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■ (公社)兵庫県建築士会  加古川支部 ■ 

 

 

 

 

  

 

新しい時代に向かって 

 

仕事の関係で昨年から市外へよく出かけるよ

うになりました。知らない、地理不案内な土地で

は、カーナビが頼りの移動です。高速道路を降り、

地道を走っていると市内で見慣れたデザインの

看板、よく目立つ色彩の物販店や飲食店が目に入

ってきます。ある程度の規模のまちにしか無いと

思っていたチェーン店、全国展開の店舗です。何

か安心感を覚える反面、せっかく遠くまで来たの

にとがっかりしている自分がいます。一方で地元

店の廃業、空き店舗の看板を見ると、どんどん土

地の元気がなくなり、景観も”高齢化”しているの

を肌で感じます。 

個の時代、地方の時代、地方の自立と発展など

と叫ばれて久しく、様々な活動が行われているの

に、地方の独自性や活力は、どんどん失われてい

るのではないかと思います。 

グローバル化、デジタル化の進展が資本や店舗

の集約、淘汰を進め、インターネットは私たちの

生活を便利に効率的にしてくれましたが、どこも

同じ土地、景観のまちになってしまいました。 

間もなく改元、新しい時代が始まります。昭和

は侵略と戦争の時代、平成は社会経済の崩壊、災

害対応の時代だったと思います。 

新しい時代は、引き続き災害への備えを進め、

安全安心で安定した持続可能な社会に、また、地

元が個性豊かに発展するように、私たちもその一

翼を担う活動をしたいと思います。 

（副支部長 小西 敏文） 

 

    

    

    

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成平成平成平成 31313131 年度年度年度年度    

第第第第 56565656 回回回回    加古川支部通常総会加古川支部通常総会加古川支部通常総会加古川支部通常総会    

 

通常総会は、4 月 20 日(土) に開催されます。 

 

場 所：加古川 総合文化総合文化総合文化総合文化センターセンターセンターセンター    会議室①  

     079-425-5300 

    平岡町新在家 1224 番地の 7 

 

総 会：18:00 より（受付は 17:45～） 

 

懇親会：19:00 頃より  

旬彩旬彩旬彩旬彩ダイニングダイニングダイニングダイニング足跡足跡足跡足跡    

079-425-8208 

平岡町新在家 2-270-4 ｻﾝﾛｰﾄﾞﾋﾞﾙ 1F 

（会費 4,500 円） 

 

※ 同封の出欠はがきを 

4 月 10 日(水)までに投函してください。 

※ 出欠にかかわらず委任状は返送願います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成平成平成平成 31313131 年年年年 4444 月月月月    

        第第第第 79797979 号号号号    

 

新春ボウリング大会「ニッケパークボウル」 

 

AAAA- 加古川 総合文化センター 

BBBB- 旬彩ダイニング足跡 
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「「「「新年会新年会新年会新年会&&&&ボウリングボウリングボウリングボウリング大会大会大会大会」」」」    

のごのごのごのご報告報告報告報告    

  

１月 26 日(土) 新年会＆新春ボウリング大

会が総勢 20 名で行われました。ボウリングの参

加者は 14 名となりました。私自身 4 年ぶりのボ

ウリングでした。 

皆様があちらこちらでストライク！スペア

ー！ナイス！と歓声が飛び交う中、私は、7 フレ

ーム目まで 1回もヘッドピンにあたりませんでし

た ( 一一) 。しかしそこから何となく調子を戻

し 1 ゲーム目 135 点、2 ゲーム目 178 点で、終わ

ってみれば・・・、優勝させていただきました。

ありがとうございました。メンバーに恵まれ非常

に楽しかったです。ただ次の日から 3 日間筋肉痛

でした。皆様は筋肉痛大丈夫でしたか？ 

（青年部会長 竹下 孝行） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１月 26 日(土)は、新年会から参加させていた

だきました。仕事の都合で、すでに盛り上がっ

ている途中からの参加でした。ビンゴゲームが着

いて早々に始まり、あれよあれよという間に景

品が当ってしまうという幸運に恵まれました。

景品は冬の必需携行品で、これで冬も乗り切れま

した。みなさんそれぞれに景品が行き渡り、良

い新年会の余興となったと思います。また、先

日の建築士会全国大会埼玉大会にて連合会会長

表彰を受賞した古田様と、伝統技能者表彰を受

賞した松岡様のスピーチがあり、それぞれ建築

士会・建築業界を盛り上げようと注力されてい

ることがわかりました。 

昨年は良い事も良くない事もあったと思いま

す。この新年会が、皆様にとって 1年の良いスタ

ートになったのではないでしょうか。 

（東田  洋一） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連合会長表彰を受賞して 

 

第 61 回建築士会埼玉全国大会に於いて、連合

会長表彰を受賞しました。加古川支部で 40 周年

事業に関わり、また支部長として 4年間、支部の

皆さんと共に活動したこと、鶴林寺宝物館で連合

会作品奨励賞を受賞した点等を評価して頂いた

とのことですが、これも支部の皆さんと共に無我

夢中で楽しく過ごさせて頂いたおかげです。支部

の皆様ありがとうございました。 

 

私事になりますが、最近あまり旅行にも行って

なかったので、この受賞を機会に家族と共に埼玉

への 2 泊 3 日の旅に出ました。神戸空港を早朝 7

時出発の便で羽田へ、途中浦和の満寿家で名物の

うな重で昼食、黒川紀章氏設計の埼玉県立近代美

術館を見学後、大宮のソニックホールで行われる

建築士会全国大会に出席しました。兵庫県からは

八木さん田村さんと共に栄えある連合会表彰を

受賞させていただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 58 回 ええはなしええはなしええはなしええはなしやんやんやんやん    

東京カテドラル聖マリア大聖堂 
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その日は、日本一直線の参道が長いという武蔵

一宮氷川神社の直ぐ近くの割烹旅館東山に宿泊。

2 日目はレンタカーで川越に・・・。亀屋本店、

時の鐘、重文大澤家住宅などの街並みの散策後手

打ちそば百丈での昼食。そして、伊東豊雄氏設計

のヤオコー美術館の見学。美術館では三栖右嗣画

伯の自然が描かれているその奥に何か生命の根

源を感じるような風景画に感動。 

東京駅に移動し、駅舎見学、はとバスナイトツ

アーで横浜中華街とランドマークタワーから夜

景観賞後、銀座のホテルに宿泊の強行日程。3 日

目は妹島和世さん設計のすみだ北斎美術館見学。

浅草に移動し隈研吾氏設計の浅草文化センター

で昼食休憩後、仲見世を通り浅草寺参拝。午後は

見学の本命、文京区の丹下健三氏設計の東京カテ

ドラル見学。夕食は銀座シックスで、さすが銀座

という値段の比内地鶏の親子どんぶりを慌ただ

しく食し、羽田から神戸へお疲れ様の帰着。年甲

斐もなくハードなスケジュール、それもメインは

建築の見学。文句も言わずに付き合ってくれる家

族に感謝・感謝でした。 

 

受賞のおかげでハードでしたが充実した 3日間

を過ごさせていただき本当に感謝です。改めてあ

りがとうございました。 

 （古田 充） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浅草文化センター 

川越のまちなみ 

すみだ北斎美術館 

ヤオコー美術館 
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連絡書連絡書連絡書連絡書 

 

メールか FAX で送付してください。（郵便も可） 

※ 住所・連絡先等の変更は必ずお知らせ下さい。（個人情報保護法に基づき管理致します））））    

    

    

 

         

    

 

 

（公社）兵庫県建築士会加古川支部事務局 

〒676-0002 高砂市末広町 4 番 1 号  株式会社貝塚工務店内 

TEL 079-443-1230  FAX 079-443-7474 

矢幡支部長連絡先  090-3656-9708  kaizuka-yahata@shore.ocn.ne.jp  



 

 
 

1

■ (公社)兵庫県建築士会  加古川支部 ■ 
 
 
 
 
  

新⽀部⻑ご挨拶 
 
楽しく自由で、為になる活動を目指しています 

支部会員の皆様、4 月 20 日の支部通常総会で
支部⻑に選任されました⼩⻄です。⽮幡前支部
⻑の⽅針を受け継ぎつつ、皆様のご理解とご協
力を得ながら支部活動の充実に努めてまいりた
いと思っております。どうぞよろしくお願いい
たします。 

今年の近畿の梅雨入りは平年より 19 日も遅い
6 月 25 日でした。これは観測以来一番遅い 1958
年と同じで 61 年ぶりとのことです。近年、初め
てとか記録的なとかの大雨災害が各地で相次い
でいます。遅い梅雨入りが記録的な大雨や豪雨
となって帰ってこないよう、このまま平穏な梅
雨明けが待たれます。 

さて、今年も 5 名の⽅が、私たちの仲間に入
られました。そのうち 3 名の⽅は支部⻘年部会
が精力的に取り組んでいる公益事業２級建築士
製図講習会の受講者です。これは建築士を目指
す若者への支援にとどまらず、会勢の拡大への
大きな成果であると思います。 

支部会員の皆様には、この支部だよりを通じ
て支部活動や様々な情報をお知らせしていま
す。支部だよりを読まれて、活動に関心はある
が仕事や家庭のこともありなかなか時間が取れ
ない。特に見知った人もいないし今さらと思っ
ていませんか。 

支部では楽しく自由で、為になる活動を目指
しております。一見さん OK が支部活動です。ま
ずは気楽な気持ちで 8 月 2 日の納涼懇親会に参
加してみてください。 

加古川支部は、横のつながりが魅力の団体で
す。多くの⽅の参加、参画をお待ちしておりま
す。         （支部⻑ ⼩⻄敏⽂） 

     
 
 
 
 

納涼懇親会”””” のご案内 
毎年恒例の令和初の『納涼懇親会』を 8 月 2

日（金）に執り行います。 

支部会員の交流と親睦を深める行事でありま
す。皆様におかれましてはお忙しい事と存じま
すが、会員が寄合「ワイワイ」「ガヤガヤ」ジ
ョッキ片手に暑さをふっ飛ばしましょう。奮っ
てご参加くださいますようにご案内します。 

 
日時   令和元年８月２日（金） 
     午後７時より  開始   
場所   居酒屋 「うさぎとかめ」 
     加古川市平岡町新在家 336-1 
     東加古川 IC 南へ降りて陸橋渡って

右側 
     東加古川駅より４３２ｍ 
参加費  会員  ￥３，５００円 
     非会員 ￥４，０００円 

屋内ですので、雨天決行です。 
申し込み期限 令和元年 7 月 30 日 （火） 
申し込み⽅法 4 面よりお申し込みください 
       ※当日の連絡先：厚生委員⻑ 

⻑尾 淳一 080-8327-3880 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
納涼懇親会 会場地図 

令和元年令和元年令和元年令和元年 7777 月月月月    

        第第第第 80808080 号号号号    
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平成 31 年度 
第 56 回 通常総会〜懇親会の報告 

〜通常総会〜 
平成最後の支部通常総会が 4 月 20 日（土）、

加古川総合⽂化センター会議室に会員 22 名が出
席（委任状提出 39 名）のもと開催されました。
古⽥議⻑選出後、⽮幡支部⻑から支部会員の動
静報告並びに平成 30 年度事業報告がなされ、有
⽥会計役員から平成 30 年度会計報告、続いて窪
⽥監事から適正に運営及び事業が遂行された旨
の監査報告がありました。今年は⽮幡支部⻑他
の役員の任期満了に伴う新役員選出の年にあた
ります。⽮幡支部⻑から⼩⻄支部⻑に執行部が
引き継がれることについて、新しい役員が出席
者全員により承認されました。⼩⻄新支部⻑か
ら就任にあたっての挨拶があり、令和元年の事
業計画と予算案が説明されて、新体制に移行す
ることを実感いたしました。⽮幡支部⻑以下旧
役員の皆さま、ありがとうございました。 

⻘年部の執行部も⽵下部会⻑から阪⼝部会⻑
へ引き継がれて、若い世代による新体制の船出
となりました。より充実した支部活動を支える
ために何人かの⽅に、新しく役員（理事）に加
わっていただきました。新しい令和の時代、皆
さんで支部活動を盛り上げていければと思いま
す。 

総会も無事終わり、東加古川駅前の旬彩ダイ
ニング足跡に場所を移し、美味しいお酒と料理
に舌鼓を打ち、会話が盛り上がり楽しい時間を
過ごすことができました。 

                                           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

最後に、私は役員改選で研修委員⻑の大役を引
き受けました。充分なことができるかどうか不安
ですが、皆さんのご協力を得て充実した見学会等
を企画したいと思います。何卒よろしくお願いい
たします。                

（増⽥正幸） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〜懇親会〜 
 
総会後は、場所を東加古川駅南の旬彩ダイニ

ング足跡に移し、懇親会が開かれました。顧問
の永井氏に乾杯の音頭をとって頂き、いつもな
がらの楽しいビンゴゲームもあり、色んな話で
盛り上がりました。日本酒好きの私としては、
飲み放題で色んなお酒が飲めて個人的にも大満
足の会でした。厚生委員会⻑尾委員⻑はじめ、
関わって頂いたメンバーの⽅々に感謝いたしま
す。 

美味しく頂き、楽しく過ごしました！ 
（髙橋賢吉） 
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新入会員の挨拶 
本年度より建築士会加古川支部に入会させて

頂いた株式会社高橋工務店の髙橋章二と申しま
す。総会後の懇親会ではみなさんに温かく迎え
て頂き、ビンゴゲームもありすごく楽しかった
です。入会したからには支部を盛り上げ、自分
自⾝も建築士として成⻑したいと思ってますの
で今後ともよろしくお願い致します。 

（髙橋章二） 
この度、建築士会に入会しました、永⽥ 康

貴と申します。私は、3 年前に⻘年部 加古川支
部の製図講習を受け、建築士の資格を取得する
ことができました。資格取得後、⻘年部の製図
講習の手伝いをするようになり、その後製図講
習以外の活動にも参加する機会も増え、建築士
会がどんなところなのかを知りました。それら
をきっかけに、2 年越しではありますが、入会さ
せていただくこととなりました。まだまだ建築
士としても新米で、日々勉強の毎日ですが、諸
先輩⽅から多くを学び、頼られる建築士を目指
し日々精進していく所存です。今後ともよろし
くお願いいたします。    （永⽥ 康貴） 

 
この度、当事務所、吉成が退会し、代わりに

入会させていただく運びとなりました。事務所
は、建築・測量・登記・開発の各申請を主な業
務としていますが、年々、行政などからの指
導・決め事などが増える傾向を日々実感してお
ります。ネット情報による指摘、未熟な現場施
工など、原因は有りますが、設計側としても初
心に戻り、襟を正し業務を行っていきたいと思
っております。どうぞ宜しくお願い致します。 

（中野 耕治） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

「里山の暮らしを都市に活かす」 
 
私たちは前年度まで３年間、兵庫地域貢献活

動事業助成に採用され、活動をしてきました。
この度、支部広報委員会の高橋賢吉さんより連
絡があり、記事に掲載していただけるというこ
とですので私たちの活動を紹介させていただき
ます。 

私たちは加古川支部の⻘年部のメンバーを中
心に、その家族、友人で構成している団体で
す。採用された事業は「加古川市農林漁業祭を
核に、里山の暮らしを都市に活かす提案」で
す。これは、「加古川市農林漁業祭実行委員
会」から「軽トラ市」の魅力を高める提案の考
察を依頼されたことからはじまります。軽トラ
市では荷台に商品を置いているだけで、会場全
体の統一感や、市場の賑わいの演出ができてい
ないということに気付きました。そこで、この
軽トラ市に出展する軽トラ 

の荷台に、里山の資源(間伐材や⽵など)を利用
して「建築的要素」が附加できる何かを「見出
し」、軽トラ市に「にぎわい」の演出をしよう
と考えました。具体的には星型の骨組みをした
テントの制作です。 

各地の軽トラ市の視察→デザインの検討→１
号機試作→考察→２号機試作→軽トラ市出展→
３号機試作→軽トラ市出展 

という流れで活動を行ってきました。私たち
の考案したテントは好評でしたが、金銭的にあ
わず、採用とまではいきませんでしたが、現場
では好評でした。 
これからもあきらめることなく農林漁業祭を盛
り上げていくことで、地域の農林漁業が活気のあ
るものとなり、農林漁業の舞台である里山が再評
価される。また、里山の資源を活用して、軽トラ
市の「にぎわい」の演出をすることで里山の保全
に貢献してゆきたいと考えています。 

（加古川里山暮らし研究会 代表 島﨑淳二） 

第 59 回 ええはなしやんええはなしやんええはなしやんええはなしやん    
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顧問の宮宅勇二氏本部会⻑就任 
 
加古川支部顧問 宮宅勇二氏が（公社）兵庫県建築士

会会⻑に就任されました。兵庫県建築士会会報『集
tsudoi』7 月号の表紙に就任挨拶と顔写真が載っている
ので、皆様ご存知だとは思いますが、支部会員宛に一言
頂きました。 

会⻑就任にあたって    

私にとって会⻑に指名されたことは、まさし
く⻘天の霹靂です。できるかな、と不安も感じ
つつ、これまで士会でいろいろお世話になった
その御恩返しだ、と思い直して、引き受ける決
心をしました。 

今、兵庫県建築士会は会員減少と、それに伴
う会費収入減による財政問題が大きな問題とな
っています。その問題に対する答えとして、私
自⾝会員増強に努めたいと考えています。 

また、新入会員に対しては各会員共手厚いフ
ォローを考えてほしい、と思うのです。新しく
会員になると、顔見知りの人がいなくて不安
だ、と思うのです。そんな折に、先輩の会員が
声をかけ、活動に参加してもらうことが会員減
少にもつながっていくのでは、と思います。こ
れからあちらこちらで会⻑としての役目を力の
限り尽くしていきたいと、考えています。 

             （宮宅 勇二） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

お知らせ（予告） 

 

お知らせ（予告） 
 
9 月７日（土）８日（日）加古川市役所前広場 
加古川楽市・・⻘年部が出展されます。 
10 月 26 日（土）27 日（日） 
令和元年見学会を研修委員会が企画していま

す。 
多くの⽅のご参加をお待ちしています。日程

をあけておいて頂ければと思います。 
 

編集後記 
 

『支部だより』では、加古川支部会員の情報交換
と建築士ならではの情報を掲載していきたいと
考えています。会員の皆様の想いや作品、また、
自分が住んでいるところのプチ自慢など、どんな
ことでも結構ですから、情報をお寄せください。 
 原稿依頼をいつ誰にお願いするかわかりませ
んが、依頼させて頂いた時には、充実した便りに
したいと思っていますので、『はい！喜んで！』
と気持ちよくお受けいただけますと大変嬉しい
です。 

なにとぞご協力をお願い致します。 
 

（広報委員会 髙橋 賢吉） 
 
 
 

 

連絡・参加申込書 
 

メールか FAX で送付してください。（郵便も可） 
※ 住所・連絡先等の変更は必ずお知らせ下さい。（個人情報保護法に基づき管理致します） 

 

““““納涼懇親会””””   
参加者氏名                           
 
緊急連絡先                           

 
公益社団法人 兵庫県建築士会 加古川支部 

事務局／吉備建築設計室内 Tel,Fax 079-423-6350       
支部⻑ ⼩⻄ 敏⽂ 直通 TEL：090-7889-2626 
E-mail：kentikusikai.kakogawasibu.2019@gmail.com 
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■ (公社)兵庫県建築士会  加古川支部 ■ 
 
 
 
 
  

 
4 月 20 日の支部通常総会で副支部長に選任さ

れました坂上浩司です。よろしくお願い致します。 
我々の建築業界にも地球温暖化によるゲリラ

豪雨、先日の台風 15 号で見られる超大型の勢力
で本土直撃による甚大な被害を受け、風速３８ｍ
基準に対し５０ｍで猛威をふるい、数多くの小屋
組み自体が吹き飛ばされました。地球温暖化の影
響もあるのでしょうか、昆虫が現在４０％まで減
少と知り「生態系の崩壊」で愕然としますが、今
こそ我々の技術力を忌憚なく発揮して頂き、新た
な建築技術の策定が急務です。諸先輩の軌跡を継
続し、会員の皆さんと新たな課題に挑戦し、事業
の活性化・会員相互の親睦を丁寧に推進して参り
ますので、「波乱万丈の人生」を会員の皆様と同
苦・共助・自立・支援を実施します。 
最後に会員の皆様の健康・長寿と当会の益々の

発展へのご支援・ご協力を心よりお願い申し上げ
ます。 

         （副支部長 坂上浩司） 
     
令和元年度（公社）兵庫県建築士会 
加古川支部 ぎふ 見学会のご案内 

 
この度加古川支部では、ぎふ見学会として

「みんなの森 ぎふメディアコスモス」,「多治見
市モザイクタイルミュージアム」並びに「明治
村」の各施設を回るツアーを企画しました。 
「みんなの森 ぎふメディアコスモス」は、

『空気の流れをデザインする。』を設計コンセ
プトに、自然エネルギーの活用をデザインにま
で昇華させた、伊東豊雄氏設計の建物です。ま
た、「多治見市モザイクタイルミュージアム」
は『まちとタイルの新しい風景』というテーマ
のもと、藤森照信氏設計の建物であり、多種多 

 
 
 
 
 

 
様なタイル展示も見応えが有りそうです。最後 
に、明治村はライト設計の旧帝国ホテル中央玄
関をはじめ明治期に建てられた数多くの建物が
移築されており、これらの貴重な遺構を見るこ
とにより明治時代にタイムスリップしてみては
いかがでしょうか。興味のある方、是非ご参加
ください。お待ちしております。 

記 
開催日 令和元年 10月 26日（土）27日（日） 
集 合 午前 8時 00分 JR加古川駅北ﾛｰﾀﾘｰ 
見学先 みんなの森 ぎふメディアコスモス 
    多治見市ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙﾐｭｰｼﾞｱﾑ・明治村 
募集人員 16名 
参加費 建築士会会員 30,000円 

   非会員    33,000円 
※ 参加費には昼食 2 回及び夕食時のアルコール等

の飲料代は含まれておりません。 

 
(多治見市モザイクタイルミュージアム)   

 
(みんなの森 ぎふメディアコスモス)   

令和元年 10 月 
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行  程 
10月 26日 
8：00集合 加古川駅北ロータリー 
8：30出発 小型バス 岐阜県多治見市へ 
      山陽道・新名神・名神・中央道 
11：30着  多治見市ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙﾐｭｰｼﾞｱﾑ 
      到着後 周辺施設で昼食 
14：00発  小型バス 岐阜市へ 
            中央道・名神・東海北陸道 
15：15着   みんなの森 ぎふﾒﾃﾞｨｱｺｽﾓｽ 
      図書館他見学 
17：20発  小型バス 岐阜市内 
17：30着   長良川温泉 長良川パークホテル 
            お風呂に入って、旅館内で夕食 
10月 27日 

朝食 長良川パークホテル 
9：00出発  小型バス 岐阜県犬山市明治村へ 
10：00着   明治村 
            午前中 全員で見学 

ライト設計帝国ホテル他 
12：00頃   昼食  各自 施設内で 

          昼食後 自由見学 
14：20集合 明治村駐車場付近 
14：30発   小型バス  加古川市へ 

          中央道・名神・新名神・山陽道 
18：15着   加古川駅北ロータリー 解散 
参加申込方法 
令和元年 10月 12日（土）までに 
別紙参加申込書により申し込みください。 
（お申し込みが募集人員に達した場合は、締め切ります。参加
者が定員に満たない場合、参加費を 2,000円程度増額させてい
ただく場合があります。） 

 

令和元年“納涼懇親会”の報告 
 
今年は、梅雨入りが平年より２０日位遅く、梅

雨が短かった様ですが、明けたら半端ない暑さが
続く中、一年で一番暑いと言われる８月初旬、恒
例の納涼懇親会が東加古川の「うさぎとかめ」と
いう居酒屋で昨年に続き室内の催しでありまし
た。 
例年は、屋外での懇親会が行われていましたが、

何分この時期は天候に大きく左右され、室内での
懇親会に変更される事もたたありました。一昨年
までは台風や通り雨に決行するか、会場変更する
かで厚生委員長も大変だった事だろうと思いま
す。「ご苦労様です」 
今回も新入会員を含め、昨年に引き続き他支部

の３名の会員も加わり、ビール片手に各自の近況
や、他支部の活動状況などの話に花が咲き楽しい
ひと時を過ごす事が出来ました。 
当会は、建築分野の色々な立場に所属されてい

ますので、参加することで繋がりができ、色々な
考えや意見を聞くことができ、話し合える場でも
あります。来年はぜひご参加ください。 
今年度は、本部の改選の年で会長職に、当支部 

から宮宅会長が選出されました。お祝い申し上げ
ます。大変な責務と思われますが、当支部として
も、宮宅会長体制のもと運営されることに大変喜
ばしく、応援と協力を会員の皆様共にしたいと思
います。 
私も、今年３月末で当支部の支部長を退任させ

ていただきました。任期中は、会員の皆様方に多
大なる協力とご理解を頂き、４年間微力ながら任
務を終えることができ、小西新支部長に引き続く
ことができました。ご支援とご協力有難うござい
ました。 
今後共、新支部長のもと協力していきたいと思

います。これからも建築士会の行事及び活動に再
度『是非ご参加ください！』   （矢幡 稔） 
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“加古川楽市楽座の活動” 報告 
 
9月 7日・8日に渡り、加古川市役所にて行わ

れた加古川楽市に建築士会加古川支部青年部会
として参加しました。 
今年の出し物は、例年通り金魚すくいと、ヨ

ーヨー釣りを行いました。前月 6日にタケフジ
事務所にて、ヨーヨーやコヨリの製作及び金魚
すくいの道具の準備を行いました。19時という
遅い時間にもかかわらず、皆さんお忙しいな
か、仕事終わりに多くの人に集まっていただき
無事準備をすることが出来ました。当事業のリ
ーダーとして感謝でいっぱいです。 
加古川楽市本番は、2日とも昨年と違い天候に

も恵まれ快晴の下、開催されました。小学生の
お子さんを連れた家族から、高校生くらいまで
多くの方に来場いただき大変盛況にとなりまし
た。 
金魚すくいの方は小学生くらいの子供が、ヨ

ーヨーすくいの方は幼稚園くらいの小さい子達
がメインで多く集まってみんな各々と楽しんで
もらうことが出来ました。金魚すくいとヨーヨ
ー合計で 1200人程の大変多くの人に楽しんで 
いただきました。 
もう少し活動の展示パネルを見てもらえると

うれしいですが、多くのお客様でしたが、今年
も元気な高校生と会員の知り合いの方々の手伝
いもあり無事に 2日間を終えることが出来まし
た。 
参加していただいた方々、挨拶だけでも来て

いただいた方々ありがとうございました。 
来年も良い天気で、多くの参加者が集まり成

功できればと思います。 
（青年部 太秦篤史） 

 
 

 

 
 
一昨年度より建築士会加古川支部の矢幡前支

部長から推薦いただき、「高砂市住生活基本計

画策定委員会」の委員として出席しました。数
か月に 1度の会議でしたが、約 2年間の任期も
終了し 31年 3月に「高砂市住生活基本計画」が
無事完成しました。 
学識経験者の先生、市民の代表の方々、社会

福祉協議会からや民生・児童委員の方また宅地
建物取引業協会からの代表の方、そのような
色々な分野の方や高砂市役所の方と一緒に住環
境の問題点、制度の策定や市の将来について意
見を出し合いました。どうしたら興味をもって
計画書を市民の方に読んでもらうかの検討も行
いました。 
私は住民の減少や空き家対策については建築

士の立場からインスペクションをどう定着させ
るのか、また耐震診断の重要性などを提案させ
ていただきました。 
私は私見な意見ばかりの発言でしたが、一生

懸命に住環境の将来を考え、どう住み良いまち
にしていくかという志を持った方々とご一緒さ
せていただき、とても感銘をうけました。 
また、建設費や改修費の補助金制度等新しい

施策も市や県の方が検討していらっしゃいます
ので、上手に仕事に活用して身近なクライアン
ト様にも喜んでいただけたらと思っています。 
微力ながら参加させていただき、貴重な経験

となりました。ありがとうございました。  
            （髙田 あずさ） 

 

理事会からのお知らせ（報告や予告等） 
 

（研修委員会）増田正幸委員長 
・公益事業 5-1 見学研修会 10月 26日（土）
～27日（日） 長良川パークホテル泊 
岐阜方面 多治見市モザイクタイルミュージ 
アム・みんなの森メディアコスモス・明治村 
 

（厚生委員会）長尾淳一委員長 
・納涼懇親会報告 8月 2日（金）19:00～ 
会場：東加古川「うさぎとかめ」 
参加費：3,500円/人 
参加者：21名加古川支部 18名他支部 3名

第 60回 ええはなしやん 
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（青年部会）坂口晴彦青年部会長 
・東播ブロック（12月～2年 1月）ボーリング
大会を検討中。 

・加古川楽市（9/7-9/8。前日準備 9/6） 
スタッフ 14名（支部外 3名） 

・全国大会（北海道大会）9/21-9/22（参加） 
・泊付き見学会（鳥取市境港方面）を企画中 
（11/2-11/3） 
・近畿建築祭（11/30 10時～16時）（参加） 
・FORZA（11/24）若い夢フェスティバル 
⇒例年通り、木工クラフトを企画。 

・公益事業 5-2 2級講習会 
7/13～9/13 製図講習実施 

（他団体協力） 
・子供チャレンジ教室 7/20（土）13:00～16:00 
 尾上公民館 実施主体：加印木材組合 
 内容：プレカット木片を用いた背もたれ付き
イスの製作 

・播磨町空家等対策協議会委員（任期 2年）の
推薦依頼を受け、⇒7/30 松岡氏を推薦（再
任） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 予告の日時については変更になる場合もありま
す。会報・メール連絡等でご確認ください。 

 
編集後記 

 
猛暑が続いた今年の夏も過去の話しとなり、

さすがに 10月ともなればかなり過ごしやすくな
ってきました。私のリフレッシュは専らネイチ
ャー系で、移り行く季節を感じやすいので冬に
向かうこれからの季節がいちばん好きです。季
節の食べ物は美味しい。景色・風の変化ははっ
きりしてて、見てて楽しく、感じて幸せな気持
ちになります。消費増税前の駆け込み需要によ
るミニバブルの対応に奔走してこられた方もお
られると思います。今年も残すところあと三月
を切りました。あっという間に年末の準備にま
た奔走する事になります。できれば、たまには
積極的に季節を感じる時間を過ごしてみてはい
かがでしょうか。 

（広報委員会 石野秀昭） 

連絡・参加申込書 
 

メールか FAXで送付してください。（郵便も可） 
※ 住所・連絡先等の変更は必ずお知らせ下さい。（個人情報保護法に基づき管理致します） 

 

“加古川支部 ぎふ 見学会”  
  
① 参加者氏名（会員・非会員）                   

 
          （会員・非会員）                                     

 
② 緊急連絡先（携帯番号）                     

 
 ③  住     所                                                                               

公益社団法人 兵庫県建築士会 加古川支部 

事務局／吉備建築設計室内 Tel,Fax 079-423-6350       

支部長 小西 敏文 直通 TEL：090-7889-2626 
E-mail：kentikusikai.kakogawasibu.2019@gmail.com 


