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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8月31日水曜日 9:27
宛先: info2@oita-shikai.or.jp
件名: ★事務局ニュース★No.100

 

大分県建築士会大分支部メールマガジン令和４年8月31日発行第100号 
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 報告   ❶「第１回ヘリテージマネージャースキルアップ研修」＠旧緒方村役場について 
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      ➋「おりがみ建築教室」について 

      ➌「布屋ビル+カトリック大分教会の見学会」について 

      ❹「建築模型製作体験」について 
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  事務局ニュース100号を迎えて       

  大分支部青年部「班員の募集」について   

 ➡今後のイベント一覧    

 大分支部 賛助会員一覧    

 mini 歴史散歩      今月はお休みです 

 ➡事務局よりお知らせ     
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 案内  ➀「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  ②「令和4年度会費」の納入について  

 

  

 

令和４年６月２０日付け「令和４年度会費納入」のお願い文書を送付したところで

す。８月３１日（水）が納入期限となっていましたが、約７０％の納入となっています

ので、未納の方はお忙しいところ恐縮ですが、納入をお願いします。 

  

なお、先日の本部通常総会におきまして、 

「当該年度の４月１日において７５歳以上でありかつ会員歴が１０年以上である会

員の本部年会費を、現行9，600円から4，000円とする。」と、 

本部年会費の改正が承認されました。 

また、支部年会費については、各支部で検討する事となっています。 

お間違えの無いようにご注意ください。  

 

  

 

 案内  ③「既存住宅状況調査技術者講習（新規・更新講習）」について  

 

  

 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。 

 

【令和４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に掲載されています。 

 以下開催予定の日程をお知らせします。 

 〇新規講習 

  日 程：令和4年10月 5日（水） 
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 〇更新講習（年2回開催） 

  日程➀：令和4年11月11日（金） 

  日程➁：令和5年  1月26日（木） 

 

【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 

  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、日本建築士会連合会HPをご覧ください。  

 

  

 

 案内  ④「建築士定期講習」について   

 

  

【令和４年度の開催日程について】 

 ・令和４年９月14日（水）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 
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  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)   

 

  

 

 案内  ⑤「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。 

 

【令和４年度の開催日程について】                                      

  令和４年   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 
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  ○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  ⑥「建築士法による重要事項説明のポイント（第4版）」 

      の発刊について  

 

  

 

 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 

 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、士会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  
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 案内  ⑦「各種契約書類及び契約約款（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（ 〃  ） 

 ○「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 

 

 ※図書の問合せは、士会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  
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 案内  ⑧「免状型の一級建築士登録証明書」の発行について  

 

  

 

 近年、カード型の一級建築士免許証明書の交付を受けた建築士等から、一級 

 建築士の免許を保有している事を証明するものを、建築事務所に掲示したい 

 要望に対応するため、「免状型」の一級建築士登録証明書（事務所等掲示 

 用）を発行する事になりました。 

 

 ○発行手数料： １，７８０円 

 ○証明される内容：氏名（フリガナ）、生年月日、登録番号、登録年月日 

          など 

 

 ※詳しくは、こちらのチラシをご覧ください。  

 

  

 

 案内  ⑨「建築士賠償責任補償制度（けんばい）」について  

 

  

 耐震偽装事件以降、国民の建築業界への不信が高まる中、建築物の安全性を 

 確保するために重要な役割を担う建築士として、日々適正な業務遂行のため 

 に力を注いでおられることと思います。 

 一方で、品質管理をどんなに徹底しても、不測の事故が発生してしまう可能 

 性を完全に排除することができないのも現状です。 

 このような事態に備え、公益社団法人日本建築士会連合会を契約者とし、建 

 築士会会員が経営・勤務または所属する事務所の方を加入者とする建築家賠 

 償責任保険、請負業者賠償責任保険、サイバーリスク保険の団体契約のご案 

 内です。 
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 建築士としての業務の安定化を図り、不測の事態への賠償資力を確保するた 

 めに、より多くの会員事務所が本制度にご加入されますようご案内申し上げ 

 ます。 

 ※概要につきましては、こちらのチラシをご覧ください。 

 ※詳しい内容や保険料、お申込みについては日本建築士会連合会HPをご覧 

  ください。  

 

  

 

 案内  ⑩「まちづくり・建築よろず相談会」の開催について  

 

  

本年度の大分支部公益事業として、大分市まちなみ企画課・住宅課と（公社）大分

県建築士会の協働により、まちづくりや住宅等に関する身近な相談を受ける場を

定期的に開催しています。 

今月は、下記のとおり開催しますので、皆様の周囲でお困りの方がいましたら周知

いただき、お気軽にご相談ください。 

 

 ❖都市計画や、区画整理事業、地域の活性化、まちの景観向上などのまちづ 

  くりに関することは、大分市まちなみ企画課が、空き家問題に関すること 

  は、大分市住宅課（空き家相談出張窓口）が相談を受けます。 

 

 ❖木造住宅の耐震化や、住宅等の設計･増改築、工事、トラブルなどでお 

  困りの相談に、大分県建築士会大分支部会員（建築士資格を持った会員） 

  が建築専門家としての立場から適切な意見やアドバイスを行います。 

  （現在係争中の案件は相談対象外となります。） 

 

          記 

開催日 ：令和４年９月１５日（木） 

開催時間：１０時～１２時（休憩）１３時～１５時  

開催場所：J：COMホルトホール大分 
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     １階 まちづくり情報プラザ（ 図書館入口横） 

相談料 ：無料 

その他 ：相談内容がわかる資料（図面、写真、契約書など）があれば 

     お持ちください。 

 

 

【今後の開催予定】 

 毎月 「第３木曜日」の開催予定です ※開催しない月もあります。 

 （大分市まちなみ企画課・空き家相談出張窓口と同時開催） 

 

 令和４年 １０月 未開催 

      １１月１７日 

      １２月１５日 

 令和５年  １月１９日 

       ２月 未開催 

       ３月１６日  

 

  

 

 案内  ⑪「ビルド大分体験型講座」の開催について  

 

  

本年度もBUILD OITA（おおいた建設人材共育ネットワーク）の委託事業で、建設

分野の各団体が共同して、進路選択期を迎える中学生を対象に、建設分野への

興味・関心を深め、建設系学科への進学を意識づけるために体験型の講座を実施

する事業です。 

特に大分県建築士会は「建築講座」を大分高等技術専門校、大分県建築住宅課と

共同担当しています。 

「３Ｄ設計ソフトでマイホーム設計体験」を企画し、大分支部からも５名のスタッフが

参加します。 

 

             記 
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 事業名：BUILD OITAスクール「親子で体験！土木・建築おしごと教室」 

 日 時：（建築講座）令和４年９月１７日（土） １５時～１６時 

 対 象：小５～中２ 

 定 員：１５名 

 参加費：無料 

 会 場：（公財）大分県建築技術センター 花津留庁舎 研修等 

      大分市花津留2-2-5（平和市民公園横） 

 

【注】なお、好評につき全６講座共１５名の定員に達しました。 

※概要につきましては、こちらのチラシをご覧ください。  

 

  

 

 案内  ⑫「第３回ヘリテージマネージャーステップアップ研修」 

      ＠草野本家、廣瀬家、行徳家の開催について  

 

  

令和４年度の「第３回ヘリテージマネージャースキルアップ研修」を下記のとおり開

催します。 

本研修は、７月～翌年２月までの全９回の研修になります。 

大分支部からも１９名の方が受講されています。 

なお、第２回の柞原八幡宮での研修は、１０月以降に延期になりました。 

 

             記  

・第３回  日  時：令和４年９月２８日（水） １０時集合 終日予定 

      集合場所：豆田まちづくり歴史交流館 旧古賀医院 

           （住所：日田市豆田町9-15） 

      ・草野家現場研修 

      ・広瀬家保存整備事業の現場研修 

      ・行徳家現場実施研修 

 

【第４回以降研修内容（予定）】 
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・第２回   １０月   柞原八幡宮 （延期） 

・第４回   １０月   杵築市伝建地区内、杵築市歴史資料館 

・第５回   １１月初旬 大分市「関埼灯台」、佐賀関公民館予定 

・第６回   １１月下旬 大分市鶴崎「毛利空桑記念館（天勝道etc.）」 

・第７回   １２月   日出町「襟江亭」、深江地区公民館 

・第８回  Ｒ５年１月   大分市 積算等の座学 

・第９回    ２月   姫島村「古庄邸」、「姫島灯台」、 

                「姫島ＩＴアイランドセンター」 

 

※講師や内容等の詳細については、こちらのプログラムをご確認ください。 

（一部未定） 

※第５回は一般向け公開講座、受講料無料です。（別途お知らせ致します）  

 

  

 

 案内  ⑬「営業に使えるインテリアパース教室」の開催について 

     （情報提供）  

 

  

賛助会員の大分県インテリアコーディネーター協会様からのご案内です。 

 

『営業に使える インテリアパース教室』 

～誰でもかける建築手描きパースの基本～ 

 

講師 川上幸生氏 

建築士、ケイズデザイン主宰、愛媛インテリアコーディネーター協会顧問 

  

お客様とイメージを共有するためのパース、契約するためのツールです。業務多忙

な中でいかに早く描けるかが大切。CDAとの差別化のための手描きパースです。 

  

【日時】        2022年11月2日(水)18：30～20：30 

【場所】        J：COMホルトホール大分 302会議室（大分市金池南1-5-1） 
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【定員】        15名(定員になり次第締切り) 

【参加費】      1,000円 

【受講者持参品】HB～2B鉛筆（シャーペン可0.5以上） 

        大きめの三角定規、30cm定規 

【主催】         大分県インテリアコーディネーター協会（ICO） 

【申込】         10/26日までに①名前②携帯番号 ③パース作図の経験の有無を 

       記入してICO事務局メール    info@ic-oita.com まで 

【問合せ】      ICO事務局 （090-5022-2481） 

※頂いた個人情報は、大分県IC協会からのご案内以外には使用いたしません。 

 

※詳しくはこちらのチラシをご覧ください。 

   

 

 

 

 

 

 

 案内  ⑭「大分県インテリアコーディネーター協会（ICO） 

      35周年記念イベント」の開催について（情報提供）  
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賛助会員の大分県インテリアコーディネーター協会様からのご案内です。 

 

大分県インテリアコーディネーター協会（ICO）35周年記念イベント 

  

◆記念パネルディスカッション15：30～17：30 

『(仮)これからのインテリアと私たちの仕事』 

  

荒井詩万、髙原真由美、三宅利佳他8名の人気コーディネーターが大分に集結 

  

オンライン（Zoom）参加  参加費2,000円  定員60名 

イベント管理システムPeatix   http://ptix.at/ot2u99  より 

  

会場参加                  参加費2,000円  定員30名 

イベント管理システムPeatix   http://ptix.at/zPiHXC  より 

  

【受付開始 8月25日～】 

  

▪パネリスト    ～2020年から大分県IC協会でZoomセミナー開催順～ 

  松本 理絵氏   （ミヤカグ） 

  髙原 真由美氏 （〈一社〉日本ライフオーガナイザー協会） 

  今田 百春氏   （ケイエムアーキプロダクツ） 

  荒井 詩万氏   （CHIC INTERIOR PLANNING） 

  坂野 民枝氏   （インテリアの教室） 

  中塩 五月氏   （Tree Style） 

  三宅 利佳氏   （Jay blue） 

  カトリーヌ氏   （HIRO DESIGN） 

▪コーディネーター 

  瀬口 正美     （Seg Haus /大分県ｲﾝﾃﾘｱｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ協会） 

  

◆懇親会 18：00～20：00  8000円（ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｽｶｯｼｮﾝ参加を含む） 
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その他申込は大分県インテリアコーディネーター協会ホームページ 

https://ic-oita.com/    より受付けています 

  

問合せ  大分県インテリアコーディネーター協会事務局 

         090-5022-2481    mail：info@ic-oita.com 

 

※詳しくはこちらのチラシをご覧ください  

 

 

 

 

 

 

 報告  ❶「第１回ヘリテージマネージャースキルアップ研修」 

      ＠旧緒方村役場について  

 

 



16

 

 

 

 

令和４年度の「ヘリテージマネージャースキルアップ研修」に２８名の受講者の応募

があり、大分支部からも１９名の方が受講されています。 

 

第１回が、７月３０日（土）に豊後大野市緒方町で開催されました。 

９時に豊後大野市緒方公民館に集合して、開校式、オリエンテーションの後、第一

講義の「旧緒方村役場庁舎の歴史と復元について」豊後大野市教育委員会 社会

教育課文化財係 後藤祥氏の講義がありました。 

引き続いて第二講義は「旧緒方村役場庁舎復元改修工事の設計と監理について」

㈱大分住宅研究室 芳山憲祐氏の講義がありました。復元工事設計・監理のポイ

ントなどを多く聞くことが出来ました。 

 

その後、会場を旧緒方村役場に移動し、見事に復旧した庁舎で「復元改修現地研

修」がありました。外部、１階、２階、蔵と巡回し、各地点で調査・設計者、施工者、

工事監理者のそれぞれの立場から説明を受け、活発な質疑応答がありました。 １

３時頃に現地解散となりました。 

 

【研修者の声】 

●文化財の復元改修は、出来る限り元の材料を残しての改修になるのか。 

●解体しないと分からない事も多いのに、現場変更に良く対応したなぁ。 

●若い人の参加があって良かった。  
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 報告  ➋「おりがみ建築教室」について  

 

  

 

今年も「おりがみ建築教室」が７月３１日（日）１３時３０分からJ：COMホルトホール

大分 ２階 ２０１会議室で開催されました。 

３名の参加があり、保護者も加わって、支部青年部造形班の指導のもと、磯崎建

築、赤レンガ館、富貴寺などの、大分県内の名建築に挑戦しました。一人で３個も

作成した子がいました。 １５時30分に終了しました。 

 

【参加者の声】 

●夏休みの工作が２つできた。 

●楽しかった。次の模型体験にも挑戦したい。  
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 報告  ➌「布屋ビル+カトリック大分教会の見学会」について  

 

  

 

支部青年部まちづくり班で「モダニズム建築研究会」の見学会が、８月７日（日）開

催されました。 

１０時に竹町アーケード側の時計屋（メカウォッチ）前に集合し、参加者９名で中央

町にある布屋ビルと、カトリック大分教会の２つの建物の見学を行いました。 

布屋ビルは、１９７１（昭和４６）年竣工の店舗併用の複合ビルです。管理者の方に

通り抜けできる基本構想や、無駄な空間をつくらない工夫等の建設当時の説明を

していただきながら見学しました。また、当時の確認申請書も残されていて、図面

等も確認することが出来ました。 

カトリック大分教会は、１９５０（昭和２５）年竣工の教会です。戦後間もない時期に

建設されていますが、内外とも美しく保たれていて、特に広大な空間と、きれいな発

色のステンドグラス窓が印象的でした。 

今回の調査内容を整理して「おおいたモダニズム建築研究会」のホームページに

掲載予定です。  
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「おおいたモダニズム建築研究会」のホームページについて  

大分県内には、戦後に建てられた多くのモダニズム建築が存在していますが、そ

の建物価値が評価されないまま解体されていくものも近年見受けられます。大分

県建築士会大分支部青年部まちづくり班では、現存する建物の調査及び記録を行

い、大分に存在した建築文化を後世へ適切に継承していく取り組みを行っていま

す。本ホームページは、その成果を公表するものです。 

（ＨＰ前文より掲載） 

※ホームページはこちらhttps://sites.googie.com/oita-kenchikushikaiです。  

 

  

 

 報告  ❹「建築模型製作体験」について  

 

  

 

昨年も好評でした「建築模型製作体験」が８月２０日（土）コンパルホール 

３階３０９会議室で９時３０分から開催されました。 

コロナ感染拡大の影響もあり、中学生１名の参加者となりました。今年は、「住吉の

長屋（安藤忠雄）」か「塔の家（東孝光）」の模型を６時間程かけて製作する体験研

修でした。 

製作に先立ち、「建築模型を活かした設計プロセス」と題しまして、ＳＭＡＡ 松田周

作建築設計事務所 代表 松田周作氏が多数の模型を使って丁寧な解説の特別

講座をしていただきました。 

その後、参加者の希望により「塔の家」の製作に取り掛かりました。長時間コツコツ

と製作に取り組み、時間内に完成させました。 

 

【参加者の声】 

●「おりがみ建築教室」で模型製作体験を知って、やってみたいと思った。楽しかっ

たです。 

と頼もしい建築家のタマゴ？の感想でした。  
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 報告  ❺「被災建築物応急危険度判定実施研修会」について  

 

  

 

８月２７日（土）に中津市今津コミュニティーセンターで１３時から開催されました。２

１名の参加があり、大分支部からも５名が参加しました。 

高知工科大学総合研究所の金子光広氏を講師に迎え「巨大地震に立ち向かう～

大分県北の地震津波防災のための基礎知識と最新動向」と題しまして講演があり

ました。金子氏は中津データセンターのセンター長も務めており、地域に根差した

説明がありました。  

引き続き、熊本地震でのコーディネーターの経験のある、後藤憲二氏（本会理事）

を講師として実施研修がおこなわれました。 

応急危険度判定基準、木造建物調査判定マニュアル等の座学があり、会場を移動

し、市営住宅をモデルとした現場実施研修がおこなわれました。マニュアルに基づ

く調査・判定からデーター入力まで実践的に行われました。講評では、講師の豊富

な経験に基づく被災者対応のアドバイス等もあり１６時３０分に終了しました。  

 

 

 

 



21

 

 

  事務局ニュース100号を迎えて     

 

 

■若松加奈子さんの寄稿（若松さんは初代担当者。現在はアトリエテイクに勤務） 

 

この度は事務局ニュースが１００号を迎えられ、尽力された事務局の方々への感謝とお

祝いを申し上げます。 

２０１４年からスタートし、あれから８年経過したことを考えると、立ち上げに携わったもの

としてはとても感慨深く感じました。 

当初は穴井前局長の「会報誌を送る以外に会員の皆様に情報を届けることが出来れ

ば」という一言がきっかけだったと記憶しています。 

第１号は通常のメールにイベントの報告やお知らせを載せるというとてもシンプルなもの

でした。 

もっと見やすくできないかとメーリング配信ツールを探し、使い方やフォーム作成 など初

期設定に苦労し、送るまでに時間がかかったことを覚えています。 

あれから少しずつ書式が変化し、今では当時とは比べ物にならないくらいの情報量に、

一会員として毎号楽しみに拝読しております。 

今後も引き続き会員の情報源として多くの方に発信されることを祈っております。 

 

 

■安倍秀士さんの寄稿（安倍さんは２代目担当者。現在は支部青年部相談役） 

 

100号、おめでとうございます！ 

100号は、８年とちょっとの期間になります。このような長い間、毎月末に大分支部関連

の大切な出来事等を支部会員の皆様へ伝え続けていただいております。まさに「継続は

力」です。 

私も微力ではありますが、100号の発行の一部を務めさせていただきました。編集に当

たって、単なる案内や報告のニュースだけでなく、より事務局ニュースを身近に感じてい

ただくために、私が感じた事や考えた事を皆様へ伝えてみようと言う思いで作成して参り

ました。しかしながら、力不足のため皆様に読んでいただくような編集ができたのか大い

に反省しております。 

これからの世の中を考える時、「建築士会」のような「社会のためになることをする会」が
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ますます重要になってくるのではないかと考えております。 

「建築士会」とは、「もう一枚の名刺」あるいは「二枚目の名刺」です。「一枚目の名刺」

は、会社のため、家族のため、生活のための名刺ですが、二枚目の名刺である「建築士

会」は「社会のためになることをする。」、「理想を語る。」、そんな仲間が集まった素晴らし

い会であると思っております。今後は、一般市民の方へも士会の活動を知っていただくた

めに、「事務局ニュース」をより広くお知らせいただくことが出来ればと思います。 

年を重ねるほど豊かになる、そんな素晴らしい「建築士会」のことを200号、300号と伝え

続けてください。 

会員の皆様へお願いです。「事務局ニュース」を読んでください。そして事務局へご意見

をお寄せください。皆さんのご意見が、「事務局ニュース」発行の力となります。よろしくお

願いいたします。  

  

 

  大分支部青年部「班員の募集」について     

 

 

 

 

 

大分支部青年部には、情報班、まちづくり班、造形班の三班があります。 

職場も職種も違う同年代が集まり、楽しく活動していますが、より発展的な活動のために

も班員が不足気味です。 

班員を募集してますので、事務局（阿南・山田）までお気軽にご連絡ください。 

お待ちしてます‼ 

  電話：097-532-6607   メール：info2@oita-shikai.or.jp  
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※いずれの行事も予定です。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。 

 

９月 

 ●  ９日（金） 一級建築士学科合格発表 

 ● 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 

 ● １４日（水） 建築士定期講習（協会） ＠大分職業訓練センター 

 ● １５日（木） 大分支部「建築よろず相談会」 ＠Ｊ：ＣＯＭホルトホール 

 ● １５日（木） 建築物グリーン化促進事業 第１回ネットワーク会議 

               ＠コンパルホール                       

 ● １７日（土） ビルド大分体験型講座 （建築講座：一日目講座３） 

               ＠大分県建設技術センター 花津留庁舎 

 ● １７日（土） 柞原八幡宮御伸幸行列奉仕（規模縮小） ＠柞原八幡宮 

 ● ２８日（水） 第３回ヘリテージマネージャーステップアップ研修  

               ＠日田市「草野家」、「廣瀬家」、「行徳家」 

 ● ２９日（木） 支部長・事務局員・委員長合同会議 ＠コンパルホール 

 

10月 

 ●  ５日（水） 既存住宅状況調査技術者講習(新規) 

 ●  ７日（金） 建築物グリーン化促進事業 第１回技術者向け研修 
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               ＠大分センチュリーホテル 

 ●  ９日（日） 一級・木造建築士設計製図試験 ＠県立芸術文化短期大学 

 ● １２日（水） 監理技術者講習 ＠事務局会議室 

 ● １４日（金） 全国大会 秋田大会 ＠秋田市 

 ● １８日（火） 増改築相談員研修 ＠コンパルホール 

 ● ２２日（土） 建築甲子園 大分大会 ＠Ｊ：ＣＯＭホルトホール 

 ● ２３日（日） 大分市空き家相談会 ＠野津原公民館 

 

11月 

 ●  ９日（水） 監理技術者講習 ＠事務局会議室 

 ● １１日（金） 既存住宅状況調査技術者講習(更新) 

 ● １７日（木） 大分支部「建築よろず相談会」 ＠Ｊ：ＣＯＭホルトホール 

 

12月 

 ● １３日（火） 建築士定期講習（士会） ＠大分職業訓練センター 

 ● １４日（水） 監理技術者講習 ＠事務局会議室 

 ● １５日（木） 建築物グリーン化促進事業 第２回ネットワーク会議 

               ＠Ｊ：ＣＯＭホルトホール 

 

  

 

 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)三高産業 

・(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)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  

・柳井電気工業(株) ・(株)エンワ ・庄司工業(有) ・(株)古城  

・オリエント産業(株)大分支店 ・ＹＫＫＡＰ(株)大分支店 ・(株)栄工社  

・(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 
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・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 ・山下様 ・(株)清電社７名 

         ・(株)安部電業社１名 ・アトリエ藤原次郎 

※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  

 

  

 

春先には治まりかけていたコロナ新規感染者も、３，０００人／日を超える日もあり、身近に

感染者が出る状況になっています。以前の日常に戻るのは何時のことやら？と思いつつ、

感染対策を採りながらの日々が続きます。 

さて、「事務局ニュース」も本号で１００号となりました。創刊から８年余りの歳月を重ねてた

どり着く数字ですが、創刊当時は試行錯誤しながらの発刊だったんだろうと思います。今や

情報入手手段は加速度的に発展し、日常生活でもペーパーレス化の流れが進んでいま

す。長きに渡り継続されてきたのは、情報化社会を見据えた先見の明があったからでしょ

う。 

現在の「事務局ニュース」の既読率は３５％前後です。テレビのリアルタイムでの視聴率

は、２０％越しなら高視聴率と言われています。テレビとは比較対象にはなりませんが、ど

うすれば高既続率になるのか模索の日々です。 

 

皆さん‼「事務局ニュース」の紙面づくりに参加しませんか‼ 記事投稿、話題提供、ご意

見、ご感想などを、事務局（阿南・山田）までお気軽にお寄せください。 
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お待ちしております‼ 

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

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

大分県建築士会大分支部メールマガジン 令和４年８月31日発行 第100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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