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1. 神戸支部支部長　(1名)
えびす　たかし

戎　孝之

2. 神戸支部副支部長　(3名)
ささき　ひろし きゅうほう　ひろゆき こき　かずと

佐々木　博司 久宝　弘幸 湖亀　一登

3. 神戸支部理事　(12名)
あらかわ　なおき こうらい　けんじ ささき　やすゆき しばさき　やすこ

荒川　直樹 高麗　憲志 佐々木　康行 芝﨑　康子

つねみね　ひろふみ てらだ　みさと のぐち　なおと まえだ　さえ

常峰　博文 寺田　みさと 野口　直人 前田　さえ

まきもと　みつのぶ まつむら　てつや みしま　えつこ もうり　やすひと

槇本　光展 松村　哲也 三島　悦子 毛利　康人

4. 神戸支部監事　(2名)
あかざわ　しょうご いのうえ　よしろう

赤澤　祥語 井上　芳朗

5. 神戸支部顧問　(2名)
たなか　よしゆき まえかわ　しょうじろう

田中　義之 前川　象二郎

令和2年度役員
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令和 2 年度各委員会メンバー 

 
        
研修委員会 
担当副支部長 佐々木博司 
委員長    芝﨑 康子 
副委員長   石田 敦、槇本 光展、前田 さえ 
委員     上野 和彦、瀬戸口 茂、常峰 博文、中居 博喜、 

藤原 路弘、毛利 康人、安水 正、山下 享子、山本 幸司 
 
 
青年委員会 
担当副支部長 久宝 弘幸 
委員長    高麗 憲志 
副委員長    中村 重陽、川田 靖 
委員         石田 志野、道谷 梓、丹羽 洋文 
相談役    寺田 みさと 
顧問     上野 和彦 
 
 
企画委員会 
担当副支部長 湖亀 一登 
委員長    荒川 直樹 
副委員長   野口 直人、佐々木 康行 
委員         三島 悦子、中島 健太郎、松村 哲也、奥田 智恵子 
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支部長挨拶 

 

公益社団法人兵庫県建築士会神戸支部 

支部長 戎 孝之 

 

 

平素は公益社団法人兵庫県建築士会神戸支部の活動に対しご支援・ご協力を賜り、厚く

御礼を申し上げます。 

 

元号が令和に変わり早くも1年が経とうとしています。 

令和元年6月に建築基準法改正がなされました。1、密集市街地の整備改善に向けた規制

の合理化。2、既存建築物の維持保全による安全性確保に関わる見直し。3、戸建て住宅等

を他用途に転用する場合の規制の合理化。4、建築物の用途転用の円滑化に資する制度の創

設。5、木材利用の推進に向けた規制の合理化。6、用途制限に係る特例許可手続きの簡素

化。7、その他所要の改正。改正内容をみると規制緩和による制度の合理化と建築ストック

の活用と思われます。又、2030年に向けて世界が合意した目標（ＳＤＧｓ）も社会環境を

考えることの必要性の一つだと考えます。私たち建築士も自然環境、社会環境を今まで以

上に考えていかなければならないと再認識致しました。 

 

今年は中国から始まり日本にも影響を与えることとなり、今やヨーロッパ、アメリカな

ど世界中に拡散している新型コロナウイルス感染症に驚いています。日本では学校が休校

になり卒業式も教師、卒業生と親のみの出席で、規模を縮小し、いくつかの条件を満たせ

ば開催できる状況です。又、年度が新しくなる節目で、入学式、入社式等も同様です。又、

日常生活においても、多くの人が集まる集会、コンサート、演劇の延期や中止、遊園地や

テーマパークの一定期間の閉園がなされています。政府からの要請により主催者の判断に

よるところとなり苦渋の判断をしなければならず責任重大だと感じます。 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため各生産工場も時間制限で稼働するか、一定期間

閉鎖するといった対応で生活に必要な品物の供給もできない状況です。日常生活でマスク

着用、手洗いの励行をいわれていますが、マスク、消毒用のアルコールの不足により普通

に購入することができずに感染防止に対応できない状況も発生しています。 

建設業界もその余波を受けています。例えば、衛生設備機器の洗浄便座、空調機器等は

生産工場が閉鎖され供給が滞り、設置することができずに竣工できない現場もあるようで

す。又、仮に竣工できたとしても設備機器の代替品を設置し、指定機器が供給されるよう

になった時点で取換えを行うような対応に迫られる現場もあるようです。 

 

さらに今年は4年に一度の「東京オリンピック・パラリンピック」の開催を迎え、そして、
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世界各国からトップアスリートたちが集結し、熱狂と感動の日々を味わう予定でした。我々

建設業界も開催国の一員として大会の成功に貢献してきました。しかし、新型コロナウイ

ルス感染拡大防止のため、残念なことに約1年の延期となりました。アスリートたちも開催

日に合わせコンディションを調整してきたところです。それが、開催日程が未定で約1年延

期になったことで落胆した選手も多くいることがうかがわれます。同様にオリンピック関

連施設建設工事に携わった人々もオリンピック開催に合わせ、建設工期に竣工させるため

に多くの人々が、努力し、不休不眠で頑張ってきたことと思います。非常に残念なことと

なりました。しかし、建設した施設は開催されるまで十分に維持され、活用されてオリン

ピックが無事に開催されることを願って見守っていこうではありませんか。「人間は、苦

しめられ打ち負かされるとき、何かを学ぶチャンスを得る。才覚を発揮すること。勇気を

もつこと。事実をつかむこと。無知を知ること。節度や、生きるための本当の技術を獲得

することなどを」（ラルフ・ウォルド・エマーソン）。アスリートの皆様、建築士の皆様、

前へ向かって進みましょう。 

 

後になりますが、公益社団法人兵庫県建築士会神戸支部では、会員の皆様に対し講習

会、見学会、セミナー、耐震相談等の事業活動を展開することで、多くの情報を得ていた

だき、技術の向上、知識の習得の一助として役立てていただきたいと考えています。又、

一般の方々にも建築士の存在を知っていただき、建築士としての技術、知識を提供するこ

とで建築士の地位向上と建築士会が市民に認められた団体で社会的地位を確保できること

を願っています。それには会員皆様の建築士会へのご参加とご理解、ご協力をお願い申し

上げます。 

 

さらに、会員皆様方のご多幸とご健勝を祈念いたしまして、私の挨拶とさせていただき

ます。 

 

 

（2020.3.29） 
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令和元年度第 1回法規講習会事業報告 

（公社）兵庫県建築士会神戸支部研修委員会      

（一社）兵庫県建築士事務所協会神戸支部研修部 共催 

 
令和元年度第 1 回法規講習会として、神戸市における建築・消防関係の最新の法令等についてご説明

をしていただきました。参加者は 64 名でした。 

 
■ 開催日時： 令和元年 9 月 10 日（火） 13：30～16：30 

■ 開催場所： 兵庫県私学会館 302、303 号室 

■ 参加者：  60 名 

■ 受講料： 建築士会会員・事務所協会会員は 2500 円、会員外 3500 円 

■ 講演内容： 

① 「宅地防災の取組みについて」                

講師：神戸市建設局防災部防災課宅地審査係長       津田 修二様 

② 「建築基準法の改正等について」               

講師：神戸市建築住宅局建築指導部建築安全課建築安全係長  大西 徹様 

③ 「神戸市における建築基準法関係条例の改正等について」    

講師：神戸市建築住宅局建築指導部建築安全課指導係長   福岡 誉顕様 

－休憩－ 

④ 「茅葺民家の保存活用について」               

講師：神戸市都市局計画部景観政策課担当係長       二宮 優子様 

⑤ 「老朽空家等解体補助制度の取組みについて」         

講師：神戸市建築住宅局建築指導部安全対策課安全推進係担当係長  茗荷 修様 

⑥ 「消防法関係の最近の動向について」             

講師：神戸市消防局予防部査察課設備指導第 2係長     米澤 彰規様 

■ 共催：（社）兵庫県建築士事務所協会神戸支部 

 

 
講習会の様子 

5



令和元年度 「歴史と環境」を学ぶ会 事業報告 

 

主催：公益社団法人 兵庫県建築士会神戸支部 研修委員会 

 

■日 時：令和元年 11 月 24 日(日) 8：30～18：30 

■内 容：古建築・庭園・仏像の見学、及び建立時の時代背景 

■場 所：和歌山県紀の川市・岩出市・伊都郡九度山町の寺社及び文化財 

■参加者：会員;20 名、非会員；2名 

■参加費：会員 5,500 円 非会員 7,000 円 

 

秋晴れの中、神戸市役所前を 8：30 に出発、最初は紀の川市粉河寺。粉河寺は西国第 3 番札所、本尊

は厄除観音として有名な千手千眼観世音菩薩である。草創は奈良時代末(宝亀元年)、鎌倉時代には東西

南北 4キロ四方の境内地を有していたが、天正 13 年(1585)豊臣秀吉の兵乱に遭い堂塔伽藍を消失。その

後紀州徳川家と信徒の寄進により江戸時代中期に現存の諸堂が完成した。 

重要文化財の一つは宝永 4年(1706)総欅造りの大門。金剛力士は仏師春日の作と云われ用材は桂。 

千手堂は宝形造りの三間堂、宝暦 10 年(1760)の建立で、脇壇には紀州歴代藩主の位牌を祀っている。

三間二戸の楼門として標準的な中門は天保 3年(1832)(1832)建立で四天王を祀る。 

本堂は 8世紀(770)の創建より数度消失、現存の本堂は享保 5年(1720)に再建された。一重屋根の礼堂

と二重屋根の正堂とが結合した複合仏堂の形式をしている。 

国宝には粉河寺縁起絵巻(鎌倉初期)、紙本着色のもので長さは約 20ｍ、開創された経緯が描かれている。 

他に国指定名勝となっている粉河寺庭園(桃山時代)は、本堂の前庭と下の広場との高低差を処理する土

止めとして築かれた石組で、他に類のない様式となっている。 

    

  複合仏堂形式の本堂と石組の庭園をバックに    重要文化財の大門 

 

昼食は根来寺の前にある古民家カフェレストラン「初花」100 年以上前の平屋建物の移築で、茶室も併設

されており多くの人で賑っていた。 

午後一番は根来寺、高野山の学僧であった覚鑁上人によって開創された新義真言宗の総本山である。

戦国時代、大きな勢力を備えた根来寺は宣教師ルイス・フロイスの『日本史』にも紹介されたが、豊臣

秀吉により大塔・大師堂などを残し全山焼失。その後徳川頼宣の下護を受けて大門・伝法堂・不動堂な
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ど主な伽藍が復興された。 

本堂である大伝法堂は文政 10 年(1827)に再建され、本尊は大日如来で僧侶の修業場所である。 

大塔(国宝)は日本最大の木造多宝塔で、天文 16 年(1547)に完成。真言密教の教義を形で示したものと

して、明治 32 年に国宝に指定された。 

大師堂(重要文化財)は弘法大師・空海像を本尊として明徳 2 年(1391)に建立。秀吉の焼き討ちを免れ

た建物の一つである。 

大門は根来一山の総門で嘉永 3年(1850)に再建され、左右に仁王像・2層の上層には釈迦三尊と十六羅

漢像が安置されている。 

不動堂は不動尊を本尊とし、延宝 5 年(1677)までに再建された。この堂は正面は正八角形で外回柱は

八角柱、内回り柱は円柱、外陣は畳敷き、内陣は上段の間板敷き、遺存例の少ない八角堂である。 

名勝庭園は紀州徳川家から拝領した名草御殿に面した江戸時代の庭園で、自然の滝と池を配した鑑賞

式庭園である。 

   

 日本最大の木造多宝塔の大塔       広大な敷地の根来寺 大伝法堂・大塔への登り口 

 

最後に慈尊院と丹生官省符神社 慈尊院は本尊の弥勒菩薩の別名「慈尊」からこう呼ばれるようにな

った。女人高野のいわれがあるため、安産・子授けを願ってほんのりピンク色の乳房型絵馬が多く奉納

されている。 

丹生官省符神社は弘仁 7年(816)空海によって慈尊院と共に丹生高野明神社として創建された。 

本殿は春日造り、桧皮葺き。昭和 21 年(1946)丹生官省符神社に改められ、2004 年ユネスコの世界遺産 

｢紀伊山地の霊場と参詣道｣の一部として登録された。神仏習合の名残がある。 

 地域の｢九度山｣の名の由来は弘法大師が月に九度、高野山から母親に会いに山を下ったことから名付

けられたという説がある。真田雪村で有名になったが、もっと古いと初めて知った。 

 16：30 には九度山を離れ定刻には帰神、国宝と重文、名勝庭園を堪能した一日だった。 
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令和元年度 木造の防蟻処理講習会 事業報告 

「アメリカカンザイシロアリによる蟻害現状とホウ素系防蟻処理」 

 

主催：公益社団法人 兵庫県建築士会神戸支部 研修委員会 

 

 

■日 時：令和２年２月７日(金) 19：00～21：00 

■内 容：従来日本に生息していなかったアメリカカンザイシロアリが日本国内で確認され生息範囲を

全国に広げている現状下、木造建築物のシロアリ被害の状況、ホウ素系薬剤による防蟻処理について講

義を受け、今後の木造建築物の防蟻処理について知識を高め、建築士のスキルアップに寄与します。 

■場 所：（公社）兵庫県建築士会神戸支部事務所 

■参加者：会員;21 名 

■参加費：会員 1,000 円 非会員 2,000 円 

 

 

平日の夜間にもかかわらず本講習会に多く方々の参加をいただきました。 

本講習会では、（一社）日本ホウ酸処理協会（日本ボレイト株式会社）より犀川氏、富田氏をお招きし、

イエシロアリ、ヤマトシロアリとは別に、従来日本に生息していなかったアメリカカンザイシロアリが

日本国内で確認され、生息範囲を確実に広げている現状について説明を受けました。従来のシロアリと

は違い、乾燥木材を好み、木造建物の小屋裏、家具、上層階など建物の至る所にコロニーを造るこのシ

ロアリの防蟻方法は、建築基準法で規定されている地上１メートルまでの防蟻処理では、有効な対策と

は言えないと認識しました。またアメリカカンザイシロアリの生体、被害の現状、ポピュラーな合成殺

虫剤系薬剤による防蟻処理の人の健康への影響、欧米等ではポピュラーな防蟻処理薬剤で人体（哺乳類）

に影響がないとされるホウ素系薬剤ではあるが、日本国内でなかなか普及しない業界の現状、ホウ素系

薬剤の防蟻処理方法及び注意点等について講義を受け、木造建築物の防蟻処理のあり方について再考さ

せられる有意義な内容でした。                           （文：常峰） 
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内訳 青年会員 一般会員 会員外 その他 合計

人数

当日の様子

主な事業内容

【講師経歴】
建築家 / 株式会社飯田善彦建築工房
1950年 埼玉県浦和市生まれ。1973年 横浜国立大学工学部建築学科卒業。1974年 (株)
計画設計工房(谷口吉生、高宮真介)に所属。1980年 一級建築士事務所 (株)建築計画
設立 (元倉真琴と共同)。1986年 一級建築士事務所 飯田善彦建築工房 設立。1991年
株式会社飯田善彦建築工房一級建築士事務所に改組。

（公益社団法人）兵庫県建築士会　神戸支部　青年委員会

事業の目的

広く参加者を募ることにより、建築士会の活動を多くの方へ知っていただく場とした
い。
講師については、公共建築や近年では特に大学施設を数多く手がけられている建築家
で飯田善彦建築工房の飯田善彦（いいだ・よしひこ）氏を招き、幅広い年齢層の集客
を図り、会員拡大及び活動参加拡大の広報活動の場としたい。また、活躍されている
講師の講演を聞くことにより、個々の意識向上につなげる事を目的とする。

事業名称 　公益社団法人　兵庫県建築士会　神戸支部総会　特別講演会

開催日時
    平成31年4月27日（土）

14：30～16：30
 開催場所 神戸市産業振興センター

事業報告シート

事業分野 もの・まち・くらし・その他 作成日 令和1年5月20日

講　師；飯田善彦

ふりがな （こうえきしゃだんほうじん）ひょうごけんけんちくしかい　こうべしぶ　せいねんいいんかい

テーマ；『そこでしかできない建築を考える』

活動団体名

17

建築士として著名な建築家の選出から始まり、事務所へのオファー、回答を得られるまでの過
程を通じ、他の事務所の対応や建築家との関わり方等、日々行う業務に於いても、学ぶべき要
素が多い機会と考え、この事業に関わっていきたい。

63
参加者

6 40

神戸市中央区古湊通1-2-12 古湊ビル２階

0

事業担当(計画)者 高麗憲志（青年委員会） 事業責任者 寺田みさと（青年委員会・委員長）

連携・協力組織等 飯田善彦建築工房

　今回のご講演では、建築作品に対して、ひとつひとつ丁寧に取り組み、プロセスを広く発信していくことが重要という
ことが印象的であった。建物を設計するだけでなく、将来完成する建物がどのようなものなのか住民や関係者に発信
するとともに、完成後の使われ方や運営の仕方についても提案を行うことが「ここでしかできない建築」につながってい
るのだと感じた。また、最後の質疑応答では会員からの多くの挙手があった中で、学生からも積極的な質疑があり、講
師の先生も大変熱のこもったお話となった。多くの積極的な質問があったため、少し時間を超過して終了した。

今後の検討課題

今回の講師については、昨年、一昨年とは異なり関西にも作品があり、比較的容易に行くこと
のできる比較的規模の大きな作品がある建築家を講師にお迎えした。参加人数は例年に比べ
依然としてやや少なめだった。広報は例年より１か月程度前倒しでおこない、広報手段として、
ポストカード、A4チラシ、B2判ポスターの3種類の配布を行ったが、目立った成果は見当たらな
かった。やはりインターネットを中心とした広報活動がまだまだ十分とは言えなかったように思
う。広報については引き続き改善できるように努力していきたい。また、当日参加者にポスト
カードを配布したことは次年度以降も続けたい。

建築士の関り

事業担当者Ｅ-mail 青年部URL http://www.kobe-kenchikushikai.com/seinen

事業担当者連絡先 神戸支部所在地
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内訳 青年会員 一般会員 会員外 小学生 合計

人数

当日の様子

・わりばしの企画２回目です。今年は布やリボンなどの装飾も追加してみました。

・物見台のある家が、一番人気でした。他、リンゴの家など工夫いっぱいのお家ができました。

・わりばしの接合など難しいところもあったようですが、皆工夫して完成することが出来ました。

事業報告シート

事業分野 もの・まち・くらし・その他 作成日 令和1年9月21日

事業名称 夏休み親子セミナー「まなぼ！つくろ！わりばしとわごむで”夢の家”」

開催日時
令和元年8月18日（日）

13：30～16：30
 開催場所 兵庫県神戸市中央区

ふりがな （こうえきしゃだんほうじん）ひょうごけんけんちくしかい　こうべしぶ　せいねんいいんかい

活動団体名 （公益社団法人）兵庫県建築士会　神戸支部　青年委員会

事業の目的

小学生親子を対象とした市民向け建築スクールの一環として、ものづくりの楽しさに
触れるきっかけとなることを目的に行う。「神戸市住まいの安心支援センター」の委
託継続事業。

主な事業内容
第一部では日本や世界の夢のある建物のスライド講義を通じて、住まい（家）の多様な形態に
ついて学びます。第二部では、割りばしと輪ゴムを使って子供たちが思い描く「夢の家」の工作
に挑戦。最後に子供一人ひとりに夢の家建築士認定証を発行します。

参加者
19 19

神戸支部所在地 神戸市中央区古湊通1-2-12　古湊ビル２階

建築士の関り

親子が一緒になってモノつくり体験で、夢の仮想の姿を現実の形として造形し、創造すること、
モノを造ることの楽しさを育み体感して頂くことが出来ればと考えている。

今後の検討課題

わりばしとわごむの事業を去年と引き続き行いました。今年は、わりばしとわごむだけでなく、
布やリボンなどの装飾を追加しました。装飾を追加する事で、形づくりがおろそかになるかと思
いましたが、そうではなく、それぞれ思い思いのかたちのある、より具体的な作品が出来たの
ではないかと思います。スライドでは家の簡単な構造について学んだり世界の変わった住宅を
紹介したりと子供たちが楽しく、興味を持てるものを提案出来たと思います。日程的に遅くした
ためか、広報を早くしたためか、参加者が定員を超えた。

連携・協力組織等 神戸市すまいの安心支援センター

事業担当者Ｅ-mail 青年部URL http://www.kobe-kenchikushikai.com/seinen

事業担当(計画)者 寺田　みさと(青年委員会） 事業責任者 高麗　憲志(青年委員会・委員長）

事業担当者連絡先
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内訳 青年会員 一般会員 会員外 合計

人数

事業担当者Ｅ-mail 青年部URL http://www.kobe-kenchikushikai.com/seinen

事業担当(計画)者 寺田　みさと(青年委員会） 事業責任者 高麗　憲志(青年委員会・委員長）

事業担当者連絡先 神戸支部所在地 神戸市中央区古湊通1-2-12　古湊ビル２階

建築士の関り

プレゼンに役立つ光熱費シミュレーションを学びスキルアップを目指す。

今後の検討課題

・予定人数に達しなかった。しかしながら、受講者はとても満足度が高く、内容もスキルアップ
につながるものであったので、講義内容をもう少しわかりやすくすることで集客を増やしたい。

連携・協力組織等 株式会社暮らし省エネルギー研究所　代表野池政宏氏

参加者
1 5 7 13

活動団体名 （公益社団法人）兵庫県建築士会　神戸支部　青年委員会

事業の目的

「省エネ」「健康」「快適」「パッシブデザイン」といったキーワードがトレンドと
なりつつある今、単に外皮性能計算を行えるだけでなく、その性能をいかにお客様に
伝えるか、どのように「快適性」「健康性」に置き換えてプレゼンできるかが鍵と
なっています。温熱に関する理科的・物理的な理解から全ての計算の基礎となる外皮
性能計算、パッシブデザインに欠かせない室温や暖冷房負荷、プレゼンに役立つ光熱
費シミュレーション等を実際の物件の計算を通して学ぶことを目的とします。

主な事業内容

好評だった昨年の講座に続き、より具体的な手法を学んでいきます。第１回パッシブ
全体説明と南面窓の詳細設計、第２回その他詳細設計と外皮計算（ENERGY ZOO使
用）、温熱シュミレーション第３回設計のおさらいとプレゼン（ENERGY ZOO使用）
●野池政宏　株式会社暮らし省エネルギー研究所　代表（一社）Forward to 1985
energy life 代表理事。（一社）パッシブデザイン協議会 代表理事。自立循環型住宅
研究会主宰 NPO法人 WOOD AC理事。OMソーラー(株)や全国のベンチマーク工務店のコ
ンサルタント、販促ツールのプロモーションなどの住宅アナリスト。

開催日時
令和元年9/17（火）10/7（月）10/21（月）計5回

13：00～17：00
 開催場所 建築士会　神戸支部

ふりがな （こうえきしゃだんほうじん）ひょうごけんけんちくしかい　こうべしぶ　せいねんいいんかい

事業報告シート

事業分野 もの・まち・くらし・その他 作成日 令和1年10月23日

事業名称 住宅の温熱環境について学ぶ連続講座「野池学校」　第2弾（計３回）
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内訳 青年会員 一般会員 会員外 合計

人数

当日の様子

・和顔館地下１階にある模型の前で建物の解説を聞く ・成就館の現場見学の様子

事業担当者Ｅ-mail 青年部URL http://www.kobe-kenchikushikai.com/seinen

事業担当(計画)者 高麗憲志(青年委員会・委員長） 事業責任者 高麗憲志（青年委員会・委員長）

事業担当者連絡先

参加者
6 3

神戸支部所在地

今後の検討課題

今回の事業の目的の一つに特別講演会の一助とすることがあり、建物の立地も神戸から比
較的近い場所で開催することができたが、講師の飯田先生の事務所が横浜のため、横浜か
ら来ていただいた。現場監理で現場にいらっしゃるときに合わせて行ったが、午後半日時間を
割いていただいたため、謝礼金をもう少しお支払いできればと思う。参加費もあまり上げるこ
とができない中で、事業間で柔軟に金額を配分できるなど検討が必要のように思う。

神戸市中央区古湊通1-2-12　古湊ビル２階

15

建築士の関り

最新の大学施設を視察することで、より専門性の高い施設や時勢にあったニーズの高い施
設など様々な施設を通じて最新の教育施設に求められる考え方や空間について学ぶことが
できた。特に専精館や成就館は住宅地や街中に立地するため、周辺環境への配慮が重要な
与条件となっており、建築の外観や内部空間への様々な工夫など貴重な知見を得ることがで
きた。

6

連携・協力組織等 飯田善彦建築工房・龍谷大学

少子化にともない社会構造が大きく変化するなかで、大学教育も大きな変化を求められてお
り、とりわけ大学キャンパスの教育施設を充実させることは優秀な学生を集めるための重要
なポイントである。今回は４月に特別講演会でご講演いただいた飯田善彦氏のご案内のも
と、ご講演にあった龍谷大学キャンパス内の一連の大学施設（和顔館、専精館、学友館など）
を視察し、実際の空間を体験することで、最新の大学施設を理解するとともに、特別講演会を
補完する試みである。

主な事業内容

テーマ；飯田善彦氏による龍谷大学キャンパスを通して最新の大学施設を視察する。
講　師；飯田善彦 氏
【講師経歴】
建築家 / 株式会社飯田善彦建築工房
1950年 埼玉県浦和市生まれ。1973年 横浜国立大学工学部建築学科卒業。1974年 (株)計
画設計工房(谷口吉生、高宮真介)に所属。1980年 一級建築士事務所 (株)建築計画 設立
(元倉真琴と共同)。1986年 一級建築士事務所 飯田善彦建築工房 設立。1991年 株式会社
飯田善彦建築工房一級建築士事務所に改組。

事業の目的

事業名称 建築視察－龍谷大学キャンパスを中心に－

令和1年12月7日（土）
13：00～15：00

事業報告シート

事業分野 もの・まち・くらし・その他 作成日 令和2年1月6日

 開催場所 京都市伏見区

ふりがな （こうえきしゃだんほうじん）ひょうごけんけんちくしかい　こうべしぶ　せいねんいいんかい

活動団体名 （公益社団法人）兵庫県建築士会　神戸支部　青年委員会

開催日時
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三木総合防災公園24時間リレーマラソン大会　参加

内訳 企画委員 一般会員 合計

① 中島 ② 撫養 ③ 音成 ④ 上垣 ⑤ 清水 ⑥ 大森 ⑦ 鈴木

⑧ 澁谷 ⑨ 池田 ⑩ 角田 ⑪ 木村 ⑫ 江頭 ⑬ 源根 ⑭ 荒川

事業の目的

主な事業内容

6日午前８時半ごろに場所取り班4名が到着

その他、飲食物の準備を持って随時到着

6日午前１１時から説明、準備体操、会長挨拶など

6日12時スタート

7日13時表彰式　銀賞

解散

7日12時終了

活動団体名

事業名称

開催日時

ふりがな

24時間リレーマラソン

2019年7月6日（土）～7日（日）  開催場所

事業報告シート

もの・まち・くらし・その他 作成日 令和1年7月10日事業分野

今回の事業の
感想

参加者

検討事項

参加者

兵庫県立三木総合防災公園内

ひょうごけんけんちくしかい　こうべしぶ　きかくいいんかい

非会員

11

事前の練習と参加者14名の常時参加

健康増進　体力強化　絆を高める　心を鍛える

兵庫県建築士会　神戸支部　企画委員会

一年ぶりの参加、新メンバー含め一丸となって優勝を目指しましたが、若い大学生陸上部
（近畿大学）には太刀打ちできない実力差が有りました。しかし、3位以下ノーリツや他の大学
生チームとも大きく走力が違い、開始1時間目から最終まで常に2位を独走。勝負としては
ちょっと盛り上がりに欠ける大会となりました。しかし、反面豪華な差し入れが多数あり、充実
した休憩タイムとなりました

神戸市中央区古湊通1-2-12古湊ﾋﾞﾙ2F

078-599-6915

事業担当(計画)者

神戸支部所在地

連絡先

事業担当者連絡先

事業担当者Ｅ-mail

荒川直樹 事業責任者 戎支部長

人数 2 1 14
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内訳 企画会員 一般会員 会員外 家族 合計

人数

今後の検討課題
今後の検討課題としてはこのようなイベントを多くの人に理解してもらい参加者を増やしたいと
思います

連携・協力組織等

事業担当者Ｅ-mail 青年部URL http://www.kobe-kenchikushikai.com/seinen

事業担当(計画)者 佐々木康行 事業責任者 荒川　直樹（企画委員会・委員長）

事業担当者連絡先

参加者
4 0 0 3

神戸支部所在地 神戸市中央区古湊通1-2-12　古湊ビル２階

7

建築士の関り スポーツやアウトドアでの交流によりこれまで以上に絆を深める

事業の目的 会員同士の交流

主な事業内容

再三の天候不順により延期が続いてきた釣り大会ですが、晴天で波も穏やかな中、やっと開
催出来ました。釣り大会を通して子供たちと共に事業を行う事で、家族から建築士会活動を少
しは肯定的に理解したもらえたのでは無いかと感じました。
釣り大会の結果は大漁賞「佐々木陽大君」　大物賞「湖亀さん兄弟」でした。

令和1年10月26日（土）
7：30～12：00

 開催場所 　平磯海釣り公園

ふりがな （こうえきしゃだんほうじん）ひょうごけんけんちくしかい　こうべしぶ　きかくいいんかい

活動団体名 （公益社団法人）兵庫県建築士会　神戸支部　企画委員会

開催日時

事業報告シート

事業分野 もの・まち・くらし・その他 作成日 令和1年11月18日

事業名称   企画委員会　つり大会2019
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