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大分県建築士会　大分支部

差出人: 大分県建築士会大分支部 <info2@oita-shikai.or.jp>
送信日時: 2022年4月28日木曜日 21:02
宛先: info2@oita-shikai.or.jp
件名: ★事務局ニュース★No.96

 

大分県建築士会大分支部メールマガジン令和４年４月28日発行第96号 
 

 

  

 

 

    

 

 案内  「新型コロナウイルス感染症関連情報」について  

 

  

連合会のHPに「新型コロナウイルス感染症関連情報」が掲載されています。 

ご覧ください。 

内容は順次更新されております。最新の情報をご確認ください 

http://www.kenchikushikai.or.jp/torikumi/news/2020/2020-00-00.html 

【内容】 

 １．各種講習会に関する情報 

 ２．建築士試験・建築士制度に関する情報 

 ３．各団体等への要請等に関する情報 

 ４．新型コロナウイルス感染症に関する国土交通省の対応 

 ５．関連情報 

 

※大分県の新型コロナウイルスに関するお知らせは、以下をご覧ください。 

      https://www.pref.oita.jp/site/covid19-oita/ 
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※大分市の新型コロナウイルス感染症特設ページは、以下をご覧ください。 

      https://www.city.oita.oita.jp/o029/coronavirus.html   

 

  

 

 案内  「22’会員名簿作成調査シート」の提出について  

 

  

 

 会員等の名簿については、役員改選にあわせて作成しており、令和４年度が 

 その時期にあたります。 

 つきましては、会報「建築士 4月号」に「名簿作成調査シート」を同封して 

 おりますので、ご記入いただきFAXまたはメールにて支部事務局までご提出 

 をお願いいたします。 

 提出期限は、5月20日（金）となっております。 

 何卒、早期の提出にご協力ください。 

    FAX 097-532-6635 

    メール info2@oita-shikai.or.jp 

   ※「名簿作成調査シート」は、 こちら にもあります。  

 

  

 

 案内  「本部 総会及び永年会員表彰式・懇親会」の開催について  

 

  

 本部総会及び永年会員表彰式・懇親会を下記により開催します。 

        記 

【総会】 

    日時：令和４年６月10日（金）14時30分～ 

    場所：コンパルホール多目的ホール 

    議事：①令和３年度事業の報告 

       ②令和３年度決算の承認 

       ③令和４年度事業計画及び収支予算の報告 

       ④その他 
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【永年会員表彰式・懇親会】 

    日時：総会終了後 18時～（予定） 

    場所：大分センチュリーホテル 

  ※開催案内は、ハガキにてお知らせしております。 

 （表彰式・懇親会については、新型コロナウイルスの関係で中止等の 

  場合もあります。）  

 

  

 

 案内  九州ブロック研究集会「建築士の集い」長崎大会について  

 

  

 「建築士の集い」長崎大会が下記のとおり開催されますので、お知らせ 

  します。 

                  記 

  開 催 日：令和４年６月25日（土） 受付    11時～12時 

                    研究集会  12時～17時 

                    意見交換会 19時～21時 

  大会テーマ：「長崎今昔物語」 

  会   場： ○研究集会 出島メッセ長崎 101会議室 

          〒850-0058 長崎市尾上町4-1  電話 095-801-0530 

         ○意見交換会 長崎出島ワーフ 

          〒850-0058 長崎市出島町1-1-109  

          電話 095-828-3939 

   

  ※申込は大分支部事務局までお願いします。 

   申込方法等につきましては、別途メールにてお知らせいたします。 

   なお、申込期限は５月19日（木）となっております。 

    

   【補助について】 

    ★本部からの補助  

     ①大会参加費 1,000円/人 
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     ②交通費   2,000円～4,000円/人 

     ・交通費補助については、予算の範囲内で多少変動する可能性 

      があります。また、県北・県央・県南の起点による増減を 

      考慮するため幅を持たせています。 

    ★大分支部からの補助 

     ①参加補助費 ・既会員 1,000円/人 

            ・新規入会会員 3,000円/人 

             （令和３年4月～令和４年６月） 

    ★その他注意点 

     ・宿泊は各自で手配となりますのでご注意ください。 

     ・意見交換会費は（7,000円/人）は自己負担です。     

     ・自己都合によるキャンセルは、キャンセル料が発生する場合が 

      ありますのでご了承ください。 

     ・参加者の取りまとめ終了後、本部事務局より大分支部あてに 

      参加者分の費用請求があります。その請求後に大分支部へ 

      お支払いをお願いします。  

 

  

 

 案内  「既存住宅状況調査技術者講習（新規・更新講習）」のご案内  

 

  

 改正宅建業法の重要事項説明の既存住宅状況調査をするには、この講習を 

 修了し、登録されることが必要です。 

【新年度の開催日程について】 

 令和４年度の「既存住宅状況調査技術者講習（新規・更新）の開催日程は 

（公社）日本建築士会連合会のHPに掲載予定です。 

※大分県建築士会のHPにも、５月以降、新着情報に掲載予定です。 

 

【オンライン学習（新規講習・更新講習）のご案内】 

  インターネット環境の整ったご自宅のパソコンや職場のパソコンにて 
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  受講可能です。修了考査の解答までオンラインで完結します。 

   

※申込方法等詳細は、(公社)日本建築士会連合会のＨＰをご覧ください。  

 

  

 

 案内  「建築士定期講習」について   

 

  

 

【開催日程について】 

 ・令和４年６月21日（火）実施分 受付中～定員次第 

  （受付窓口）事務所協会  会場 大分職業訓練センター 

 ・令和４年９月14日（水）実施分 6月22日受付～定員次第 

  （受付窓口）事務所協会  会場 大分職業訓練センター 

 ・令和４年12月13日（火）実施分 ９月15日受付～定員次第 

  （受付窓口）建築士会   会場 大分職業訓練センター 

 ・令和５年３月15日（水）実施分 12月14日～定員次第 

  （受付窓口）建築士会   会場 大分職業訓練センター 

  

 ★申込については、窓口申込の他、郵送での申込を受付ています。 

 ★令和４年度の受講対象者には4月上旬に（公財）建築技術教育普及 

  センターより「プレ印字版」の受講申込書がご自宅宛てに送付されて 

  います。（前回３年前の講習を、（公財）建築技術教育普及センター 

  で受講した方のみ） 

 ★WEB申込、申込書のダウンロードについては、（公財）建築技術教育 

  普及センターのホームページをご覧ください。 

  https://www.jaeic.or.jp/koshuannai/teikikoshu/kteiki/index.html 

  ★（公財）建築技術教育普及センターでは、講義から修了考査まで全て 

   をオンラインで完結する「オンライン講習」も実施しています。 

   詳細は、こちらをご覧ください。 

  オンライン講習(WEB講義＋WEB修了考査) 建築技術教育普及センターホー

ムページ (jaeic.or.jp)   
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 案内 「監理技術者講習」について （監理技術者以外の方も受講可能）  

 

  

 

 大分県建築士会では毎月建築工事の事例を多く採りあげた内容で「監理技術者

講習」を開催しています。特に、一級建築士、1級建築施工管理技士、1級電気工

事施工管理技士、1級管工事施工管理技士等の「建築工事の分野で活躍されてい

る監理技術者」にとりましては、実務に役立つ充実した内容のテキストを使用して

講義を行います。講習会日程は下記のとおりです。ＣＰＤ６単位が付与されます。 

 なお、監理技術者以外の建築士や技術者の方も受講可能です。日頃の工事監

理業務に役立ちますので、是非ご受講ください。  

 ＜講習会日程＞                                          

  令和４年 ５月11日(水) ６月8日(水) ７月13日(水) 

       ８月10日(水) ９月14日(水) 10月12日(水)  

       11月９日(水) 12月14日(水) 

  令和５年 １月11日(水) ２月８日(水) ３月８日(水)  

 ※日程は、日本建築士会連合会HPにも掲載されております。 

    ○時 間：8：50～16：40 〔 受付8：30開始 〕 

  ※8:45～8:50の5分間に講習の運営説明があります。 

  ○会 場：（公社）大分県建築士会会議室 

  ○形 式：DVD講習 

  ○定 員：各回３名程度 

  ○受講料：WEB申込 9,500円／窓口・郵送申込 10,000円   

※受講申し込みは日本建築士会連合会HPよりお申込ください。  

 

  

 

 案内 「建築士法による重要事項説明のポイント」(第4版)ご案内に 

     ついて  

 

  

 ○ 標記図書の第４版が発行されましたのでご案内いたします。 

 １．発行日 令和３年11月24日 
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 ２．改訂内容 

  １）令和３年９月１日施行の建築士法等の改正に対応 

    法改正された部分の修正、法改正の内容を追記、新旧対照表の掲載 

  ２）ITによる重要事項説明への対応 

    ITによる重要事項説明の内容を追記、ITによる重要事項説明の実施 

    マニュアルを掲載 

  ３）四会推奨「重要事項説明書様式」の改訂 

    押印、書面に係る制度が見直されたことをうけ、四会推奨「重要 

    事項説明書様式」の説明をした建築士、説明を受けた建築主の 

    押印欄を削除。 

 ３．販売価格 

    定価   1,540円（税込） 

    会員価格 1,386円（税込） 

    ＊ページ数の増加に伴い、定価が引き上げられました。 

 ４．体裁 

    A4版 126ページ 

 ○申込は、事務局までご連絡ください。  

     電話 097-532-6607  メール info@oita-shikai.or.jp  

 

  

 

 案内  「各種契約書類及び契約約款」の改正版の発刊について  

 

  

連合会発行「会報 建築士」令和３年９月号に契約約款の特集記事が 

掲載されております。 

 

民法等の改正を踏まえた以下の改正版（令和２年４月改正）が 

 発刊されました。  

 ○「四会連合協定 設計・監理業務委託契約書類」 

   ・一般価格 1,320円（税込） 

   ・会員価格  990円（ 〃  ） 
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 ○「四会連合協定 小規模向け設計・監理業務委託契約書類」 

   ・一般価格 1,100円（税込） 

   ・会員価格  880円（ 〃  ） 

 ○「民間連合協定 工事請負等契約約款契約書関係書式」 

   ・一般価格  930円（税込） 

   ・会員価格  837円（ 〃  ） 

 ○「小規模建築物・設計施工一括用工事請負等契約約款契約書関係書式」 

   ・一般価格  900円（税込） 

   ・会員価格  809円（ 〃  ） 

 ○「民間連合協定 マンション修繕工事請負契約約款契約書関係書式」 

   ・一般価格  930円（税込） 

   ・会員価格  837円（ 〃  ） 

 ○「民間連合協定 リフォーム工事請負契約書類（書式・約款）」 

   ・一般価格  580円（税込） 

   ・会員価格  522円（ 〃  ） 

 ○ 改正日   令和２年４月１日 

 【図書問合せ先】士会事務局まで 電話 097-532-6607  

 

  

 

 案内  「建築士 ５月号」について  

 

  

 ※今月の「北から南から」に、関埼灯台の記事掲載があります。 

  大分支部会員の小関公香さんの投稿です。  

  ご覧ください。 

 

【主な記事の目次を掲載します。】 

 ○特集    第64回建築士会全国大会「あきた大会」へのいざない     

 ○この人に聞く 社会全体で医療を、そして共生社会へ 

         長澤 泰 氏 ハピネスライフ財団理事長 

                前工学院大学共生工学研究センター長 
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                東京大学名誉教授、工学院大学名誉教授              

 ○CPD講座   設計図書整合性向上ガイドブックの解説 第４回 

         建築物と内装のデザインの意匠権 第３回          

 ○連載コラム  建築施工におけるBIMを考える  第４回 

 ○NewsClip     ウクライナ情勢緊迫化で資材価格が異例の上昇ほか 

          

 

  

 

 案内  「まちづくり・建築よろず相談会」の開催について  

 

  

 

 本年度の公益事業として、大分市まちなみ企画課と大分支部の協働により、 

 下記のとおり「相談会」を開催いたします。 

          記 

  場所：ホルトホール大分「まちづくり情報プラザ」 

  日時：原則毎月第３木曜日 10時～12時 13時～15時 

     ・４月開催 ４月21日（木）～終了しました。 

      ※「報告」の欄に4月の詳細は掲載しております。 

     ・５月開催 なし 

     ・６月開催 ６月16日（木） 

     ・７月開催 ７月21日（木） 

  相談員：○まちづくり相談～大分市職員 １～2名/回 

      ○建築よろず相談～大分支部会員 ２名/回 

  ※大分市住宅課の「空き家相談会」も同時に開催されます。   

 

  

 

 案内  「アートプラザと大分支部連携事業」について  

 

  

 以下のとおりアートプラザと大分支部の連携事業を開催します。 

 お知り合いの方へ、ご案内ください。 
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 ①「折り紙建築ワークショップ  アートプラザを作ってみよう！」 

   日時：令和４年５月21日（土） 10時～12時 

   会場：アートプラザ２階研修室 

   対象者：小学生（3年生以下は保護者同伴） 

   人数：20名 

   参加費：500円 

 ②「磯崎建築を学ぶ講座」 

   日時：令和４年５月21日（土）14時～16時 

   場所：アートプラザ２階研修室 

   対象者：高校生以上 

   人数：20名 

   参加費：無料  

 ◆申込 電話で５月６日（金）午後６時までに 

     アートプラザ（538ー5000）へ。 

     あるいは、士会大分支部事務局（532－6607）へ。  

   

 

  

 

 案内  「第6回 しきど青空マルシェ」への参加について  

 

  

 大分支部青年部まちづくり班が7月９日（土）に敷戸名店街広場で開催 

   されます、「第６回しきど青空マルシェ」へ参加します。 

 大分大学理工学部柴田研究室、県住宅公社、敷戸団地名店街、NPO法人 

 小さな手と協力し、昨年11月に開催されました第5回には、①「よみが 

 える敷戸の記憶 パネル展」②「木製スマホスタンドのDIY工作」 

 ③「ガーランドの作成、展示」④「竹のバッタづくり」を催し、大変 

 好評でした。今年度の企画も現在検討中です。みんなが主役の地域共生 

 社会実現のため、建築士として、建築士会大分支部まちづくり班としての 

 活動のさらなる可能性をこの企画をとおして探って行きます。 

 会員の皆様も、是非参加いただき一緒に楽しみましょう。  
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 詳細は、改めてお知らせします。 

 

【お知らせ】 

 ※2022年4月4日、大分県建築士事務所協会主催の令和３年度(第25回) 

  県内大学建築設計展で、大分大学柴田研究室の松江春花さんが 

 「最優秀賞」を受賞されました。 

  松江さんの作品は、敷戸団地の名店街周辺のこれからの姿を提案した 

  ものです。この作品は上記の「しきど青空マルシェ」で展示して団地 

  の方にもご覧いただきました。まちづくり班と一緒に活動を行って 

  います。おめでとうございます！ 

  作品の詳細は こちら をご覧ください。  

 

  

 

 案内 「大分県インテリアコーディネーター協会」新規会員募集中！  

 

  

 

 賛助会員であります、大分県インテリアコーディネーター協会様より 

 お知らせです。 

 

 ●先ごろ、本年度のインテリアコーディネーター（IC）試験の合格発表が 

  ありました。 

  令和３年度合格者の方、またはすでにインテリアコーディネーター資格 

  をお持ちの方は、入会をお待ちしています。 

 （協会活動に賛同の方は、IC資格がなくても準会員でご入会いただけます） 

   協会HP  http://ic-oita.com/ 

   お問合せ info@ic-oita.com (川野まで） 

   募集チラシは こちら まで。  

 

  

 

 報告  第１回大分支部常議員会について  
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 令和４年４月22日（火）に、コンパルホールにおいて第１回大分支部常議員 

 会を開催されました。下記の議案をご審議いただき、いずれもご承認をいた 

 だきました。 

  第1号議案 令和３年度事業報告及び収支決算 

  第2号議案 令和４年度事業計画(案)及び収支予算(案) 

  第3号議案 支部役員の選任と本部理事候補推薦者の選定他 

  第4号議案 その他 

    ① 今後の会議等の日程 

  ※資料はこちらをご覧ください。 ・議事概要  ・議事  

 

 

 

 

 

 

 報告   「大分支部 青年部総会」について  

 

  

 令和4年４月25日(月)19時より、アートプラザ研修室において、支部青年部 

 総会が開催されました。下記の議案をご審議いただき、いずれも承認されま 

 した。 

           記  

  ①令和３年度事業報告及び収支決算 

  ②令和４年度事業計画（案）及び収支計算（案） 

  ③令和３年度公益事業と令和４年度公益事業 

  ④役員等の選任 

 ※議案は こちら 、議事概要は こちら をご覧ください。 
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      (議案の表紙の日付と時間は間違っております。 

   申し訳ございません。） 

 

【班員募集中】 

  今年度の青年部各班（３班）の構成メンバーがほぼ決まりました。 

  しかしながら、情報班、まちづくり班、造形班の三班ありますが、 

  班員は不足気味です。班員を募集しておりますので、事務局まで 

  ご連絡ください。連絡を、お待ちしております。 

  電話 097-532-6607  メール info2@oita-shikai.or.jp   

 

  

 

 報告  「第１回 建築よろず相談会」について  

 

  

 

 令和４年４月21日（木）午前10時から午後3時まで、本年度第1回の 

「建築よろず相談会」がホルトホールのまちづくり情報プラザ内において 

 開催されました。これは本年度の大分支部公益事業のひとつで、大分市 

 まちなみ企画課と大分支部の協働により開催するものです。大分市民の 

 身の回りのまちづくりや住宅に関する身近な相談を受ける場を定例的に 

 開催し、地域や建築物に係る市民の利益の擁護及び増進を図り、社会に 

 貢献することを目指しています。なお同時に隣接して、大分市住宅課に 

 よる「空き家相談会」も開催しております。こちらとの連携も図れれば 

 と考えております。 

 次回の開催日で決まっているのは、６月16日（木）、7月21日（木）と 

 なっております。  
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 報告  日出藩の風待ち茶屋「襟江亭」について Vol.４  

 

  

 

 令和４年４月23日（土）の大分合同新聞に「襟江亭」の記事が掲載されま 

 した。日出町教育委員会が、「襟江亭」の歴史的価値を裏付ける調査を終え 

 結果をまとめた報告書が出来たとの事です。調査の結果、全国的にも希少な 

 価値を持つ建築遺構であると結論付けられました。 

 記事は こちら をご覧ください。  

 

  

 

 お知らせ    

 

  

１．中津市 景観整備機構に建築士会指定 

  ○ 4月1日付け、中津市は建築士会を景観整備機構に指定した。 

   合同新聞の記事は、 こちら をご覧ください。 

 

２．「本部 第1回理事会」の開催について 

  日時：令和４年５月26日（木）14時30分～ 

  場所：コンパルホール多目的ホール 

  議題：①令和３年度事業報告及び収支計算 

     ②令和４年度事業計画及び収支予算 

     ③役員の選任 
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３．「本部 青年女性委員会総会」の開催について 

  日時：令和４年６月10日（金）11時30分～ 

  場所：コンパルホール304 

会議室 

  議題：①令和３年度事業報告及び収支決算 

     ②令和４年度事業計画（案）及び収支予算（案） 

     ③役員の改選 

     ④その他 

 

４．図書の案内 

  ○ 大分県木材協同組合連合会様より、本の寄贈（10冊）がありました。 

   これらの本は、昨年度開催されました「おおいた 木造塾」の中で、 

  講師の大分大学の田中先生からご紹介あった「木質構造関係の本」です。 

   詳しくは、 こちら をご覧ください。 

   貸出希望の方は、事務局までご連絡ください。 

  ○その他図書 

 ・新日本法規出版㈱様より、下記書籍が発刊されています。 

  ①建築申請memo2022  価格4,840円（税込） 

  ②建築消防advice2022  価格5,390円（税込） 

  ③窓、開口部をめぐるトラブル予防・対応の実務」価格4,950円(税j込) 

  ※士会事務局にも若干数の在庫があります。 

 

 ・㈱ぎょうせい様より、下記書籍が発刊されています。 

      ①最新 開発許可制度の解説 第四次改訂版 最新刊  

                         会員価格 4,950円 

  ②プロのため主要都市建築法規取扱基準 四訂版  

                    ※再案内 会員価格 5,940円 

  ③実務ですぐ役立つ！これだけは知っておきたい 

   建築物のアスベスト対策   ※再案内    会員価格 1,683円  

  ④建築物の防火避難規定の解説2016（第２版）  会員価格  4,257円 
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    平成30年建築基準法改正、令和２年告示改正に対応 ※再案内 

  ⑤平成30年改正 建築基準法・同施行令等の解説 会員価格 5,643円 

     令和元年６月施行完全対応版  ※再案内  

 

 ※詳しくは、下記をご覧ください。 

   申込書  ・①  ・②  ・③  ・④  ・⑤ 

 

５．「建築士賠償責任保険制度（けんばい）」等の保険制度のご案内 

   （公社）日本建築士会連合会では、下記の保険を取り扱っています。 

    ①建築士事務所のためのけんばい（建築士賠償責任保険制度）  

    ②建築士事務所に勤務する建築士のためのけんばい勤務建築士用 

    ③既存住宅状況調査技術者団体賠償責任保険制度 

    ・既存住宅状況調査業務上のミスに起因する賠償責任を補償する 

     制度です。 

    ④工事総合補償制度（賠償＋建設工事補償） 

    ・建設工事関連に起因する賠償責任補償に加え、建設中の建物など 

     の補償です。 

   【お身体の保険】 

    ①トータルサポート  

    ・団体総合生活補償保険 

    ・団体長期障害所得補償保険 

    ②e-choice      ・団体総合生活保険 

    ③e-choice ゴルファー ・ゴルファー必須のワイドな補償                  

   ※詳しくは、下記をご覧ください。 

     日本建築士会連合会 共済補償制度 (aic-agt.co.jp) 

 

６．「令和４年２月の土木・建築ベスト10」について 

  （令和４年３月31日 建設通信新聞 読書欄より） 

   こちら をご覧ください。 

 

７．その他 
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      ●新聞記事より 

   昨年、素材研究会で勉強した「七島藺」の記事です。 

   「くにさき七島イ」の植え付け始まる。 

   こちら をご覧ください。 

 

  ●株式会社寺田倉庫が運営を行う模型保管庫・WHAT MUSEUMから 

   ガイド付き団体鑑賞のご案内です。 

   ◆「建築模型展ー文化と思考の変遷ー」展 

     時代や作り手の思考と共にあり方を変えてきた建築模型に着目し 

     古代から現代における歴史的な文脈の中で、建築模型がどのよう 

     な役割を果たしてきたのかを考察し、その意義に迫ります。 

   ○会期 2022年4月28日～2022年10月16日 

   ※詳しくは こちら をご覧ください。  

 

  

 

 

 

※いずれの行事も、新型コロナウイルス感染及び拡大防止の観点から中止や延期の 

 場合があります。 

５月 

 ● １１日（水） 監理技術者講習 ＠事務局会議室 

 ● ２１日（土） 折り紙建築ほかワークショップ ＠アートプラザ 

 ● ２２日（日） 大分市空き家相談会 ＠佐賀関公民館 

 ● ２６日（木） 本部第1回理事会 ＠コンパルホール 

６月 

 ●  ８日（水） 監理技術者講習 ＠事務局会議室 

 ● １０日（金） 本部通常総会、理事会、永年会員表彰式ほか 

          ＠コンパルホール・大分センチュリーホテル 

 ● １６日（木） 大分支部「建築よろず相談会」 ＠ホルトホール 

 ● １８日（土） 建築相談員養成セミナー ＠コンパルホール 
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 ● ２１日（火） 建築士定期講習(協会) ＠大分職業訓練センター 

 ● ２５日（土） 建築士の集い 長崎大会 ＠長崎市 

 ● ２６日（日） 建築士の日 全国一斉建築相談会  

          大分支部「建築よろず相談会」＠ホルトホール 

７月 

 ●  未定    支部長・事務局・委員長会議 ＠未定 

 ●  ３日（日） 二級建築士学科試験 ＠県立芸術文化短期大学 

 ●  ９日（土） 第6回しきど青空マルシェ ＠敷戸名店街広場 

 ● １３日（水） 監理技術者講習 ＠事務局会議室 

 ● ２１日（木） 大分支部「建築よろず相談会」 ＠ホルトホール 

 ● ２３日（土） 柞原八幡宮清掃活動 ＠柞原八幡宮 

 ● ２４日（日） 一級・木造建築士学科試験 ＠県立芸術文化短期大学 

８月 

 ● １０日（水） 監理技術者講習 ＠事務局会議室 

 ● ２１日（日） 大分市空き家相談会 ＠ホルトホール 

９月 

 ● １１日（日） 二級建築士設計製図試験 ＠県立芸術文化短期大学 

 ● １４日（水） 監理技術者講習 ＠事務局会議室 

          建築士定期講習（協会） ＠大分職業訓練センター 

 ● ２０日（火） 柞原八幡宮お神輿手伝い ＠柞原八幡宮 

 

  

 

 大分支部 賛助会員一覧   

 

  

・日本製鉄(株)九州製鉄所・(株)佐伯建設・梅林建設(株)・平倉建設(株) 

・東九州設計工務(株) ・後藤建設(株) ・鬼塚電気工事(株) ・協栄工業(株) 

・日本暖房鉄工(株) ・(有)中山建材店 ・野内硝子(株) ・(株)総合資格大分 

 支店 

・(株)江藤建設工業 ・(株)建築資料研究社大分支店 ・(株)三高産業 

・(株)飯田建築設計事務所 ・(有)佐藤建築設計事務所 ・(株)熊野建設 

・柴田建設(株) ・(株)平和建設 ・東洋建販(株) ・(株)大分電設  
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・柳井電気工業(株) ・(株)エンワ ・庄司工業(有) ・大分ナブコ(株) 

・ＹＫＫＡＰ(株)大分支店 ・(株)栄工社 ・(株)古城  

・(株)松村硝子店 ・(株)テノックス九州大分出張所 ・(株)大分住宅研究室 

・豊國建設(株) ・新日本法規出版(株) 

・日本加除出版(株) ・新成建設(株) ・(株)ピーエス三菱 九州支店 

・積水ハウス(株)大分支店 ・（株）シーピーユー九州支店 

・大分県インテリアコーディネーター協会 

・個人会員  岡本様・佐藤様・(株)清電社７名・（株）安部電業社１名 

       山下様 

※順不同 

  賛助会員とは、士会定款第6条第4項に「個人又は団体で本会の事業を賛助 

  するものとする。」と定められた会員の方です。 

  本会の活動の趣旨に賛成して、助力をいただいております。 

     法人会員の住所等は、 こちら をご覧ください。  

 

  

 

 mini 歴史散歩   今月はお休みです  

 

  

 

 

 

 

 ロシアのウクライナ侵攻や収束の兆しの見えない新型コロナウイルス、 

 大雨、大地震などの頻繁に起こる災害・・・・。世界は混沌とした状況 

 です。未来は今より良くなると思っていましたが、なんとなくそうだろ 

 うかと考える毎日です。そのような事を考えると、建築という職種を 

 とおして幅広い年代、職種の方が集まり「社会のためになることを行う 

 建築士会」。このような社会のためになることを行う組織が今後ます 

 ます大切になってくるのではないかと思っております。会員の皆様に 
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 おかれましてはいかがお過ごしでしょうか。 

  最後に、長い間「事務局ニュース」の編集を務めてまいりましたが、 

 この度事務局を退職します。これまでのご愛読ありがとうございました。 

 平成29年6月のNo.39号から今月のNo.96まで担当させていただきました。 

 本当にありがとうございました。 

 

 今月の映画です。良かったらご覧ください。 

 ○「ツユクサ」（隕石が人に当たる確率は一億分の１。そのありえな偶然に遭遇 

         した女性の物語。)   

   ○「ふたつの部屋、「ふたりの暮らし」(夢にまで見た最後の計画。あたりまえ 

           と思っていた日常が消えた。)  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

大分県建築士会大分支部メールマガジン 令和４年４月28日発行 第96号 

事務局：〒870-0045 大分市城崎町1丁目3番31号 富士火災大分ビル3階 

TEL：097-532-6607 FAX：097-532-6635 
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