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会 長 挨 拶
会長

杉 山 る み
づくりに地域の建築士が積極的にかかわっていける

少し遅まきながら、あけましておめでとうございま

よう、その受け皿として景観整備機構の指定を受け

す。
昨年は、東日本大震災を皮切りに大変な困難が続き

ようというものです。2月13日の富士市景観審議会

ました。想定外という言葉が幾度も聞こえてきまし

にて審議して頂けることになっています。将来には

た。自然災害の厳しさを思い知らされ、人災という避

富士宮市にも申請したいと考えています。

けられたかもしれない被害も目の当たりにしました。
この災害の爪あとは深く、まだまだ復興の道筋はきび
しいものです。
建築士として、人として生き方そのものを問われて
いるかのようです。教訓としてきちっとこれからに生
かしていかなければなりません。
今年に入ってからも地震が頻発したり、大地震の発
生確率が上昇したとか、富士山の噴火がある等不安に
晒されています。経済にも活力無く、私たちの仕事も
大変ですが、後ろ向きにはならないよう元気出して進

＊定期勉強会
基本的な内容での勉強会と、少し踏み込んだ勉強会

みたいものです。
一般社団法人富士建築士会として歩みだして一年が

のふた通りで予定しています。どちらも、審査業務

過ぎました。不安いっぱいのスタ－トではありました

に当たられている方々に講師となっていただきます

が、新入会員の方々も増えつつ、少しずつ行政からの

ので実務的なお話が聞けると思います。日程や講義

信頼もいただけるようになってきました。ひとえに会

内容が決まり次第募集しますので、ぜひ、参加して

員みなさんのおかげと感謝の気持ちで胸がつまります。

役立ててください。基本として、木曜日の夜を予定
しています。

本当にありがとうございます。

＊受託事業の受け皿づくり

しかし、まだまだ改善すべき
事 柄 や 事 業 の あ り 方・ 見 直 し

富士市・富士宮市から受託しています〈わが家の専

等々課題は多くあります。しっ

門家診断事業〉にはみなさんに頑張って頂き、順調

かりと地域に根ざし、信頼され

に成果を挙げております。この事業の収益は、会の

る建築士会をめざしていきたい

活動の大きな下支えとなっています。収益を上げる

と切に願っています。道は厳し

ことが会の目的ではありませんが、受託事業を受け

くとも、力をあわせていけば切

ることは、会の活動にとっても大事なことであり、

り開いていけるものと信じま

また市町からの信頼を厚くすることにも繋がるので

す。どうか、これまで以上に積極的な参画とご協力を

はないかと考えます。そのための受け皿づくりを、

お願いします。

どのような形で構成していくか、今後のおおきな検
討課題として進めていこうと考えています。

現在計画中の事業計画についてご報告します。
＊ 3年毎に受講が義務づけられた建築士事務所所属 の
建築士指定講習会の開催

これらの事業については、問題点や困難な事も多く

今まで沼津市もしくは静岡市でしか開催されていま

あると思います。進めながら皆さんからの考えやご意

せんでしたが、富士建築士会の取りまとめにより富

見をいただきつつ、よりよいものにしていければと思

士市での受講が可能となりました。本年 2 月 10 日

います。
会員みなさんからの知恵、意見なんでもどんどん声

に開催しますが、希望者が集まり次第順次開催する

をあげて下さい。

予定です。
＊景観整備機構の指定の申請

そして、会員のための、楽しく元気な建築士会にし

富士市が景観行政団体であることから、地域のまち

ていきましょう。
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博物館明治村～名古屋建築探訪の旅
会員委員長

平成23年11月11日～12日の一泊二日で研修見学会が

望 月 一 彦

と思います。その明治建築を集約して見学できる「博
物館明治村」が二日目の研修の地です。

行われました。
初日はあいにくの雨模様…建材メーカーとしても知

私自身、十数年ぶりの明治村で、展示建物もかなり

られるアイカ工業の本社工場に伺いメラミン化粧板の

増え、以前見学したときとはまた違った感覚での見学

製造工程を見学させていただきました。

でした。（私自身、年をとったせいですかね…）

私もアイカさんの商品を使用する事は多々あるので

久しぶりの帝国ホテ

すが、製造の様子を見るのは初めてでしたので大変良

ル、 や っ ぱ り す ば ら し

い機会だったと思っています。

かった！！帝国ホテルに
製造において機

は学生らしき見学者も多

械による工程がほ

数おり、心の中で「がん

とんどではないか

ばれ若人！！」と…

と思っていました

研修見学会に参加させていただき、見学地はもちろ

が、化粧板の製造

ん、諸先輩方とご一緒させていただきいろいろなお話

においては人力に

を伺いました。

よるところが多い

これからも出来る限り参加させていただきたいと思

ようで、かなりの手間がかかっているとのお話でし

います。（夕食はいまいちでしたかね～…担当者の一

た 。（化粧板の金額が高いと思っていましたが…納

人として大反省しております。）

得！！）
その後、市内の有名建築物を見学しホテルにチェッ
クイン！
夕食は参加者皆で、ホテル近くの居酒屋さんで名古
屋コーチンを食べ、それぞれ「名古屋・栄」の街に…
次の日は皆さん、ちゃんとそろって出発出来てよかっ
たです。
明治時代は我が国が世界に門戸を開いて欧米の文物
と制度を取り入れ、それを同化して近代日本の基盤を
築いた時代、文化史上極めて重要な位置を占めている
−3−

H23年度

まちづくり委員会活動報告
まちづくり委員長

山 﨑 勝 弘

今年度、まちづくり委員会では次の３つの事業に携わってまいりました。

1

本年度、日本建築士会連合会が文化庁より「地域の文化遺産を活かした観光振興・地域活性化事業」
の助成を受けて事業を行っております。この事業は神奈川県、静岡県、兵庫県が分担し調査研究を行っ
ておりますが、静岡県建築士会景観整備機構が詳細調査及び保全・活用策提案を行うことになった、①
富士市本町の加藤酒店の調査・研究、②掛川市横須賀地区の町並の調査・研究の内、①の富士市本町の
加藤酒店の調査・研究を、富士建築士会まちづくり委員会が中心となり行っております。
既に基本調査は終了し、２月 10 日に静岡産業経済会館にて建築士、行政関係者及び有識者を対象と
して発表が行われる予定です。

2

まちづくりネットワーク富士の「紙のまち鷹岡再発見」に参加協力致しております。具体的な活動の
内容は次のとおりです。
１月 21 日

鷹岡歴史講座を鷹岡まちづくりセンターにて一般参加者及びまちづくりネットワーク富
士の会員を対象に行いました。

２月 12 日

鷹岡まち歩きプレ宝探しツアーを一般参加者及びまちづくりネットワーク富士の会員に
より行う予定。

３月 25 日

鷹岡まち歩き宝探しツアーを鷹岡小学校の児童とその保護者（20 組 40 名予定）を対象
に親子参加型イベントとして開催する予定。

この事業は静岡県建築士会の地域貢献活動補助事業にもなっている為、３月３日に沼津市民文化会館
で行われる経過報告発表会に参加する予定です。
来年度は、一般住民向けに鷹岡まち歩きツアーの開催、鷹岡まち歩きマップの作成、鷹岡歴史講座の
開催を予定しております。

3

「富士市神谷伊達家住宅調査」を行っております。
富士市神谷の伊達家住宅は明治 31 年に建てられた近代和風建築です。比較的古い建物が少ない富士市
内では珍しい貴重な建物で御当主のご協力により調査を進めています。7 月 12 日には耐震調査を、11
月 18 日には江戸時代末期に建てられたという茶室の調査を行いました。今後も調査を続行し、今年度
中には調査内容をまとめる予定です。

まちづくり委員会では来年度に向け更なる活動計画を策定中です。委員会への参加は自由です。“まちづくり
活動”に興味のある方は是非一度まちづくり委員会の活動にご参加ください。宜しくお願いいたします。

−4−

第26回 Ｈ23年度富士宮市林業祭『夢のおうちをつくろう！』
青年委員会

美 甘 紀 子

本年度も10月15・16日に開催された富士宮市林業祭

園児は、お父さんお母さんと一緒に創作をしていま

に出展してまいりました。初日は大雨、2 日目は夏日

した。子の意見を聞きながら物作りの楽しさを親子で

という天候でしたが多くのお子様に参加いただき無事

共有している姿を見ることができました。
小学生の作品は、綺麗にデコレーションされ熱のこ

に終える事ができましたのでご報告させていただきま

もった作品が数多くありました。製作時間が長くとて

す。
15日は56名、2日目は78名と 2 日間で計134名に参加
していただきました。

も熱心だったそうです。集中力には、脱帽させられま
した。
参加者の皆さんには思い描いた物を形にする楽しさ
を味わっていただけたのではないでしょうか。作品の
写真を撮る時に作品のテーマを尋ねると、どの子も作
品を眺めて戸惑うのですが、はっきり答える事ができ
るんです。何か閃いたって顔するのがとても印象的で
した。この経験が将来の夢のきっかけになってくれる
と嬉しいです。
自然素材を上手に使用した作品の一部を、富士建築
士会のホームページで紹介しております。是非ご覧に
なって下さい。
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講義内容

3年度

2
平成
会
習
講
技術
員長

委

事業

謙 二
月
望

・軒樋を安全且つ、迅速に清掃及び修理する方法
・永久ノーワックス床材 グラニット及び新素材ハイ
ブリッド壁紙
・シロアリ防除

EBクロス
最前線

・人にやさしい気密・断熱システム
・パシッブ地中熱利用換気システム
・GHハイブリット 制震装置について
・富士宮市建築指導課よりのお知らせ

平成23年12月12日という年末の大変忙しい時期です
が、富士商工会議所で富士宮市建築指導課及び賛助会
員の無双建設㈱・㈱アイジーコンサルティング・㈲断
熱システム・㈱西尾組・北静木材㈱の方々に講師をお
願いし、上記の内容で、商品・工法等々説明・アピ－
ルしていただきました。
当日は、総勢62名もの出席を頂き本当にありがとう
御座いました。これからも、会員・賛助会員のための
講習を企画してゆきたいと思いますので、ご協力・参
加をお願いいたします。次なる企画は………

■賛助会員広告
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その１
のお知らせ
2
の
そ

定期勉強会

厳しい寒さもやわらぐ春から、勉強会を始めたいと
思います。

にお願いしてありますので、実務の中で誤りやすいと
ころ、注意すべき点等をお聞きできると思います。又

この勉強会（その１）は建築基準法の基礎のおさら
いとして開催します。広範囲の基準法ですが、日頃大

質問したい事、具体的な件でもかまいませんので持っ
てきてください。

規模建築にかかわらない者にはわずらわしいこともあ

日

ります。

時

今回は、特殊な例や構造を除いて、最も一般的小規

3月29日㈭

4月 5 日㈭

4月26日㈭

5月10日㈭

18：00 から 2 時間

模建築に適用

場

所

ロゼシアター会議室

される規定を

費

用

無

中心に、イラ
ストを駆使し
た解説をして

計４回

料

用意するもの

建築基準法規本

申し込み方法

追って案内します。

勉強会（その２）についてはすこし踏み込んだ内容

頂きます。
審査業務に

で行います。4 月から月 1 回、木曜日にロゼシアター

たずさわって

（18：00 より）で開催します。計 10 回を予定してお

いる方を講師

ります。日程が決まり次第、お知らせします。

■賛助会員広告
総合建設業
株式会 社
NITOH

仁藤組

〒 416-0954
静 岡 県 富 士 市 本 市 場 町 1027番 地
TEL:0545-61-1143

5

・工場、店舗、住宅

設計施工

8

土木

9

7

建築

6

4

3

FAX:0545-61-1479

・土木工事全般
特殊工事
・工作機械基礎、その他基礎

お見積もり無料
URL:http://WWW4.tokai.or.jp/nitoh/
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事
１.

務

局

記

事

平成 23 年度

17．第２回３地区評議会

第１回事業委員会
6月2日（木） 事務局

9月26日（月） 甲羅本店

18：30〜

11：30〜

18．第５回青年委員会

２． 第２回理事会
6月4日（土） ＪＲ富士駅喫茶室

9月28日（水） 事務局

17：00〜

18：00〜

19．富士宮林業祭

３． 第３回広報情報委員会
6月8日（水） 事務局

10月15日（土）16日（日）

18：00〜

20．第５回事業委員会

４． 第１回総務会
6月10日（金） ロゼシアター

10月26日（水） 事務局

18：00〜

21．第４回広報情報委員会

５． 第３回青年委員会
6月15日（水） 事務局

11月16日（水） 事務局

18：30〜

第６回青年委員会

６． 第２回事業委員会
6月22日（水） 事務局

18：00〜

18：30〜

22．第３回３地区評議会

18：30〜

７． 第１回３地区評議会

12月1日（木） 花蔦鳳月

6月29日（水） 甲羅本店

12月6日（火） 一の字

7月5日（火） 事務局

18：30〜

23．第２回１地区評議会

11：30〜

８． 第２回会員委員会

18：30〜

24．技術講習会

18：30〜

９． 第３回事業委員会

12月12日（月） 富士商工会議所

7月12日（火） ふかさわ

12月13日（火） 梅屋

7月14日（木） 角山

19：00〜

26．第１回ＴＯＵＫＡＩ―０グループ会議

19：00〜

11．友好五団体正副支部長会議

12月15日（木） 14：00〜

7月20日（水） 富士宮パテオン

27．第２回２地区評議会

15：00〜

12．第３回理事会、総務合同会議
7月22日（金） 交流プラザ

12月21日（水） 事務局
28．富士建築士会

18：00〜

13．第１回１地区評議会

18：00〜

新年会

1月18日（水） フジポートホテル
第４回総務会、第５回理事会

18：30〜

18：30〜

16：40〜

29．第５回広報情報委員会

14．富士、富士宮地区法令講習会
8月25日（木） 富士商工会議所

1月23日（月） 事務局

13：30〜

18：00〜

30．第８回青年委員会

15．第２回総務会、第１回運営革新会議
8月29日（月） ロゼシアター

13：00〜

25．青年委員会忘年会

18：00〜

10．青年委員会納涼会

8月3日（水） 柚子

18：00〜

1月25日（水） 事務局

18：00〜

18：30〜

16．第３回会員、第４回事業合同委員会
9月6日（火） 事務局

綱

18：30〜

編集後記
今年は冬らしい冬となり、ついついエアコンの
設定温度を上げてしまう毎日が続いております。
先般政府より東日本大震災の発生から１年となる
今年３・11に、政府主催の追悼式典を行うと発表が
ありました。昨年末までは、メディアにて震災の大
惨事をよく目にし、また耳にしましたが、今年に入
りメディアでの報道も少なくなってきているように
感じます。震災当初電力不足が起こり省エネ活動
が活発になりました。現在はどうでしょうか。震災
発生１年を前に一枚上着をはおり、エアコン温度を
下げて仕事をしてみようと思います。
（２地区 堀 真也）

領

１. われら建築士は、常に研鑽し
自己の向上に努めます。
１. われら建築士は、郷土のため、
最良の建築を創造します。
１. われら建築士は、互いに協力し
地域社会に貢献します。

表紙写真：今年４月１４日１５時〜開通が決まった第二東名が朝陽に輝く。
（富士市間門）
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