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  NEW！ 掲 示 板    

  新企画「投稿の募集」について    

  大分支部青年部「班員の募集」について   

  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    

 

  

 

▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽  

 

  

 

 報告  ➊ 第５回ヘリテージマネージャーステップアップ研修 

        ＠関埼灯台の開催  

 

 

 

 

 

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」の第５回が１１月６日（日）に大分

市佐賀関の関埼灯台・佐賀関小学校体育館で開催されました。１９名の受講があり、大分

支部からも１４名の方が受講されました。 

今回の研修は、「『関埼灯台登録有形文化財』の登録記念イベント ～関埼灯台と佐賀関

のまちづくり～」と銘打って、２部構成で無料・一般参加歓迎で開催されました。 

 

第１ステージは１０時～１２時に関埼灯台の現地見学会が開催され、約１７０名の参加者が

ありました。昨年度大分市文化財課から委託を受け、登録有形文化財に向けた調査をされ

たヘリテージマネージャーを代表して芳山憲祐さん、江藤邦雄さん、小関公香さん（全員大
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分支部）に案内・説明をしていただきました。 

 

第２ステージは１３時～１６時に佐賀関小学校体育館で講演会・シンポジウムが開催されま

した。約９０名の参加があり、講演会に先立ち幸勝美会長より、イベント開催の趣旨説明が

あり、その後「灯台と海の近代―歴史的公共財としての価値を再考する」の演題で金沢大

学准教授の谷川竜一氏から日本の近代化と灯台の関係について、県南の海部の人達の

生活世界のの中での佐賀関のまちづくりについての講演がありました。 

引続き「まちのシンボル！灯台を利活用して未来を照らそう」の演題で雑誌「灯台どうだ

い？」編集長の不動まゆう氏の海外の宿泊施設としての利用等の灯台活用事例をカラフ

ルな映像を使っての講演がありました。 

 

休憩を挟んでシンポジウムに移りました。講演者のお二人に加え、大分市土木建築部の吉

田健司部長、大分海上保安部の安部節朗次長の４人のパネラーと、大分大学の鈴木義弘

教授（士会副会長）のコーディネートによるシンポジウムです。それぞれの専門的な立場か

らの貴重な提言をいただきました。参加された方からも、関埼灯台周辺のヤブツバキやサ

クラ等の景観を活かしたらどうかや、さらにまちづくりは一筋縄ではいかないが、敢て困難

に立ち向かってまちづくりを進めるべきとの熱い意見も出ました。 

 

最後に、関埼灯台の調査をした芳山憲祐さんから調査を終えての関埼灯台の貴重性や灯

台を活かしたまちづくりあり方等のお話がありました。１６時頃に現地解散となりました。 

さらに、１８時３０分より懇親会が開催され、イベントに携わった方々の親交を深めました。

開催を支援していただいた、大分市、大分海上保安部、日本文理大学、建築士会佐賀関

支部、大分支部、宇佐支部、ヘリテージマネージャーの皆さんお疲れ様でした。大変お世

話になりました。ありがとうございました！ 

 

【参加者の声】 

●海外は灯台をうまく活かしているなぁ。 

●鉄造の灯台は日本に４台しか無いとは。  
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 報告  ➋ しきどベース壁塗りワークショップの開催  

 

 

 

 

 

１１月１１日（金）しきどベースの壁塗りワークショップの事前準備として、建築士会青年部と

大分大学で壁にシーラー塗りを行いました。シーラーというのは塗料と壁との接着剤の役

割をするもので、きちんと塗装をするには下地の処理が大切です。コンクリート面のケレ

ン、雑巾による清掃、マスカテープで上下左右の養生をしてから、シーラーを３０分ほどで

塗り終わりました。このまま明日の朝までよく乾燥させます。 
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１１月１２日（土）しきどベース（大分市敷戸団地）で壁塗りワークショップを、大分支部青年

部まちづくり班が開催し、全部で２５名が参加しました。（地元の小学生親子６名、高校生４

名、大分大学８名、建築士会６名、麻生塗装１名） 

始めに前回までのワークショップの流れを説明し、麻生塗装の麻生社長から塗装の方法に

ついてレクチャーを受けてから塗り始めました。最初は隅の部分を刷毛で塗っていき、平場

の部分を小学生の女の子がローラーでどんどん塗っていくのを大人たちが見ていました。

また、２歳の赤ちゃんも登場し少し塗装の体験をしました。 

一回目塗りが終わって、休憩時に地元の絵本セラピストの方から絵本講演のアトラクション

をしていただきました。乾燥してから２回塗りを終え、全体で記念撮影をして終了しました。 

 

地元の塗装会社（株）麻生塗装の麻生社長から塗装方法のアドバイスを受けたほか、塗料

１缶、シーラー１缶、ローラー、マスカテープの提供をしていただきました。（株）麻生塗装様

ありがとうございました。 

これからも毎月第２土曜日にワークショップを行っていきます。来月は移動式小上がりを大

工さんと作る予定です。 

 

【参加者のアンケートより】 

●初めて塗装して楽しかった（小学生） 

●ローラーで塗るのはとても面白い（高校生）  
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 報告  ➌ まちづくり・建築よろず相談会の開催  

 

 

 

大分市まちなみ企画課・住宅課との協働により大分支部公益事業として、第５回の「まちづくり・

建築よろず相談会」が、１１月１７日（木）午前１０時から午後３時まで、Ｊ：COMホルトホール大分

のまちづくり情報プラザで開催されました。大分支部の田邉健司さん、杉山禎さんの相談員２名

が対応いたしました。 

建設業者とのトラブルに悩むご婦人が相談に来られ、内容を整理して後日事務局からアドバイス

をしました。 次回開催は、１２月１５日（木）です。 

 

なお、よろず相談員を募集していますので、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  

 

 

 

 

 

 報告  ➍ 第４回素材研究会「テーマ：建具」の開催  
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大分県内の地域独自の素材を再発見し、多くの人に知ってもらい活用につなげるために青

年部では令和元年度から「素材研究会」を企画しまして、第１回は「漆喰」、第２回は「石」、

第３回では「七島藺」を学びました。 

令和４年１１月２０日（日）、臼杵市にて第４回 「建具」を大分支部青年部造形班が開催しま

した。 

 

９時に、貸切バスで参加者１７名を乗せて大分駅前を出発し、臼杵市社会福祉センターに

到着。 

午前中は、厚生労働省が表彰する令和３年度「現代の名工（卓越した技能者）」に選ばれ

た、（有）板井建具店 代表 板井秀之氏に建具についてのお話を伺うとともに、組子コー

スター作りのワークショップを、臼杵建具組合の２名の職人さんも加わって、指導していた

だき行いました。職人の方が、自分の技術を他人に教えることは、まず無いとのことで、今

回は貴重なお話を伺うことができました。 

 

午後は、令和３年度「日本建築学会九州支部建築九州賞 業績賞」を受賞された、齋藤行

雄氏（ＮＰＯ全国町並み保存連盟副理事長）に説明して頂きながら、臼杵の町並みを散策

しました。臼杵市中央公民館をスタートし、臼杵城卯寅口門脇櫓、二の丸大門櫓を抜け、

稲葉家下屋敷、法音寺三光堂、旧真光寺、龍源寺三重塔をめぐるコースでした。 

 

建具を学んだうえ、臼杵の町並みも学べて、充実した一日になりました。なかでも、大分大

学の学生が、臼杵市を対象としたグループ設計の課題の参考にと勉強する姿が印象に残

りました。 

たくさんのご参加ありがとうございました。 

 

【参加者の声】 
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●実際に組子を作ってみて建具の手間をかけた繊細な造りの美しさを体感できた。 

●建築素材を通して地域を廻るのは面白い。支部を超えた交流が出来た。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 報告  ➎ 第７回おおいた建築セミナーｉｎ高田の開催  
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１１月２６日（土）に、第7 回おおいた建築セミナーin 高田 Hosted by Beppu が、別府支部

主催で、高田支部と連携して開催されました。５５名が参加し、大分支部からも５名が参加

しました。 

 

大分県⽴⾹々地⻘少年の家に集合し、開会式の後「屋山城主吉弘統幸の興亡」の演題

で、栄法寺前住職 大畑雅英氏（元県立高田高校 校長）による基調講演がありました。山

城の屋山城を映像で再現すると共に、当時の吉弘公の様子を語っていただきました。 

その後３つの分科会に分かれ、昭和の町と別府竹細工で用の美を体感しました。 

第１分科会の「昭和の町写真大会」では、５チームに分かれて、昭和を感じた写真撮影をし

て懇親会で参加者による投票でＡチーム（別府・宇佐合同チ－ム）がグランプリに輝きまし

た。 

第２分科会の「香り✕別府竹細工で用の美体験」では、芳香蒸留水を使いアロマディヒュー

ザーをつくりました。 

第３分科会の「昭和✕別府竹細工で用の美体験」では、昭和の駄菓子を詰める竹籠づくり

をしました。共に竹細工の奥の深さや、繊細さを体験しました。 

１８時からは、懇親会が開催され、久しぶりの出会いを喜んだり、初参加者も戸惑いながら

交流の輪に加わって、時が経つのを忘れる程の盛り上がりとなりました。 

さらに、２１時からは夜なべ談義に移り心行くまで交流を深めました。 

次日、朝食を済ませて、流れ解散しました。 

 

【参加者の声】 

●誰が考えたんやろうか？難しいなぁ。完成できるやろうか？（竹細工分科会にて） 

●お久しぶりですねぇ。お元気でしたか。（懇親会にて）  
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 案内  ➀ 今後のイベント  

 

  

※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。 

【凡例】 

★➊（黒塗潰し星・数字）：「案内➀今後のイベント」で詳細案内 

☆➀（白抜き星・数字） ：「案内➁定期スケジュール」で詳細案内  

 

１２月  

● １日（木） ２級建築士試験合格発表 

● ５日（月）★➋.令和４年度 第２回大分支部常議委員会 ＠コンパルホール 

●１０日（土）★➌.しきどベース家具づくりワークショップ ＠しきどベース 

●１１日（日）★➍.第７回ヘリテージマネージャースキルアップ研修 ＠襟江亭 
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●１３日（火）☆➁.建築士定期講習（士会） ＠大分職業訓練センター 

●１４日（水）☆➀.監理技術者講習 ＠事務局会議室 

●１５日（木）★➊.建築物グリーン化促進事業 第２回ネットワーク会議 

                （関係団体対象） ＠Ｊ：ＣＯＭホルトホール 

●１５日（木）☆➃.まちづくり・建築よろず相談会 ＠Ｊ：ＣＯＭホルトホール 

●１８日（日）★➎.建築模型製作体験 ＠コンパルホール 

●２１日（水）★❻.令和４年度 第３回本部理事会 ＠アートホテル大分 

●２６日（月） １級建築士試験合格発表 

●２９日（木）★➐.柞原八幡宮清掃活動 ＠柞原八幡宮  

 

 １月 会員増強特別期間（３月末まで） 

●１１日（水）☆➀.監理技術者講習 ＠事務局会議室 

●１４日（土） しきどベース津久見しっくい工場見学 ＠津久見 

●１９日（木）☆➃.まちづくり・建築よろず相談会 ＠Ｊ：ＣＯＭホルトホール 

●２０日（金）★➊.建築物グリーン化促進事業 第２回技術者向け研修 

                ＠Ｊ：ＣＯＭホルトホール 

●２１日（土） しきどベースしっくい壁ワークショップ ＠しきどベース 

●２２日（日） おりがみ教室   ＠Ｊ：ＣＯＭホルトホール 

●２６日（木）☆➂.既存住宅状況調査技術者講習（更新講習）の開催  

 

 ２月 会員増強特別期間（３月末まで） 

● ８日（水）☆➀.監理技術者講習 ＠事務局会議室 

●１９日（日）★➊.建築物グリーン化促進事業 県民向けフォーラム 

                 ＠トキハ会館 

●１９日（日） 大分市空き家相談会 ＠Ｊ：ＣＯＭホルトホール  
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 3月 会員増強特別期間（３月末まで） 

● ８日（水）☆➀.監理技術者講習 ＠事務局会議室 

●１５日（水）☆➁.建築士定期講習（士会） ＠大分職業訓練センター 

●１６日（木）☆➃.まちづくり・建築よろず相談会 ＠Ｊ：ＣＯＭホルトホール 

● 中旬    第３回大分支部常議委員会 

 

  

 

 

★➊.建築物グリーン化促進事業「第２回ネットワーク会議」の開催 

 

大分県の委託事業として「省エネ建築物の普及促進への体制を整備し、住宅・建築物の環

境品質の向上を目指す」ことを目標に小委員会を組織し検討を重ねています。関係団体・

機関との意見交換を進める「第２回ネットワーク会議」を下記のとおり開催いたします。 

 

             記 

 日 時：令和４年１２月１５日（木）１４時～１６時（関係者のみ） 

 場 所：J:COMホルトホール大分 ３階 ３０２、３０３会議室 

 

【今後の研修・会議の開催予定】 

・令和５年１月２０日（金）第２回技術者向け研修会 

                  ＠J:COMホルトホール大分 

・令和５年２月１９日（日）県民向けフォーラム  ＠トキハ会館  

 

  

 

★➋.令和４年度 第２回大分支部常議委員会の開催 

 

大分支部の「第２回常議委員会」を下記のとおり開催いたします。 

 

             記 

 日 時：令和４年１２月５日（月）１８時３０分～２０時（予定） 



14

 

 場 所：コンパルホール ３階 ３０0会議室 

 議 事：１．令和４年度上半期事業及び予算執行状況について 

     ２．令和４年度支部公益事業の実施状況について 

     ３．大分県建築士会大分支部 会計業務について（案）     

 

  

 

 

★➌.しきどベース家具づくりワークショップの開催 

 

大分支部公益事業「しきどプロジェクト」の一環として、大分支部青年部まちづくり班と大分

大学理工学部柴田研究室が協働で、令和４年１０月１０日（月・祝）に、しきどベース（空き

店舗）をこれからみんなが集まる場所へ改修していくために、敷戸地域の住民の方とどん

な空間にしたいか話し合うワークショップを行いました。 

小学生、中学生、高校生、大学生の男女と地域の大人が話し合って地域のパブリック空間

の方向性を話し合うという、今まで見たことのないまさに多世代交流型のワークショップに

なりました。 

前回のワークショップの提案を反映して、今月から第２土曜日にみんなで実際に改修を行

うワークショップを開催します。興味のある方は参加してください。 

 

             記 

 日 時：令和４年１２月１０日（土） １４時～ 

 場 所：しきどベース（敷戸団地名店街） 

 作 業：移動小上がりづくり 

 参加費：無料 

 

※今後の内容につきましては、こちらのリーフレットをご確認ください。  

 

  

 

★➍.第７回ヘリテージマネージャースキルアップ研修 ＠襟江亭の開催 

 

令和４年度の「第７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
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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。 

 

             記  

 日  時：令和４年１２月１１日（日） １３時集合 

 集合場所：日出町中央公民館 2階視聴覚室 （日出町3891-2） 

  ◆日出町の歴史について～木下家、深江、襟江亭～ 13：10～13：50 

   講師：日出町教育委員会社会教育課 文化財係 

           係長 中尾征司 氏 

  ◆講話「襟江亭」について 14：00～15：00 

   講師：熊本大学 教授 伊東龍一 氏 

  ◆伊東龍一先生を囲んで自由討論・意見交換会 15：00～15：30 

 

※概要につきましては、こちらのプログラムをご覧ください。 

 

【今後の研修内容（予定）】 

・第２回   未定     柞原八幡宮 （延期） 

・第６回   未定     大分市鶴崎「毛利空桑記念館（天勝道etc.）」 

・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（ジオパーク）」 

 

※講師や内容等の詳細につきましては、こちらのプログラムをご確認ください。 

（一部未定）  

 

  

 

★➎.建築模型製作体験の開催 

 

昨年も好評でした「建築模型製作体験」を下記のとおり開催します。 

建築設計の仕事において、模型は重要なツールです。図面で伝えるよりも、多くの情報が

模型にはあり、クライアントに設計の意図を分かりやすく伝えることができます。また、実際



16

 

の建物が目の前の現れるのは、とても魅力的です。 

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（予定）程かけて

製作します。建築模型の製作を通じて、建築の面白さを体験してみてください。 

現在建築を学んでいる方、建築学科への進学を考えている方、建築に興味のある方、どな

たでもご参加いただけます。会員の皆様からも、周囲の高校生や大学生に声をかけ、参加

していただきたいと思います。 

 

             記 

 日 時：令和４年１２月１８日（日） ９時３０分～１７時30分 

 場 所：コンパルホール ３階 ３０９会議室 

 参加費：１，０００円 

 定 員：１０名程度 

 持ち物：模型製作の道具はこちらで一式用意します。 

  また、特別講座「建築模型を活かした設計プロセス」も同時開催されます。 

 講 師：ＳＭＡＡ 松田周作建築設計事務所 代表 松田周作 氏 

 

※概要につきましては、こちらのリーフレットをご覧ください。 

 

※なお、資料の準備等もありますので、参加申込は、１２月１３日（火）まで、 

 大分支部 事務局（阿南・山田）にご連絡ください。 

   電話：097-532-6607    メール：info2@oita-shikai.or.jp  
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★❻.令和４年度 第３回本部理事会の開催 

 

大分本部の「第３回理事会」を下記のとおり開催いたします。 

 

             記 

 日 時：令和４年１２月２１日（水）１５時～１８時（予定） 

 場 所：アートホテル大分（旧ワシントンホテル）  

 

  

 

 

★➐.柞原八幡宮参道の年末大清掃の開催 

 

恒例となっています、「柞原八幡宮参道の年末大清掃」を下記のとおり実施します。 

寒い中ではありますが、新年に向けて初詣参拝者を迎える参道を清掃して、気持ちの良い

汗をかきませんか‼ 

清掃時間は、約１時間を予定しています。 

小雨決行いたしますが、荒天の場合は中止します。 

 

             記 

 日  時：令和４年１２月２９日（木）午前８時集合 

 集合場所：柞原八幡宮 第１駐車場 

 服  装：寒さ対策が出来る服装、手袋、タオル等 

 その他 ：ホウキ等清掃道具をお持ちの方は持参してください。 

 

※参加希望の方は１２月２３日（金）までに、大分支部事務局（山田・阿南）に 

 ご連絡ください。 

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

 

  

 

 案内  ➁ 定期スケジュール  
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☆➀.監理技術者講習の開催 （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年度の開催予定】 

 毎月「第２水曜日」の開催予定です。 

 〇日 程：令和４年  

           ４月１３日(水) 済 

           ５月１１日(水) 済 

           ６月 ８日(水) 済 

           ７月１３日(水) 済 

           ８月１０日(水) 済 

           ９月１４日(水) 済 

          １０月１２日(水) 済 

          １１月 ９日(水) 済 

          １２月１４日(水) 

      令和５年 

           １月１１日(水) 

           ２月 ８日(水) 

           ３月 ８日(水)  

 

 ○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。  

 

  

 

☆➁.建築士定期講習の開催  

 

建築士事務所に属する建築士に３年毎の受講が義務付けられた定期講習です。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） 

 

【令和４年度の開催予定】 

 年度４回の開催予定です。受付窓口を建築士会、建築事務所協会で 

 担当していますので、お間違えの無いようお願いします。 

 

 〇日 程：令和４年 

           ６月２１日（火）/４月 １日受付～定員次第   

                   （受付窓口：事務所協会）  済  

           ９月１４日（水）/６月２２日受付～定員次第   

                   （受付窓口：事務所協会）  済 

          １２月１３日（火）/９月１５日より受付中～定員次第 

                   （受付窓口：建築士会）    

      令和５年 

           ３月１５日（水）/１２月１４日受付～定員次第 

                   （受付窓口：建築士会） 

 〇会 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。 

※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 
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※（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)   

 

  

 

 

☆➂.既存住宅状況調査技術者講習（新規・更新講習）の開催 

 

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年度の開催予定】 

 〇新規講習（年１回開催） 

  日 程：令和４年１０月 ５日（水） 済 

 

 〇更新講習（年２回開催） 

  日程➀：令和４年１１月１１日（金） 済 

  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。  

 

  

 

☆➃.まちづくり・建築よろず相談会の開催 

 

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
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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。） 

 

【令和４年度の開催予定】 

 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） 

 

 〇日 程：令和４年 

           ４月２１日（木） 済 

           ５月 未開催     

           ６月１６日（木） 済  

           ７月２１日（木） 済  

           ８月 未開催      

           ９月１５日（木） 済 

          １０月 未開催     

          １１月１７日（木） 済 

          １２月１５日（木） 

      令和５年 

           １月１９日（木） 

           ２月 未開催 

           ３月１６日（木） 

 

 〇時 間：１０時～１２時（休憩）１３時～１５時  
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 〇会 場：J：COMホルトホール大分 

      １階 まちづくり情報プラザ（ 図書館入口横） 

 〇相談料：無料 

 〇その他：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。  

 

  

 

 案内  ➂ 連合会からのご案内  

 

  

 

 

▲１.新型コロナウイルス感染症関連情報 

 

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/ 

※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   
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▲２.建築士賠償責任補償制度（けんばい） 

 

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。 

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。 

 

  

 

 

▲３. NEW！ 民間（七会）連合協定工事請負契約約款の改正について 

 

令和5年1月1日付で民間(七会)連合協定工事請負契約約款が改正となります。 

1月1日以降現行約款を使用される場合には発注者・受注者間において、工事請負契約約

款の特約として、「変更合意書」を締結の上ご使用くださいますようお願い申し上げます。 

なお、1月1日以降ご購入いただく場合、現行約款での販売となりますので「変更合意書」を

同封して販売いたします。 

ご迷惑をお掛けしますがご理解賜りますようお願い申し上げます。 

 

 〇金額（税込）  会員：８３７円  一般：９３０円 

 

※詳しくは、以下の（公社）日本建築士会連合会ホームページをご覧ください。 

    https://aba-svc.jp/cur/main/index.cgi?mode=detail&iid=4&tm=1669102962  
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▲４.免状型の一級建築士登録証明書」の発行 

 

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  ➃ 図書・書式のご案内  

 

  

 

▲１.建築士法による重要事項説明のポイント（第4版）の発刊 

 

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 
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    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  

 

  

 

▲２.各種契約書類及び契約約款（改正版）の発刊 

 

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 
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※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。 

※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  

 

  

 

 NEW！ 掲 示 板  （他団体の案内や新聞記事等の掲示をします）  

 

 

 

   

アートプラザからのご案内です 

毎年開催さてていますアートプラザ企画の

「建築キッズ作品展」のご案内です。 

建築士会も後援していますので、会員の皆様

のお知り合いのお子様がいらしたら是非応募

をお勧めください。 

テーマ：ゆめのお家 

応募締切：令和５年１月１１日（水） 

 

※詳しくはこちらのリーフレットをご覧くださ

い。 

   
 



28

 

   

インテリア協会からのご案内です 

大分県インテリア設計士協会が、毎年開催し

ています「第 １１ 回 インテリア設計士の家具

デザインコンペ２０２２」のご案内です。応募

資格に高校生・専門学校生・大学生も対象で

す。 

建築士会大分支部も協賛していますので、会

員の皆様のお知り合いの方がいらしたら是

非応募をお勧めください。 

テーマ ：”しなやか”な家具 

応募締切：令和４年１２月９日（金） 

 

※詳しくは下記の応募要項をご覧ください。 

http://www.k-kis.com/competition.php 

   
 

 

   

新聞記事：建築模型の製作体験 

８月２０日（土）に開催された「建築模型製作

体験」の記事です。 

【大分建設新聞：令和４年９月１日（木）掲載】 

 

※詳しくはこちらをご覧ください。  
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新聞記事：幸勝美 建築士会会長 

建築士会会長の幸勝美さんが「ひと欄」に掲

載されました。 

【大分合同新聞（ひと欄）：令和４年１０月２２

日（土）掲載】 

 

※詳しくはこちらをご覧ください。  
 

  

  

 

   

新聞記事：齋藤さん九州建築賞に 

ＮＰＯ法人全国町並み保存連盟副理事長の

齋藤行雄さん（建築士会会臼杵支部）が日本

建築学会九州支部の「建築九州賞（業績

賞）」を受賞された記事です。 

【大分合同新聞：令和４年１０月２２日（土）掲

載】 

 

※詳しくはこちらをご覧ください。  
 

 

   

新聞記事：平和と命の尊さ考える 

宇佐市市民図書館でで開催された平和資料

展「戦争の記憶をつなぐⅡ」での展示模型を

建築士会宇佐支部で構成された「宇佐まちな

み修景隊」が作成した記事です。 

【大分合同新聞：令和４年１０月２９日（土）掲

載】 

 

※詳しくはこちらをご覧ください。  
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新聞記事：関埼灯台イベント 

１１月６日（日）に開催された「『関埼灯台登録

有形文化財』の登録記念イベント」の事前告

知記事です。 

【大分合同新聞：令和４年１１月３日（木）掲

載】 

 

※詳しくはこちらをご覧ください。  
 

 

   

新聞記事：建築甲子園大分県大会 

１０月２２日（日）に開催された「建築甲子園

大分県大会」の記事です。 

【大分合同新聞：令和４年１１月４日（金）掲

載】 

 

※詳しくはこちらをご覧ください。 

 

 

祝！！ 全国ベスト８に選出されました。１２

月に最終選考があります。上位入賞を期待し

ています。  
 

 

   

新聞記事：建築甲子園大分県大会 

１０月２２日（日）に開催された「建築甲子園

大分県大会」の記事です。 

【大分建設新聞：令和４年１１月４日（金）掲

載】 

 

※詳しくはこちらをご覧ください。  
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新聞記事：建築模型製作体験 

１２月１８日（日）に開催される「建築模型製作

体験」の事前告知記事です。 

【大分合同新聞：令和４年１１月２８日（月）掲

載】 

 

※詳しくはこちらをご覧ください。  
 

 

   

新聞記事：臼杵市で素材研究会 

１１月２０日（日）に開催された「素材研究会：

建具」の記事です。 

【大分合同新聞：令和４年１１月２９日（火）掲

載】 

 

※詳しくはこちらをご覧ください。  

 

 

 

  新企画「投稿の募集」について     

 

 

「事務局ニュース」の紙面づくりを会員の皆様にも参加していただきたく、次の応募企画を提案し

ます。是非投稿してください。 

募集１．（仮称）私のほっと、Hotタイム 

 趣味や気分転換、熱中している事等の原稿募集です。 

 次の人を指名するリレー方式で次々に繋がっていけば良いなぁと思います。 

 

募集２．（仮称）こんな〇〇を聞いて見た 

 話題になっている建築・人や、気になる建築・人等について、 
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 聞いたり見たりした事の原稿募集です。 

 また、聞いたり見たりしたい建築・人のリクエスト募集です。 

 （取材拒否されるかもしれませんが？） 

 

原稿募集してますので、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  

  

 

  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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 大分支部 賛助会員一覧   

 

  

 

【法人会員】 

・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 

・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 ・(株)後藤泰幸建築工房 

※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。  

 

  

 

秋が深まる中、先日干柿づくりをしました。１本の柿の木に８００個もの渋柿が生っていまし

た。渋柿採りから皮むき紐掛けまで、２日かけて一気に作業しました。１９７０年代頃まで

は、各家々の軒先に吊るされた干柿が見られましたが、最近では田舎でも余り見ない光景

となりました。手間暇かけての作業が少なくなりました。変わりに多くの実が残された柿の
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木を見かけるようになりました。 

干柿づくりをしながら、先月行われた杵築市でのヘリテージステップアップ研修での、手間

暇かけた土塀作りを思い起こしました。良い土塀作りには乾燥期間を十分とりながら、徐々

に積んでいくのが重要で、ひび割れの無い、変色の無い立派な土壁になるとの事です。 

しかし、思い返せば時間の有効活用は当たり前の事ですね。建築界も、現在では速乾性、

乾式の工法が主流です。何が急がせるのでしょうか？時は金なりか？と思う干柿づくりの

時間でした。 

さて、一時期治まり掛けたコロナ新規感染者も第８波の勢いで発生しています。気を緩め

ずしっかりと感染対策をとっていきましょう。 

 

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。 

お待ちしております‼ 

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