の気候にあった健康的で快適な住ま

次回も宜しくお願い致します。

いが実現できそうだと思いました。

〜 訂正とお詫び 〜
建築士おおいた98号の女性部会のpageで、建築士会女性部の参加人数に誤りがありました。
正しくは「建築士会女性部10名」の参加でした。訂正してお詫び致します。
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大分支部 岐部 和久
県内には第二次大戦中の遺跡が宇佐や佐伯を始めと
して数多く残っていますが、大分市内にもいくつかあ
ります。その内の一つに、大分市高城のショッピング
センター前に古い倉庫の様な建物があります。
江井ヶ嶋酒造大分醸造所
取材に伺い、大分醸造所の所長である上田晶人さん
に詳しいお話を聞く事が出来ました。
戦後、GHQから大分酒造株式会社が譲受け、造り
酒屋として創業を開始し昭和56年に江井ヶ嶋酒造大
分醸造所の醸造所となり現在に･･･戦時中は第12海軍
航空廠の高城工場として発動機（ゼロ戦のエンジン）
を作る工場で、当時は護国神社に行く陸橋の辺りから
高城駅付近まで工場があり、かなり大きな軍需施設で

テスト区画を貫く通路

した。現在残っている建物は、その完成したエンジン
のテストをする工場で、互い違いにスラブを持つＲＣ

の区画の１階に入るとコンクリートの壁を丸くくり貫

造４階建ての施設です。

いた部分があり、この部分にワイヤーを利用してエン
ジンを固定し、テストしていたとの事でした。
互い違いのスラブは、このテスト時に出る爆音を消
音する為の仕掛けで、他にも壁と壁の間に海藻を挟ん
で吸音している部分もあったそうです。只、効果が本
当にあったかどうかは疑問ですねと言う事でした。
テスト棟同士をつ
ないでいる部分は、
事務室の様な物とな
っていて、屋上には
当時のままの木製ガ
ラリがしっかりつい
ていました。

江井ヶ嶋酒造大分醸造所〔旧百人力工場〕

屋上から１階へ迷
いそうになりながら

建物内部へ案内されると、流石醸造工場だけあって

降りて行き、今度は

麹菌によって醗酵する甘酸っぱい匂いに圧倒されつ

実際に機銃を受けた

つ、まるで現在から昭和20年代にタイムスリップし

道路側の扉を見学
円形になっている壁

たような感覚に･･･。

に･･･。

４つの棟から出来ている内部は前後に６つ、全部で

薄暗い工場に機銃口から光が差し込んで、戦争中の

12のテスト棟に区画され、その区画された棟を貫く

暗いイメージの中に幻想的な感覚で不思議な体験でし

ように通路が設置されています。通路を通って２つ目

た。
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建物自体の
状態について
お聞きすると、
60年以上経っ
ている為、建
物のあちらこ
ちらで鉄筋の
爆裂が起こっ
ている事と、
電気設備は現
在も当時のま
まの部分があ
って雨でもな
いのに漏電す
る事もあり、
かなり老朽化

建物の中で醗酵中の焼酎

が進んでいる
とのことでした。確かに外壁は正面と東側はモルタル
によって保護（部分的に剥落している）されていまし
たが、山側（迷彩塗装らしき部分が残っている）や屋
上は当時のままで部分的に表面劣化が進んでおり、こ
のままでは駄目になって行くように感じました。

迷彩塗装らしき部分の残る壁

最後に、この建物に毎年近くの小学校から社会見学
に来るそうです。醸造所の見学ですか？と上田さんに
尋ねると戦争のついての社会見学できていますとの
事。
又、2002年には大分市現代美術展2002アート循
環系サイトCyclical Art Siteの一環として現代ア
ートをした事もあるそうです。
ふと感じたのですが、建築物に生きた資料としての
価値とアートとしての価値、同時に感じる場所は数少
ないのでは？と・・・。
今まで数多くの価値のある建物が廃墟同然となっ
て、経済的理由や安全性から壊されていきました。全
てを残せと言える立場では無いですが、複数の価値が
ある建物は保存する価値もあるのではと・・・。
改めて考えさせられながら、取材を終える事になり
ました。
ご協力
江井ヶ嶋酒造株式会社
本社 兵庫県明石市大久保町西島919
TEL 078-946-1006
（代） FAX 078-947-0002

実際に機銃を受けた道路側の扉

http://www.ei-sake.jp/
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事 業 内 容
平成18年度より昭和56年以前に建てられた建築物の耐震診断を行う場合、助成を行っています。事
業内容は、 耐震診断をする木造住宅所有者に市町村が２万円を限度に助成します。 リフォームを予
定されている方などは、ぜひ耐震診断を行ってください。

対 象 住 宅
・昭和56年５月31日以前に着工された木造住宅の一戸建て住宅
・店舗や事務所などとの併用住宅の場合は、その割合が住居部分より小さいもの
・その他（市町村によって異なるのでお問い合わせ下さい。）

耐 震 診 断
古い住宅は地震で倒れる可能性があります。 とはいえ本当に倒れるかどうかは地震が起こってみな
いとわからないですよね。
そこで専門業者の方に建物を見てもらうのが耐震診断です。

＜各市 町 村 連 絡 先 ＞
市町村名
大 分 県
大 分 市
別 府 市
中 津 市
日 田 市
佐 伯 市
臼 杵 市
津久見市
竹 田 市
豊後高田市
杵 築 市
宇 佐 市
豊後大野市
由 布 市
国 東 市
姫 島 村
日 出 町
九 重 町
玖 珠 町

相談窓口（担当課）
建築住宅課
建築指導課
建築指導課
建築指導課
建築住宅課
建築住宅課
都市デザイン課
都市建設課
建 設 課
建 設 課
建 設 課
建 築 課
建 設 課
建 設 課
建 設 課
建 設 課
都市建設課
建 設 課
建 設 課

電話番号
097-506-4679
097-534-6111
0977-21-1111
0979-22-1111
0973-23-3111
0972-22-3111
0972-63-1111
0972-82-4111
0974-63-1111
0978-22-3100
0978-22-3131
0978-22-1111
0974-22-1001
097-583-1111
0978-72-1111
0978-87-2111
0977-73-3111
0973-76-2111
0973-72-1111

H19年度から開始
H19年度から開始
H19年度から開始
H19年度から開始

未

定

各市町村によって、事業開始時期が異なりますので、詳しくはお住まいの市町村担当窓口へお問い合わせ下さい。
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※前ページの「住宅の耐震化で家族を守ろう!!」は、コピーをして耐震化の必要な住宅にお配りください。
⑤の国土交通大臣が指定する建築物についての告示
の全文は、国土交通省ＨＰにてパブリックコメントの
対象として公開されています。
（告示第1790の改正）
この告示は従来の構造計算ルート１に相当する建築
物を判定対象から除外する内容となっていますので、
構造計算をルート２、ルート３で行う場合は、建築物

大分県 建築住宅課

の規模構造を問わず構造計算適合性判定の対象となり
ます。

建築基準法の改正について

今回の告示の改正
（案）ではルート１対象が拡大さ
れていますが主要な部分については下記のとおりで

建築物の安全性の確保を図るための建築基準法の一

す。

部を改正する法律が平成18年６月21日に公布され、
公布後１年以内を目処に施行されることとなっており

１ 鉄骨造の建築物

ます。

・２階建て以下の場合のスパンが12ｍまで緩和され
ました。

平成19年２月には施行に向けて関係政省令の案が
示されましたので、
主な内容についてお知らせします。

・平屋建ての場合の床面積が3,000㎡まで緩和されま
した。

改正案のポイント
○法第６条第５項により構造計算適合性判定を受けな
ければならない建築物について、政令及び告示にて

２ ＲＣ、ＳＲＣ造の建築物
・壁、柱、梁のせん断耐力を詳細に検討する方法が追
加されました。

示されました。今回は政令・告示で示された部分に
ついて記載します。

○ 今回の改正では、
構造計算適合性判定の新設の他、
・対象建築物

建築確認等の審査方法が厳格化されます。また、
軽微な場合を除き図面や構造計算書の訂正を認め

1)法第20条第２号に準ずるものとして政令で定め

ないとの方針が国土交通省から示されています。

るもの
① 地階を除く階数が４以上である組積造又は補

○ 施行は平成19年６月20日の予定です。

強コンクリートブロック造の建築物
② 地階を除く階数が３以下であるＳ造の建築物
であって、高さが13ｍ又は軒の高さが９ｍ

○ 今回の改正は、審査方法の変更が主な内容となっ
ていますので、施行日の受付分からの適用となり

を超えるもの
③ ＲＣ造とＳＲＣ造とを併用する建築物であっ
て、高さが20ｍを超えるもの
④ 木造、組積造、補強コンクリートブロック造
若しくは鉄骨造のうち２以上の構造を併用す
る建築物又はこれらの構造のうち１以上の構
造と鉄筋コンクリート造若しくは鉄骨鉄筋コ
ンクリート造とを併用する建築物であって、
次のイ又はロのいずれかに該当するもの。
イ．地階を除く階数が４以上である建築物
ロ．高さが13ｍ又は軒の高さが９ｍを超え
る建築物
⑤ 前各号に掲げるものの他、国土交通大臣が指
定する建築物。
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ます。

■専攻建築士申請書類予備審査
日時 平成19年２月２日
場所 事務局
出席 ３名
■編集委員会
【行 事 報 告 】

日時 平成19年２月５日
場所 コンパルホール

■女性部勉強会
日時 平成19年１月13日

出席 13名

場所 大分文化会館 第４会議室

議題 「建築士おおいた No.99」の発行について

参加 15名
内容 講師 芳山 憲祐 氏 「木について」

■三役会
日時 平成19年２月７日
場所 事務局

■第２回大分県女性建築士住宅セミナー
日時 平成19年１月20日

出席 ６名

場所 トキハわさだタウンフェスティバルタウン

議題 １）設計事務所協会全国大会負担金の支出に
ついて

参加 40名

２）構造計算適合性判定業務委託の受託につ

内容 講演会 講師 三ヶ尻 勝 氏

いて

「木の住まいの育て方・付き合い方」
■九州ブロック建築士研究集会

■編集作業（建築士おおいた No.99）
日時 平成１９年３月７日

「パッション in ふくおか」
日時 平成19年２月24日

場所 事務局

場所 太宰府市 九州国立博物館

出席 ５名

参加 86名
■編集作業（建築士おおいた No.99）
日時 平成19年３月15日

■建築士のための指定講習会
日時 平成19年３月９日

場所 事務局

場所 大分文化会館 第２小ホール

出席 ５名

参加 151名
■三役会
日時 平成19年３月22日

■第３回大分県女性建築士住宅セミナー
日時 平成19年３月21日

場所 事務局

場所 トキハわさだタウンフェスティバルタウン

出席 ４名

参加 20名

議題 理事会の議題について

内容 講演会 講師 芳山 憲祐 氏
テーマ「健康で長生きできる木造住宅」

■編集作業（建築士おおいた No.99）
日時 平成19年３月22日
場所 事務局

【会 議 報 告】

出席 ３名

■第５回青年部長・副部長会議
日時 平成19年１月27日

■理事会

場所 三重町ホテル東洋会議室

日時 平成19年３月23日

出席 17名

場所 コンパルホール

議題 １）各支部活動状況について

出席 31名
議題 １）建築基準法の改正に伴う「指定構造計算

２）平成19年度「建築士の集い」

適合性判定機関」について

大分大会について

２）上記特別委員会の設置について

３）パッション in ふくおかについて
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【九州ブロック会関係】

【建築士会連合会関係】

■会長会議

■第435回臨時理事会・士会長合同会議
日時 平成19年１月25日

日時 平成19年２月24日

場所 東京都

場所 太宰府市

出席 芳山会長

出席 芳山会長

議題 建築士法改正に伴う指定登録機関・

議題 １）ブロック会旅費規約の一部改正について

登録講習機関への対応について

２）連合会の理事選出について

他

３）連合会より報告
■全国青年委員長会議

■青年建築士協議会・女性建築士協議会運営委員会

日時 平成19年３月16〜17日

日時 平成19年２月24日

場所 （社）東京建築士会会議室

場所 太宰府市

出席 後藤部会長、竹宮副部会長、岐部幹事

出席 後藤青年部会長、阿南女性部会長、
岐部青年部幹事、中道女性部幹事

内容 基調講演、グループディスカッション

議題 １）パッション in 福岡大会の運営について
２）
「建築士の集い」大分大会進捗状況について
３）パッション in 佐賀大会の進捗状況について
４）九州ブロック会長会議の報告について
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新

会

員

紹

介
(H.19年１月〜３月入会)

支

部

氏

名

勤

務

先（所 在 地）

大分

兒玉

智浩

大分

首藤

陽子

大分

姫野

能人

柴田建設（株）
：大分市大字中判田1712番地の４

（097）597ー2233

大分

松村

和弘

赤星建築：大分市大字今市

（097）589ー2228

佐伯

椎原

華愛

谷川建設工業（株）：佐伯市常盤南町８番33号

（0972）22ー2601

赤星建築：大分市大字今市
（株）アルカイック：大分市岩田町３−８−９
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電

話

（097）589ー2228
（097）551ー5000

広報委員
担当副会長
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委
員
〃
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〈三重〉
〈玖珠〉
〈中津〉
〈日田〉

川
長
宮
上
河
板
岡
穴
冨
日

口
野
崎
野
村
井
部
井
部
高

建築士大分

編集委員
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委
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〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

青
保
隆
貢

史
幸
博
一
靖
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達 巳
和 興
直
淳 一
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寺
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本・支部名

〒

事務局所在地

TEL

高

田

879-0605

豊後高田市御玉199

0978-24-0418

国

東

873-0503

国東市国東町安国寺718

0978-72-2887

別

府

874-0845

別府市大字鶴見字角田3220-3

870-0022

大分市大手町2-2-7

本部・大分
佐賀関

879-2201

大分市大字佐賀関3068

臼

杵

875-0082

臼杵市稲田中尾下1000-1

津久見

879-2475

津久見市大字堅浦421-3

佐

伯

876-0813

佐伯市長島町1-3-11

三

重

879-7131

豊後大野市三重町市場701-5

竹

田

878-0026

竹田市大字飛田川1618-6

玖

珠

879-4331

玖珠郡玖珠町大字戸畑3466-1

日

田

877-0025

日田市田島1-7-43-1F 102

中

津

871-0024

中津市中央町1-5-24

宇 佐
本
部
国東支部
別府支部
大分支部
佐賀関支部
臼杵支部
津久見支部
佐伯支部
三重支部
竹田支部
玖珠支部
日田支部
中津支部
宇佐支部

別府建築士事務所会館

田原ビル2F

0977-67-4488
097-532-6607

高島建設㈱内
㈲みえのブロック内

097-575-0116
0972-63-6695
0972-82-1805
0972-23-6099

ウィリングリービル

0974-62-3711
高倉ホーム内

㈲藤原設計内

中津建築会館

879-0454 宇佐市大字法鏡寺290-1 服部第3ビル102号
http://www.oita-shikai.or.jp/
http://www18.ocn.ne.jp/˜ksikai/
http://www.beppu-yukemuri.com
http://homepage2.nifty.com/k-shikai-oita/oitasibu/
http://www.d-b.ne.jp/sekisibu/
http://www.bungo.or.jp/usk̲shikai/syoukai.htm
http://www.bungo.or.jp/t-shikai/
http://www.geocities.jp/o̲s̲kentikusi/
http://www16.plala.or.jp/sok-mie/
http://ww61.tiki.ne.jp/˜kentikusi-ta/index.htm
http://www18.ocn.ne.jp/˜ken-kusu/
http://www.d-b.ne.jp/ken-hita/index.htm
http://kentikusi-nakatu.net/
http://www.d-b.ne.jp/usasikai/

会員増強にご協力を！
〜会員二人で、一人の入会勧誘を〜
目標3,000人突破

社団法人
99

0974-22-6606

大分県建築士会
7002

0973-73-7436
0973-24-6022
0979-24-3597
0978-33-3395

