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支部長挨拶

会員の皆様には、建築士会活動に何かとご協力いただき、お礼申し上げます。
建築業界も経済効果、消費税増税前の駆け込み需要に長年の不景気から来る建築離れに
よる人材不足も相まって、材料不足にも増して人材不足に陥り、あちらこちらで工期遅延
の話を耳にしました。建築業界において喜ばしいことかどうかは、今後の動向を注視する
必要があると思います。
兵庫県建築士会においては、公益社団法人となり 1 年がたちました。神戸支部では、一
部、市からの委託事業はありますが、他のすべての事業を公益事業としておこなっており
ます。参加者の募集においてその事業が専門家である建築士相手か、一般市民相手かの色
分けをはっきりさせることと、基本的には誰でも参加が可能になるように広報するなどの
注意点はありますが、事業そのものにこれまでと大きな変化があるわけではありません。
２５年度においてもほぼ今まで通りの事業がおこなえました。
また、支部が事務所を新たに設け２年が経ちます。新しい事務所では、理事会や各委員
会の開催、少人数でのセミナーなどの事業を行なったりと新事務所の活用も順調に伸びて
きています。そのような中、会員減少には、歯止めがかかりません。支部としては、今ま
で以上の魅力ある事業を計画して行きたいと思いますので、事業参加はもとより事業企画
にもぜひご参加ください。
（田中 義之）
総務委員会

総務委員会では各委員会の事業の調整、年度予算案の作成、会計の他、広報活動として
ホームページの運用なども行っています。会員数が少なくなってきておりますが、支部事
業が円滑に行える様頑張っていきたいと思いますので、今後ともご理解ご協力の程よろし
くお願い致します。
会場：神戸市産業振興センター

【25 年度通常総会】

田中支部長挨拶

井上前支部長挨拶
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研修委員会 平成25年度「歴史と環境を学ぶ会」の事業報告
6月22日（土）に毎年恒例の「歴史と環境を学ぶ会」を開催しました。
本年度は、滋賀県の「湖南三山」と「苗村神社」を見学しました。
神戸市役所北側花時計前からバスで出発しました。阪神高速から名神高速に乗り、
午前中に「苗村神社」の見学のでした。今年は渋滞にまき込まれずに順調に移動でき
ました。「苗村神社」では神主さんの楽しいトークで盛り上がり、神社の資料も頂きました。
予定時間より早めに着いていたのですが、見学時間が長くなってしまい、昼食時間が
若干遅くなりました。昼食は「レストラン潮」にて美味しく頂きました。
昼食後は「善水寺」に移動し、平安時代に作られたという秘仏の本尊をはじめ、多々の
重要文化財指定の仏像を拝見しました。
典型的ともいえる、天台密教仏堂の形式をもつ本堂の再建には７年の月日がかかった
とのことでした。また、東側にある「百伝の池」には偉大な霊験があるとされ、最澄上人が
桓武天皇の病気平穏の祈祷を行なった霊水を献上したところ、たちどころに回復した。
この縁によって「岩根山善水寺」の寺号を賜り、上質な水を求める人がたくさん訪れる
ようです。
その後、「常楽寺」にバスで移動し、ご住職からお話しを頂きました。「常楽寺」は奈良
時代中期に栄え、平安から鎌倉期には皇室の帰依を受け降盛したが、火災で全焼した。
同年に再興されたが、昭和の半ばころから無住職時代が続き、寺内は荒れ果てていた
という。現住職さんの職歴の話しも楽しく、大いに盛り上がった。
「常楽寺」見学の後、「長寿寺」見学を行なった。同じ湖南市石部町にあり、「常楽寺」が
西寺と呼ばれているのに対して、「長寿寺」は東寺と呼ばれ親しまれている。本堂は一度
焼失したが、鎌倉時代には復興した。現住職は女性の方で、楽しいお話のあとに、コーヒー
とお茶菓子を頂きました。
最終的に時間に余裕で出来たので、近くの「御上神社」にも参拝して帰路につきました。
最後になりましたが、多くの参加頂いた方々に心から感謝申し上げます。
日時：平成25年6月22日（土） 8：30～19：00
集合：神戸市役所北側花時計前
内容：湖南三山と苗村神社

解散：三宮駅東ラウンドワン前

常楽寺（じょうらくじ） 本堂・三重塔・仏画・仏像・彩色模様及び庭園
長寿寺（ちょうじゅじ） 本堂・絹本著色十六羅漢像・阿弥陀如来坐像・木造釈迦如来坐像他
善水寺（ぜんすいじ） 本堂・本尊の薬師如来をはじめ三十余躯の仏像及び庭園
苗村神社（なむらじんじゃ） 西本殿・東本殿・八幡社本殿・楼門・神輿庫・木造不動明王立像
参加費：会員－5000円 ・ 非会員－6500円
参加人数：会員20名・非会員5名 合計25名
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常楽寺 本堂

長寿寺

常楽寺 三重塔

善水寺 本堂

善水寺

苗村神社

苗村神社前にて集合

元水

善水寺前にて集合
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研修委員会

平成 25 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

平成 25 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 69 名でした。
■
■
■
■

開催日時： 平成 25 年 9 月 2 日（月） 13：30～16：30
開催場所： 兵庫県私学会館 4 階大ホール
参加者： 66 名（会員）、3 名（非会員）
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「都市景観に関する事前協議制度の施行について」13:35～13:50（15 分）
講師：神戸市都市計画総局計画部まちのデザイン室 加藤宏司 様
②「建築物の耐震改修の促進に関する法律の改正について」13:50～14:20（30 分)
講師：神戸市都市計画総局総務部耐震化促進室 矢島利久様
③「老朽家屋対策について」14:20～14:50（30 分）
講師：神戸市都市計画総局建築指導部安全対策課 上田真己様
④「建築行政に関する最近の動向について」15:05～15:35（30 分）
講師：神戸市都市計画総局建築指導部建築安全課 根岸芳之様
⑤「消防法の最近の動向について」15:35～16:20（45 分）
講師：神戸市消防局予防部建築課建築第２係長 黒田恭弘様
■ 共催：（社）兵庫県建築士事務所協会神戸支部
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研修委員会

■平成２５年度「建築士のためのＢＩＭ講習会」事業報告■
■開催日時：平成２５年９月２７日（金） 19：00～21：00
■開催場所：（公社）兵庫県建築士会 神戸支部事務局
■参加者 ：会員１９名 非会員５名 合計２４名
■講 師 ：有限会社アド設計 代表 鈴木 裕二 氏
私たち建築士の設計業務の成果として設計図書を作成します。近
い過去では設計図等の作成を全て手作業で行ってきましたがコ
ンピューターの普及に伴いＰＣソフト、ＣＡＤでの作成へと変化
し、変化の流れはＢＩＭ（ビルディング・インフォメーション・
モデリング）へと大きく移行しようとしています。既に大手ゼネ
コン、設計事務所では採用しているところが相当数ありますがロ
ーカルポピュラーな設計事務所、建設会社等ではＢＩＭに関して
は未だ普及途上でその名称すらなじみのない方々もおられるの
が実態のようです。そこでこの度、ＢＩＭを実際に導入活用中で
通常業務として構造設計業務、ＣＡＤ関連ソフトの開発、関連解
説著書、大学の非常勤講師等多彩な活動をされている講師をまね
きＢＩＭとは何なのか？何が出来るのか？メリット、デメリット
を客観的な視点から講義を行っていただきました。通常この手の
講習会は特定のソフトに偏った主観的な話しになることもし

ば

ばですが複数メーカーのＢＩＭソフトを導入されている講師
の講義は客観的で参考になりました。事前に伺うと講習会参加者
のほとんどの方がＢＩＭという言葉も聞き慣れていらっしゃら
ない様子で初心者向けの今回の講習内容はうってつけであった
と思われます。
ＢＩＭとは一言でいうとコンピューター内の仮想空間で建築
物を３次元で作成してしまうことで作成されたデータは設計業
務の単なる成果物であるＣＡＤデータとは違い様々なシミュレ
ーションを行えること、又設計及び施工を完了したあともファシ
リティマネジメント（ＦＭ）のための様々なツールとして活用で
きる点などから推測すると建築計画において専門的な設計者、工
事施工者などの必要とするＰＣデータ等を超えて経済社会一般
が必要とする共通の活用データとしての位置付けがＣＡＤとＢＩＭの大きな特徴の違いと思いました。とりわけＢＩＭにまつわ
る日本の建築事情はグローバルな視点からみるとどうも後進国の様で、それは伝統ある独特な日本の建築史事情からくる弊害と
もいわれています。講習の中では各社のＢＩＭソフトの普及の現況、シェア率、ＢＩＭソフトの動作等具体的な操作を通じて解
し

説いただきました。

現状をお聞きすし、個人的に感じたのは概ね２０年ぐらい前にＣＡＤが少しずつ普及し始め
た頃の雰囲気に似ているのかな？と感じました。ＣＡＤの普及とＰＣ（パーソナルコンピューター）の演算処理能力、操作性等
は並行して発展してきたように思います。ＣＡＤの場合国内ではフリーソフトの出現で一気に普及してと思われますがＢＩＭの
場合を想像するとそのデータの活用性の見知から業界内の原因より、一般社会（発注者側）からの要望でＢＩＭ移行の流れが加
速するかも知れないと思いました。それは決して長期的な移行の流れではなく中短期的な流れではないかと考えます。
講習後のアンケートでは今回のＢＩＭ関連の講習会について再企画を望む声も数多く聞かれましたのでＢＩＭの普及状況等を
観察しながら次回講習会を企画していきたいと思います。
報告：神戸支部研修委員会 常峰 博文
講義を通してＢＩＭソフトの開発
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研修委員会 建築士のためのビジネスセミナー

兵庫県建築士会神戸支部研修委員会
安水 正
10 月 31 日(木)、11 月 14 日(木)、11 月 28 日(木)の３回にわたり、ホームページ作成の
ビジネスセミナーが行われた。このセミナーは、中小規模の工務店、リフォーム業、設計
業などを営む建築士向けに集客目的のために開催した。普段は、建築の技術、知識を向上
させるセミナーが多い中、今回がこのようなビジネスセミナーを建築士会でやるのは、多
分、初めてであったと思う。特にホームページ作成となると、もう既に時期遅れという意
見もあっただけに集客に不安があったが、目標としていた人数まで若干、達しなかったも
のの、セミナーの内容からいうとちょうど良い人数であったと思う。
内容的には、３回共、３つのグループに班分けされ、今、かかえている問題点とは何か、
どうすれば、自分のホームページに集客できるのか、どしたら、検索エンジンで上位にい
けるのか（SEO 対策）などを講義を含めたワークショップ形式で行われた。
今回の講師は、ホームページ作成でこの道 13 年、350 件以上の作成実績を持つ坪内先生
にお願いをした。とても、解かりやすく、和気藹々とした、いつもの講師からの一方的な
セミナーとは一味違い、とても、楽しく有意義なものであったと思う。アンケート結果を
見ても、非常に好評であり、今後もこのようなビジネスセミナーは続けてもいいのではな
いかと思う。
■タイトル： 建築士のためのビジネスセミナー

「工務店、リフォーム業、設計事務所向け 成功するためのホームページ作成講座」

■日 時： 平成 25 年 10 月 31 日(木)、11 月 14 日(木)、11 月 28 日(木)
いずれも 19:00～21:00
■場 所： 兵庫県建築士会神戸支部事務局
■講 師： 坪内利文氏（ゆうきカンパニー代表）
■内 容： ■１日目 引き合いの来るホームページの理由
●インターネットとは
●引き合いの来るホームページとは

■２日目 見込客をホームページに呼び込む方法
●ＵＳＰ(unique selling proposition の略)について
※ＵＳＰとは、自社（自製品）のみが持つ独特の強みのこと。ユニーク
で顧客に対して売り込みが効く主張、提案が USP であり、他社との差別
化が主張できる強みのこと。
●検索エンジン対策
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・キーワード選定
・検索にかかるタイトル
・検索エンジンの上位に表示される方法
■３日目 ホームページの構成とトップページの基本
●サイトマップ
●引き合いの来る画像とは
●キャッチコピーを考える
■受 講 料： １回につき、会員は、1,000 円。非会員は、1,500 円
■参加人数： １回目：会員 10 名、非会員 1 名、スタッ 6 名 計 17 名
２回目：会員 9 名、非会員 0 名、スタッフ 4 名 計 13 名
３回目：会員 11 名、非会員 0 名、スタッフ 5 名 計 16 名
■収支報告： 別紙の通り
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研修委員会

平成 25 年度

甲南女子大学見学、講演会事業報告

（公社）兵庫県建築士会神戸支部研修委員会
日時： 平成 26 年 1 月 11 日（土） 14：00:～16：30
場所： 甲南女子大学
受講料： 会員 1500 円、会員外 2000 円
参加者：22 名（会員 20 名）
講師：笠原一人 京都工芸繊維大学大学院 工芸科学研究科建築造形学部門 助教
講演内容：村野藤吾の甲南女子大学キャンパスを読み解く
去る平成 26 年 1 月 11 日、建築家村野藤吾の設計による、甲南女子大学の見学及び講演会を行いまし
た。
講演会の講師の先生は京都工芸繊維大学助教の笠原一人先生にお願いしました。笠原先生は村野藤吾
を始めとする近代建築の研究者であり、また京都工芸繊維大学の村野藤吾設計研究会に所属し、村野
藤吾に関する多くの講演や見学会をこなしてきた方です。
今回の講演のテーマは「村野藤吾の甲南女子大学キャンパスを読み解く」とし、講演いただきました。
村野藤吾は数多くの学校建築を手がけておりますが、なかでも甲南女子大学は整然とした配置計画と
女子大らしい品格のある意匠がたいへん特徴的であります。
講演内容は、甲南女子大学のキャンパスを構成する建物郡の意匠を一つひとつ分析し、ポールルドル
フやルイスカーンなどの著名な建築家の作品群との類似を指摘しつつ最終的に村野建築としてのオリ
ジナリティーを獲得する過程などが述べられたいへん興味深いものでした。

見学会は、笠原先生が先導し安部記念図書館と芦原講堂を中心にキャンパス全体の見学を行いました。
安部記念図書館の外観は村野建築には珍しく極めて象徴性の高いシンボリックなデザインであり、ま
た芦原講堂のインド砂岩張りのホール内観は圧巻でした。
約 2 時間あまりの見学、講演会でしたが、厳寒のなか、多くの参加者にご参加いただき、心より感謝
いたします。

10

研修委員会

平成 25 年度第 2 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

平成 25 年度第 2 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。今回は特別に集団規定についての注意点を重点的にお話いただきました。Ｓ
参加者は 69 名でした。
■
■
■
■

開催日時： 平成 26 年 2 月 13 日（木） 13：30～16：30
開催場所： 神戸市勤労会館 多目的ホール
参加者： 67 名（会員）、2 名（非会員）
受講料： 建築士会会員・事務所協会会員は 2500 円、会員外 3000 円

講演内容：
①「建築物の耐震改修の促進に関する法律の改正について」（30 分)
講師：神戸市都市計画総局総務部耐震化促進室 矢島利久様
②「建築物における天井脱落対策について」（30 分)
講師：神戸市都市計画総局建築指導部建築安全課 平井勝彦様
③「設備規定の最近の法令改正他について」（30 分）
講師：神戸市都市計画総局建築指導部建築安全課 平田亮三様
④「建築基準法集団規定の要点について」（50 分）
講師：神戸市都市計画総局建築指導部建築安全課 根岸芳之様
⑤「消防法の最近の動向について」（30 分）
講師：神戸市消防局予防部建築課建築第２係長 黒田恭弘様
■ 共催：（社）兵庫県建築士事務所協会神戸支部
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青年部会 事業報告シート

事業分野
事業名称
開催日時
ふりがな

活動団体名
事業の目的

もの・まち・くらし・その他
兵庫県建築士会神戸支部総会 特別講演会
平成25年4月27日（土） 14：30～16：30

作成日

平成25年5月7日

開催場所

産業振興センター９Ｆ

（しゃ）ひょうごけんけんちくしかい こうべしぶ せいねんぶかい
（社）兵庫県建築士会 神戸支部 青年部会

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、住宅作家として高い評価を受けている若手建築家・堀部安嗣（ほりべ・やすし）氏を招き、年齢層を
問わずに集客し、会員拡大及び活動参加拡大（特に青年層に対して）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。
講師に建築家・堀部安嗣氏を招いて、テーマ「シンプルであること」の特別講演会を行う

主な事業内容
参加者
建築士の関り
今後の検討課題

内訳 青年会員 一般会員
9
56
人数

会員外
75

その他
0

合計
140

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、この事業を行ってきました。
①学生、一般の方への広報活動の方法（書籍・ポスター・mixi・ツイッター等）
②会員拡大、現会員の方の今後の活動参加拡大への広報活動。
③当日のスムーズな進行と事前の段取り。
④講師の先生の出迎えかた等、気持ち良く講演を行って頂く様な配慮。
⑤当日運営人数の確保 運営に関しての補助人員を早期に確保する必要あり。

連携・協力組織等 堀部安嗣建築設計事務所

事業担当(計画)者 佐伯 亮太（青年部会長）
事業担当者連絡先 090-2197-1358
事業担当者Ｅ-mail saeki_sao@ybb.ne.jp

事業責任者 佐伯 亮太 （青年部会長）
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
青年部URL http://www.kobe-kenchikushikai.com/seinen
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青年部会 事業報告シート

事業分野
事業名称
開催日時
ふりがな

活動団体名
事業の目的
主な事業内容
参加者
建築士の関り
今後の検討課題

もの・まち・くらし・その他
「夏休み！木でイスを作ろう！」
平成23年8月10日
10:00～11：30

作成日

平成25年8月26日

開催場所

神戸支部 事務所

（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 せいねんぶかい
（公益社団法人）兵庫県建築士会 神戸支部 青年部会

子供に木の性質を学んでもらい、ものづくりを体験してもらう。
親子で協力して工作してもらうことで、夏休みの楽しい思い出の１つとしてもらう。
・親子で協力してイスを作ってもらう。
・材料はあらかじめ必要寸法に切断して、釘を打つ用の下穴を開けたものを用意する。
・用意した材料を組み、釘で固定することでイスを作る。
・完成したイスにマジックで絵を描いてもらう。
・作品は各自持ち帰ってもらう。

内訳 青年会員 一般会員
3
1
人数

会員外
3

その他
0

合計
7

子供の頃に木に触れ道具を使い自分で使うことのできる作品を仕上げることで、建築の原点でもある「ものづくり」の
楽しさを実感し、建築をより身近なものとして捉えることで建築への興味を深めることができる。
①金槌を使用するので、安全対策を十分に行う。特に子供には注意する。
②当日、どれぐらいの作業ができるのか事前にシュミレーションする必要あり。
③出来栄えが果たして実用に耐えられるものが作れるのか試作しておく必要がある。

連携・協力組織等
当日の様子
説明書を渡して親子で協力して進めてもらい、補助的にサポートを行い完成させていく。
釘を打つところに下穴を開けていたため、子供でも釘を正確に打つ事ができた。
終始、和やかな雰囲気の中で行うことができた。

事業担当(計画)者 山口丈太郎（青年部会・委員）
事業担当者連絡先 090-9116-6530
事業担当者Ｅ-mail jam@j.zaq.jp

事業責任者 佐伯亮太（青年部会・部会長）
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
青年部URL http://www.kobe-kenchikushikai.com/seinen
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青年部会 事業報告シート

事業分野
事業名称
開催日時
ふりがな

活動団体名
事業の目的

もの・まち・くらし・その他
作成日
「土」でつくる建築～版築をまなぼう～
平成25年9月6日（金）
開催場所
19：00～21：00

（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 せいねんぶかい

平成25年9月9日
神戸支部 事務所

（公益社団法人）兵庫県建築士会 神戸支部 青年部会

建築の世界に身近にありながら、最近はなかなか遠い存在になりつつある「土」という素材を研究している講師を迎
えて、あらためて土を通して考える建築、土を通してできる建築と社会とのつながりを知ることを目的とする。
テーマ；『「土」でつくる建築～版築をまなぼう～』 ～土建築へのとりくみ～

主な事業内容
参加者
建築士の関り
今後の検討課題
連携・協力組織等

講 師；畑中久美子 氏

・版築のなりたち、構築の仕方を通して学ぶ
・版築の省エネルギー効果を実験内容から知る
・土、版築がもたらす社会との関わりの広がりを知る
・土建築の事例、種類を知る

内訳 青年会員 一般会員
7
3
人数

会員外
5

その他
1

合計
16

省エネルギー効果も期待される土を使った版築を学ぶことで、昔ながらの建築の素材について再認識し、その素材を
通じて過去の建築、これからの建築について学ぶ機会を得る場所となった。

①版築のミニチュアや模型等の搬入は今回は無かったが、現物を見せていただく場合のその模型等の搬入方法の
検討が必要である。
②「版築」という言葉になじみがない方もおり、参加者の募集方法を検討する必要がある。
③今後の版築のワークショップを行う事業へとつながることが期待されるが、そのワークショップを行う場所の確保が
必要。
畑中久美子デザイン室 http://www.lehmbau.jp/index.html

当日の様子
・講師がパワーポイントを用意してくださり、土に関する基本知識と土建築の種類をまず紹介してくださいました。
その後、版築の事例を日本、海外と様々な場所のものを紹介していただき、また、講師が手掛けた物件のの説明も受けました。
事例をたくさん掲げていただき、分かり易い説明で、質疑も多々交わされ、有意義な時間となったと思います。
講師が青年部会と同じ年代とあって、和やかな雰囲気で対話形式となり、大変よかったと思います。

事業担当(計画)者 小笠原志野（青年部会・委員）
事業担当者連絡先 090-4034-1455
事業担当者Ｅ-mail shino_og_a@hotmail.com

事業責任者 佐伯亮太（青年部会・部会長）
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
青年部URL http://www.kobe-kenchikushikai.com/seinen
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青年部会 事業報告シート

事業分野
事業名称
開催日時
ふりがな

活動団体名
事業の目的

もの・まち・くらし・その他
作成日
平成25年10月15日
住まいのグリーンエクステリアを学ぼう（3）
平成25年10月11日
開催場所
神戸支部 事務所
19：00～21：00

(こうえきしゃだんほうじん）ひょうごけｎけんちくしかい こうべしぶ せいねんぶかい
（公益社団法人）兵庫県建築士会 神戸支部 青年部会

前回、前々回、好評でしたグリーンエクステリアセミナー第三弾。
庭と建物それぞれが引き立て合う庭づくりのポイントを、実際に庭造り、教育に携わっておられる経験等をもとに解説
頂き理解を深めることを目的とする。

テーマ；『住まいのグリーンエクステリアを学ぼう（3）』

主な事業内容
参加者
建築士の関り
今後の検討課題

講 師；藤山宏 氏

・樹木緑化の基礎を学ぶ
・緑化による省エネルギーの効果を実例から学ぶ
・緑化の事例、方法を知る

内訳 青年会員 一般会員
7
0
人数

会員外
3

その他
0

合計
10

エクステリアに対する様々な外部環境が変るなか、建築空間として又、街並みの一部としての緑豊かな空間を創り出
すことが求められています。エクステリアに対するスキルアップを図る機会となった。

①士会員への周知方法（集客方法の検討）について、募集方法・メーリングでの口コミ等を含め検討する必要があ
る。 ②実務に必要なスキルを交えての展開を充実させることが必要。（庭・庭園の設計等のレクチャー）

連携・協力組織等
当日の様子
・参考事例写真をもとに緑化の紹介をいただきました。

事業担当(計画)者 上野和彦（青年部会・副部会長）
事業担当者連絡先 090-5049-2991
事業担当者Ｅ-mail k_ueno@kuroda-sekkeijp

事業責任者 佐伯亮太（青年部会・部会長）
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
青年部URL http://www.kobe-kenchikushikai.com/seinen
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青年部会 事業報告シート

事業分野
事業名称
開催日時
ふりがな

活動団体名
事業の目的

もの・まち・くらし・その他
作成日
平成25年11月16日
造形作家との対話 ー自然素材（石）と工業製品を題材にしてー
平成25年11月15日（金）
開催場所 神戸支部事務所
19：00～21：00

（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 せいねんぶかい
（公益社団法人）兵庫県建築士会 神戸支部 青年部会

閉鎖的になりがちな建築業界において、現代美術という異なる分野で活動されている造形作家の藤岡智紀氏をお招
きし、自然素材である石や工業製品の鉄を使った作品について、建築の中に取り入れられたものを中心にお話を伺
う。その後に参加者の方からの質問や感想を発表し、藤岡氏とディスカッションを行うことによって、建築と美術との新
しい関係や自然素材と工業製品のあり方について知見を得ることを目的とする。

テーマ；『自然素材（石）と工業製品を題材にしてー』

主な事業内容
参加者

講 師；藤岡智紀 氏

・実際に使用されている道具を見せていただきながら、石の加工方法について学ぶ。
・実物を縮小した石の作品に触れ、その後写真や映像によってコンセプトを学ぶ。
・最新作である鉄の廃材を利用した作品と東日本大震災の被災地での活動、建築家と造形作家の協働について伺
う。

内訳 青年会員 一般会員
7
2
人数

会員外
4

その他
4

合計
17

建築士の関り

石の加工方法や使用例について、造形作家という建築と異なる立場の講師から話を伺うことで、新しい知見を得るこ
とができた。実際に加工する道具や作品に直に触れることで、体感的に石という素材を身近に感じられるようになっ
た。
石を使った建築の歴史をおさらいすることによって、古代から現代までの石の使われ方を見直すことができた。

今後の検討課題

最終口コミによる集客によってある程度参加者を確保できたが、一般参加者の割合がまだ少ないので、告知方法を
検討する必要がある。
今回は実現できなかったが、同じテーマで実際に採掘場で石を割るところを見せていただく見学会を開催したい。

連携・協力組織等

造形作家 藤岡智紀氏

当日の様子
・実際に使われている道具や作品を直に触れながら、石という自然素材の特性、鉄などの工業製品との相性について説明していただきました。
作品のコンセプトだけではなく、建築家と造形作家の関係性、復興支援の事例についてもご紹介をいただきました。
学生も４名参加し、質疑回答でも活発なやり取りがありました。

事業担当(計画)者
事業担当者連絡先
事業担当者Ｅ-mail

中村重陽(青年部会・委員）
090-2853-5866
shig@n-axa.com

事業責任者 佐伯亮太（青年部会・部会長）
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
青年部URL http://www.kobe-kenchikushikai.com/seinen
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青年部会 事業報告シート

事業分野
事業名称
開催日時
ふりがな

活動団体名
事業の目的
主な事業内容
参加者
建築士の関り

もの・まち・くらし・その他
作成日
平成25年12月10日
ビジネスに役立つ クレームの対処方法と好感のもたれる対応セミナー
平成25年12月6日（金） 19：00～20：30
開催場所 神戸支部 事務所

（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 せいねんぶかい
（公益社団法人）兵庫県建築士会 神戸支部 青年部会

建築にかかわる様々な業種がありますが、どの業種にもクレームはつきものです。
そんなときどんな対処をするのがよいのか、どのように対応すると好感が
もたれるのかを知っておくと様々なビジネスシーンで役に立つのではないで
しょうか。公官庁の式典や、イベント司会をされているHappy-MCの代表
高山かずえ氏が笑えるエピソード満載で、すぐに実践したいクレーム対応術を学ぶことを目的とする

テーマ；『ビジネスに役立つ クレームの対処方法と好感のもたれる対応セミナー』
講 師；高山かずえ 氏
クレーム対応に特化したセミナーを行う。

内訳 青年会員 一般会員
5
3
人数

建築士としてクレーム対応のスキルの向上を図る

会員外
6

その他
1

合計
15

広報活動の方法

今後の検討課題
連携・協力組織等
当日の様子

事業担当(計画)者 奥田 智恵子（青年副部会長）
事業責任者 佐伯亮太（青年部会・部会長）
事業担当者連絡先 090-7881-6178
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
事業担当者Ｅ-mail chiekosyou@wabusuki-arc,jp 青年部URL http://www.kobe-kenchikushikai.com/seinen
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すまいスクール委員会

神戸市すまいの安心支援センター（すまいるネット）委託事業 夏休み親子セミナー
“驚き・発見！ねん土でつくろう夢の家“

■日

時：平成 25 年 8 月 3 日（土）13：30～17：00

■会

場：神戸市埋蔵文化財センター3 階研修室

■参加者：神戸市内の小学生 27 名とその家族

毎年夏休みの恒例となったこのセミナーですが、今年は
27 名の小学生とその家族が参加されました。

広い研修室

なのですが、椅子と椅子の間を通るのがやっとというぐらい
人が集まってくださり、うれしい悲鳴でした。

第 1 部は、埋蔵文化財センターの学芸員さんや当委員会
のメンバーによる、大昔の住宅・現在の日本では考えられな
い材料で造られた世界の住宅・シロアリや蜂の家などの事
例紹介があり、メモを取ったりデジカメで写したり、特にクイ
ズを交えての話では、手をあげて大声で答えるなど元気い
っぱいの子供たちでした。
休憩時間は、形状の違う梁におもりを載せてみる実験、
免震効果をためす実験をしてみたり、階下の埋蔵文化財展
示室を見に行く人もいました。

続く第 2 部はお待ちかねの粘土の家づくりに挑戦の時間。

茶色の埴輪粘土や白い紙粘土をベースに、

木の枝・松ぼっくり・貝殻・・・・・を使って家族一丸となっての作業です。

どんな家にするかなかなか決まら

ない子供たちもいましたが、なんとか時間内には皆さんの前で紹介できる形になりました。

古代人が着て

いた貫頭衣を着て、作品を手に、達成感いっぱいの笑顔で記念撮影をしたものを、博士認定証に貼っても
らってとてもうれしそう。

親子の共同作業で夏休みのいい思い出になったのではないでしょうか。（KT 記）
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すまいスクール委員会
《建築士と考える住まいスクール》

神戸山の手の教会・寺院建築をめぐる
建築たうんウォッチング

まち歩きを通して建築士と交流しながら建築への理解を深めていただくことを目的とした建築たう
んウォッチング。今回は、平成 24 年 3 月の「北野異人館街」にある個性豊かな世界の教会・寺院めぐ
りの続編として、県庁周辺から平野、大倉山にかけて点在する教会・寺院建築を中心にまち歩きをしま
した。
開 催 日 ： 平成 25 年 10 月 26 日（土）

開 催 場 所 ： 13：00

17：00

数日前から台風の影響が危ぶまれ、スタッフ一同ヤキモキしましたが、夜中の間に雨も止み、朝には
お日様が顔を出し、少々肌寒いものの絶好のウォッチング日和となりました。兵庫県公館に集合して、
まずは神戸聖ミカエル大聖堂を目指しました。
神戸聖ミカエル大聖堂は、コンクリート打ち放しのフレームの中にはめ込まれた煉瓦タイルと、外
壁を這う蔦の緑のコントラストが美しい日本聖公会の教会です。内部は正面の十字架と荊の冠、
洗礼室のステンドグラスが印象的でした。教会の概要や系列の松陰女子学院のかつての講堂の鉄骨をこ
の教会に利用しているなどのお話を、畳敷きの椅子に座って聞かせていただき、パイプオルガンも弾か
せていただきました。

本基督教団神戸教会は、西日本最古のプロテスタント派教会です。現在の会堂は昭和 7 年に建て
日られたもので、すっかり街の顔となっています。丁度外壁の化粧直しが終わったばかりで、スク
ッと立つ尖塔を持つ会堂は堂々としたたたづまいです。内部は、天井の優しい曲面と側壁のステンドグ
ラス入り丸窓が印象的で、ゆったり落ち着いた気分になります。昔の写真を見せていただきながら、教
会の生い立ちなどを聞かせていただきました。

19

神戸で日本に帰化した小泉八雲の旧居跡の碑や、中華同文学校の横を進むと、赤白黄の目立つ建物が
見えてきました。関帝廟です。
、天妃聖母（俗に媽祖）、十一面観音が祀られて
関帝廟には関帝（三国志に登場する蜀の武将関羽）
いて、華僑の人々の信仰を集めています。本堂は戦災と昭和 52 年の火災で焼失し、建て直されま
したが、屋根の上で玉をつかんで睨み合っている双龍など、随所にほどこされている中国風意匠が目を
引き、建物も像もその色彩の鮮やかさと装飾の細かさに、参加者一同びっくりされていました。

を って訪れたのは、奥平野浄水場の中の大正 6 年築の旧急速濾過場上屋(現在水の科学博物館)。
影 と白っぽい化粧煉瓦の外壁で、まるで教会かヨーロッパの宮殿のような建物で、単純な平
面なのに ここまで複雑な外観に出来たものと驚かされます。当時の神戸市の公共事業への力の入れ
方がうかがわれる建物でした。
坂 上
御 石
よく

急

は
派の禅寺で、厳しい修行専門道場として有名です。急な坂を上ったと
ころから、さらに石段を上って行かなければいけなくて、息は切れるし、足も限界。しかし、た
どり着いてみると、白砂が掃き清められた静寂な境内と、そこからの眺めはすばらしく、こんな所が神
戸にあったのか、来てよかったという声が聞こえました。また、玄関からは建物の向こう側の庭が見通
せ、庭に面した部屋の畳が西日を浴びた庭木の葉の色の反射で緑色に輝いていました。丁度夕食の支度
中で、台所を覗くと昔ながらの“かまど”が並んでいましたが、なんとガスコンロがセットされていて
お湯を沸かしている最中でした。
門山祥福寺 臨済宗妙心寺

天
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から一気に坂道を下り、大倉山が見えてきたところを少し西へ入ると、丸い塔が屋根にチョン
と載っている可愛い教会が見えてきました。
戸昇天教会は、最初に訪ねた聖ミカエル教会から独立した教会で、焼失した最初の聖ミカエル教
神会堂をモデルに、聖公会を神戸に伝えた宣教師フォス師の監修のもと、日本人大工が建てた築 100
年を超える神戸で最も古い教会堂です。きちんとメンテナンスされているので、そんなに古いものとは
言われないと気づかないほどです。木造のトラス構造が現しになっていて天井が天に向かい、祈りの場
としての雰囲気を盛り上げています。会堂が東を向いているのは、遠回りではあるが、東のエルサレム
に向かってお祈りするため など、ここでも貴重なお話をいただくことができました。
祥福寺

文公銅像台座は、大倉山に残る武田五一作のものです。
伊明治の政商大倉喜八郎が、暗殺された伊藤博文の功績顕彰の場として、所有していた土地・建物
を神戸市に寄贈し、寄付金によって明治 44 年伊藤博文公銅像ができたのですが、第二次世界大戦中に
銅像は金属供出され、台座だけが残ったというイワクつきの建造物です。
藤博

かつて銅像があった時の写真

館で解散しましたが、今回の行程はアップダウンが激しく、万歩計で 2 万歩超の表示が
大出たとのこと。参加者の最高齢は 83 歳。他にも 80 代や 70 代後半の方も元気に歩かれ、普段か
ら運動不足のスタッフは脱帽です。
最後にアンケートをお願いしましたが、参加の理由として、普段行くことがないところを訪ねるから
というのに並んで、建築士の解説付きだからという回答をいただきました。来年も参加したいという声
も多く寄せられました。ご参加の皆様ありがとうございました。 （Ｋ．Ｔ記）
倉山図書
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すまいスクール委員会
舞子の名建築に学ぶ住まいの庭

「永く住み続けられる住まいづくり」に活かすヒント発見

建築の楽しい世界の一端に触れていただく機会として、街中の優れた建築物に身を置き、市民と建築士が共
に見て、学び、語る、体験型けんちく教室。今回は、舞子公園内に建つ「旧木下家住宅」を会場にして、「住
まいの庭」をテーマに、戦前の名邸見学とそこでの生活体験を通して〈わが家の愛着づくり〉に活かしていた
だく、気軽に参加できる事業として実施した。
開 催 日： 平成２５年１１月１６日（土）
会 場： 国登録有形文化財 旧木下家住宅（神戸市垂水区東舞子町）
参 加 者： 一般市民 11 名（内子供 1 名）
講 師： 杉田美子（旧木下家住宅館長）、木山正典（すまいスクール委員）
スタッフ： 兵庫県建築士会神戸支部すまいスクール委員会 6 名
当日の内容
１．旧木下家住宅のお話と見学
庭を望む座敷で、杉田館長から１．建物の変遷や見所 ２．昭和初期
の良質な数寄屋造和風住宅の構えを庭も含めほぼ完全に残す希少性から
国の有形文化財に登録された経緯についてお話をいただいた。あわせて、
かつての持ち主から聞き採ったこの住宅に寄せる家族の想いや愛着など
が紹介され、住み手の貴重な声を伺うこともできた。
建物見学では、館長直々のガイドで各室を見て回った。茶室の見学で
は、特別に中庭から躙り口（にじりぐち）を使って入室させていただき、
普段できない生活体験と、ていねいな館長の案内に皆さん熱心に耳を傾
けていた。庭園では、たまたまその場に居あわせた地元のボランティア
ガイドさんから、庭の植栽と主屋についてのミニガイドをいただくこと
となり、この住宅の理解も一層深まり、充実した見学タイムを持つこと
ができた。
２．「住まいの庭」についてのスライド講義
委員会スタッフ木山による「庭のいろんな楽しみ方や手入れなど、我
家の愛着づくりのヒントをみつけよう！」と題したミニ講義では、襖を
スクリーンにして、国内外の有名建築等に見る庭の楽しみ方や、開口と
庭木の見え方、植栽の剪定・時期・手入れなど興味深い多くの事例の紹介
がされた。「庭も住まいと同様に大事に育てることが我家の愛着につなが
る」とのまとめに皆さんも頷かれていた。
３． 「庭に託す夢や想い」を発表

スライドを見た後、４班に分かれてワークショップ形式で「住まいの
庭」について参加者に思い思いに話をいただいた。その後、座敷に集ま
って暖かいお茶とお菓子をいただきながら、ここでの体験をもとに「み
なさんの庭に託す夢や想いを真剣に語ろう」と、班ごとに参加者の声を
紹介し合い、それぞれ拍手喝采だった。その中で、母親と一緒に参加し
た小学生が、大人に劣らずしっかりと自己主張する声に皆さん感心しき
りの場面もあり、終始和やかで活発な意見交換に時間を惜しみながら会
を終了し、参加者アンケートでは「実際に参加してみてとてもよかった」
との声を多く聞くことができた。
参加者がもう少し多ければという反省点もあったが、想定外の子供や
ボランティアの参加による盛り上がり、会場提供者の目に見えない多く
の協力などに支えられ、スタッフにとっても充実した 1 日となった。
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企画委員会 事業報告シート

事業分野

もの・まち・くらし・その他

作成日

事業名称

この指とまれ「スポーツシリーズ 第1弾 6時間リレーマラソン」

開催日時
ふりがな

平成２５年８月３日土曜日
開催場所
（しゃ）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
事業の目的

主な事業内容

平成25年8月22日
総合運動公園

（社）兵庫県建築士会 神戸支部 企画委員会

参加型事業計画の推進：6時間リレーマラソンを通して、同じ目的のもと、共に苦しみを感じ汗を流すこ
とで絆を深める。真夏にタスキをリレーしながら次につなげる達成感を味わう。それまでの事前練習に
より、チームワークの構築に努める。
「水のくに広場」とユニバー記念競技場を折り返し、一周約2ｋｍのコースをタスキリレーにより、何周で
きるかを競う競技であった。中学生の部活や社会人チームの参加者も多数おられレベルの高い戦いで
あった。また、スタート時12時は主催者発表で、現地の気温が40度を超えており、想定通り、暑さとの戦
いでもあった。
チーム「この指とまれ」は男女4名づつとなり、普段走っていない人が大半であったが、予想以上のがん
ばりで完走することが出来た。参加者全員が楽しかったと充実感を口にしており、今後に続くと思われ
る
この指とまれの参加者である中島健太郎さんが一人で
6時間を走りきった。最後は中島コールで迎え入れられ感動的なゴールとなった。
結果
リレーマラソン
7位 ／ 17チーム
中島氏
11位 ／ 32人中

56,000 参加費7,000円＊8（Ｔシャツ別途）
事業収支
56,000 参加料7,000円＊8人
支出
±0 (備考)
計
内訳 企画委員 一般会員
非会員
合計
参加者
人数
1
1
7
9
参加者
団体：撫養 川端 法貴 小笠原 根岸 大山 服部 荒川 単独 中島
大きなけが人も無く完走できたことが良かった
今回の企画を振り返って 走らない人も応援に来て下さり、事前の準備も全員が手伝ってくれる素晴らしいチームになった
今度の24時間マラソンでもみんな力を合わせて頑張る
検討事項
収入

連携・協力組織等 主管：兵庫県トライアスロン実行委員会

事業担当(計画)者 中島 撫養 荒川
事業担当者連絡先 090-8531-3556
事業担当者Ｅ-mail info@alacasa.jp

事業責任者 神戸市中央区古湊通1-2-12古湊
戎 副支部長
ﾋﾞﾙ2F
神戸支部所在地
連絡先
078-599-6915
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企画委員会 事業報告シート

事業分野

もの・まち・くらし・その他

作成日

事業名称

この指とまれ「日本の文化にふれようシリーズ 第１弾 詩吟」

開催日時
ふりがな

平成２５年８月７日水曜日
開催場所
（しゃ）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
事業の目的

主な事業内容

平成25年8月22日
西垂水会館

（社）兵庫県建築士会 神戸支部 企画委員会

参加型事業計画の推進：この指とまれ参加者の方々からの意見を基に進める事業であり、みんなで創
る新しい建築士会のスタイルになればと考えます。また、建築に携わる人たちにとって、日本の文化を
知ることは重要と考え、普段経験しにくい、詩吟を体感しようという企画である
詩吟
①詩吟に付いてのレクチャーを受ける
②実演を交えながら 実際に詩吟に参加
④男性人は「武田節」を唄う
⑤女性人は「白鷺の城」を唄う
⑥先生方による 詩吟を聞かせて頂く

21,000 1,500円＊14人
事業収支
15,020 会場費8,000円 飲み物代 1,770円 手土産代5,250円
支出
5,980
計
内訳 企画委員 一般会員 非会員 詩吟の会
合計
参加者
7
人数
4
3
10
23
当初の予想以上に先生方がフレンドリーに接して頂き、わかりやすい説明と参加型の勉強会だったの
今回の企画を振り返って で、参加者みなんさんが楽しかったと受講後言って下さった。また、後日、詩吟の会の皆さんも楽しかっ
たと言って下さっていたと聞き、第一回日本の文化に触れるシリーズは無事成功となった。
次につながる事業計画を考える 日本の文化にふれるシリーズ続編検討
参加時間に遅れる人が多すぎる
検討事項
収入

連携・協力組織等

紫洲流日本明吟会の方々
写真②

写真①

事業担当(計画)者 根岸 野口 荒川
事業担当者連絡先 090-8531-3556
事業担当者Ｅ-mail info@alacasa.jp

事業責任者 戎 副支部長
神戸支部所在地 神戸市中央区古湊通1-2-12古湊ﾋﾞﾙ2F
連絡先
078-599-6915
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企画委員会

第 1 回セラピスト（理学療法士・作業療法士）編
第 2 回ケアマネジャー（介護支援専門員）編

2013 スキルアップセミナー

福祉関連職と考える住宅改修プラン

去る平成 25 年 9 月 14 日と 10 月 5 日に、スキルアップセミナー “福祉関連職と考える住宅改修プラン”
を行いました。
まず 9 月 14 日の第 1 回セラピスト（理学療法士・作業療法士）編について
講義は、前半に福祉と建築を取り巻く状況としての関連法規や助成制度、住宅改修の際のプランの進め方
等を委員が行い、後半は、セラピスト（理学療法士、作業療法士）の業務内容、住宅改修の訪問調査の話を
作業療法士である塗田一男氏にしていただきました．
改修プラン作成ワークショップでは、6 グループに分かれ，対象者の疾病をグループ毎に違った設定とし、
住宅改修プランを作成してもらいました。（住宅の間取り、家族構成は同じ）
各グループの構成は、セラピスト 1 名+建築士 3 4 名。
疾病は、グループ 1：腰部圧迫骨折、グループ２：変形性左股関節症、グループ 3：脳梗塞右半身麻痺、
グループ 4：脳梗塞左半身麻痺、グループ 5：関節リウマチ、グループ 6：変形性右膝関節症。
建築士がセラピストより聞き取り、展示してあるトイレブースや浴室ブースで動作確認をしながらプラン
ニング。．セラピストから疾病内容やそれによって考えられる身体状況を聞き取り、それを反映させた住宅
改修計画とすることを目的として行っていただきました．
1 時間半という限られた時間でしたが、ほぼ時間とおりにプランは完成し、一見似通った内容ながら、それ
ぞれの疾病に対応した工夫が取り入れられており、この共同作業の面白さを実感しました．

続いて第２回
講義は、前半にケアマネジャーの業務内容等の話を平山香緒利氏（まいらいふ介護支援センター）にして
いただき、続いて制度とケアマネジャーとの関わり、制度の利用パターンの説明を委員が行いました。
改修プラン作成ワークショップは、全介助が必要な車いす利用者が、段差のある家屋から出入りする為の
プランを作成してもらいました。
身体状況や家屋の設定は同一。各グループの構成は，
ケアマネジャー1 2 名+建築士 2 3 名。
福祉用具と改修工事の選択、助成金の使い方を考慮
しながらのプランニングとなる為，概算見積も必要と
なり、1 時間半では困難かと思われましたが，どのグル
ープもほぼ時間通りに完成させることができました．
今回は、グループそれぞれ違った視点からのプラン
となっており、各分野の専門家の英知を結集すれば、
一見困難と思われることもクリアできる方法が見いだ
せることを再認識できました。
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最後に、セミナー当日にお手伝いいただきました方々、福祉用具等展示にご協力いただきました，ポート・
リハビリ株式会社、株式会社高城に感謝を申し上げます。
： 第 1 回平成 25 年 9 月 14 日（土） 13：15:～16：30
所： 兵庫県民会館 10 階 福の間
場
受 講 料： 1000 円
参 加 者： 第 1 回 16 名、第 2 回 24 名 計 40 名
講
師： 第 1 回 塗田一男氏（神戸リハビリテーション病院作業療法士）
第 2 回 平山 香緒里氏（まいらいふ介護支援センター）

日

時
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企画委員会 事業報告シート

事業分野

もの・まち・くらし・その他

作成日

平成25年9月18日

事業名称

この指とまれ「スポーツシリーズ 第2弾 24時間リレーマラソン」

開催日時
ふりがな

平成２５年9月14日 土曜日～15日 日曜日 開催場所
三木総合防災公園
（しゃ）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

（社）兵庫県建築士会 神戸支部 企画委員会

参加型事業計画の推進：24時間リレーマラソンを通して、同じ目的のもと、共に苦しみを感じ汗を流すこ
とで絆を深める。真夏にタスキをリレーしながら次につなげる達成感を味わう。それまでの事前練習に
より、チームワークの構築に努める。
陸上競技場内からスタートし、防災公園内の野球場、テニスコートの横を駆け抜け、競技場に戻ってく
る一周約2.2ｋｍのコースをタスキリレーにより、何周できるかを競う競技でした。
参加者全員がケガ無く24時間を完走することが出来た。本当に辛く、苦しい時間帯もありましたが、み
んなが互いを思いやり乗り切ることが出来ました。
全員がこれまでに一日中走った経験が無く、おまけに、台風の影響で大雨でした。また、他のチームは
14人での参加でしたが私たちは14日はほぼ7人での戦となったため、かなりハードでした。しかし、お好
主な事業内容 み焼き、ラーメン、アイスクリーム、果物、和菓子、朝マック、ドーナツと多くの差し入れを受け、エネル
ギー補給は充分すぎるほどできました。応援をしてくださった方々には心より感謝申し上げます。
結果は第三位 トータルで1000名弱の参加者のいる大会中で、私たちが参加した24時間マラソン（７か
ら１４人）のカテゴリーに該当するチームは７チームでした。3位入賞が当初の夢でした。しかし、参加メ
ンバーの走力と昨年までの結果を考慮すると実現が厳しいと思っておりましたが、本当に誰もが出来る
限りの走りを行い得られた結果です。表彰式は雨天の為パソコンが故障し中止
合計131周 合計走行距離 ２８８．２ｋｍ 平均4分59秒/ｋｍ
108,000円 参加費12,000円＊9
収入
参加料9,000円＊9人 当日飲食代1,000円*9人 Ｔシャツ2,000円*9人 （そ
事業収支
108,000円 の他の参加料振込代、大半の飲食代、Ｔｼｬﾂﾃﾞｻﾞｲﾝ代、のぼり、等々は出せ
支出
る人が負担）
±0 (備考)
計
内訳 企画委員 一般会員
非会員
合計
参加者
人数
2
3
4
9
参加者
ランナー：撫養 川端 中島 渋谷 小笠原 大山 山口 野口 荒川 計9名
当初は体力増強の一環としてスタートしましたが、終了後は達成感、充実感、そして深い絆が出来た
建築士会にとって 事に参加した大きな意義があったように思います
今回のように、一つのスポーツを通じて人が集まる事の意義を考え、チャンネルを増やしていくと会員
拡大にもつながっていくと思います
検討事項
しかし、当事業等は建築士会として参加するメリットが全くないので、それらが今後の検討課題である
連携・協力組織等 主管：兵庫県トライアスロン実行委員会
当日スケジュール
9月14日
9：00 選手受付 ブース設営
11：00 開会式 競技説明会
12：00 競技開始
9月15日
12：00 競技終了
表彰式が中止
その後の打ち上げもびしょ濡れの
為、延期
事業担当(計画)者 野口、撫養、中島、荒川
事業責任者 戎 副支部長
事業担当者連絡先 090-3722-1514
神戸支部所在地 神戸市中央区古湊通1-2-12古湊ﾋﾞﾙ2F
事業担当者Ｅ-mail noguchi525@yahoo.co.jp
連絡先
078-599-6915
事業の目的
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兵庫県建築士会 神戸支部 企画員会
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参加者
日程
旅費
ホテル

：
：
：
：

荒川、撫養、中島、野口、伊藤、山口
2013年9月18日～23日 （4泊6日）
1
215,900円
ホリディ ・ イン ヘルシンキ シティ ウエスト

4
3
2

2
1

5

中央駅

2

4

3
1

3

ホテル
5

1

19日 ①ｱｱﾙﾄ自邸、②ｱｱﾙﾄｱﾄﾘｴ、③ｴｺ住宅、④ｳﾞｨｰｷ教会、⑤SAUNA
20日 ①NIKARI（ﾌｨｽｶﾙｽ村）、②ｱﾗﾋﾞｱ、③ｶﾝﾋﾟ礼拝堂
21日
22日 ①ｽｵﾒﾝﾘﾝﾅ島

①ﾊﾋﾞﾀﾚ、②ﾃﾝﾍﾟﾘｵ・ｱｳｷｵ教会、③ｳｽﾍﾟﾝｽｷｰ教会、④ﾍﾙｼﾝｷ大聖堂、⑤かもめ食堂

29

担当：荒川
１８日 7:45 集合
（水）
8:45 関空

神戸ベイシャトル 海上アクセスターミナル 時間通りにみんな集合 さあ、出発です
関空 フィンランド航空 カウンター前で伊藤さんも合流 全員が揃ったので、チェックイン

関空内
10:45
14:50 ﾍﾙｼﾝｷ空港

乗った飛行機

関空発 出発前からなんだかんだと怒られ続け、前途多難な旅が始まった
ヘルシンキ着 予定より10分程早く到着
空港バスにて移動、到着するや否や大雨、野口さんは傘をスーツケースに入れていて、びしょびしょ！
ヘルシンキ中央駅から雨の為、タクシーでホテルまで移動

傘出すところ
17:00 ホテル
17:30 散策
18:30 夕食

ホテルチェックイン 思った以上にきれいなホテル その上、シングルームがツインでとってくれていた
夕飯を兼ねて、近隣散策 コモンという日本人が経営のお店に行き情報収集
コモンの中村さんお奨めの「シーホース」にて初めてのフィンランド料理に舌鼓
あまり美味しくないと聞いていたフィンランド料理が全部美味しかった。シャンパン飲んで気分はノリノリ

オイ オイケン ヒュバー
10:00 就寝

シーホース

長ーい一日目が終了 （日本時間ではａｍ4時ですからねー）
各自就寝 時差ボケで早朝に目覚める人が続出
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担当：荒川
１９日 6:10 ジョギング
（木）

第一回ジョギング 海辺のジョギングコースをホテルのカウンターで教えてもっていざ出陣
ちょっと道に迷いましたが、本当に気持ちいの良いジョギングでした
記念撮影をしようとしてお願いしたら無視されて山口さんがっかり
ガソリンスタンドに併設されたＣＡＦＥで朝食 お腹がすいていたので、最高です
シャワーを浴びて、身支度をして

7:15 朝食

5人でジョギング

朝食

建物

8:20 見学ﾂｱｰ開始 チャーターしていた車にピックアップしてもらってこれから
見学の始まりです
イスオミの日本人通
さんの 内で ります
8:40 アアルト自
アアルト自 見学
たちだけの為に開 してくれ、 っくり見学ができました
アアルトが んで った
に を ろしてみるとここでしか味 えないアアルトの気持ちが かった
そして、
にも
とアアルトは
身長だったため、
目 になれた気がした。。。

邸

ﾄ ﾄﾘｴ

10:00 ｱｱﾙ ｱ

11:30

マ

訳 石塚 案 周
邸 私
放
好 座 場所 腰 下
偶然 荒川
同じ

邸

アアルト自
アアルトアトリ 見学

エ

ゆ

わ
同じ 線

わ

現在はアアルト財団が使用しており、以前の状態を常にキープされていました

アアルトアトリエ
ｴｺ住宅・昼食 環境に優しい建物 個人邸を見学させてもらい
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美味しいフィンランド

13:30

14:00

家庭料理 サーモンスープをいただいた

これがまた最高に美味しかった

児童館

フィンランド人が住む普通の家をそのまま拝見 いい体験が出来ました
周辺の住宅や公園、小学校などを見ながら移動
子供たちが自由に集まれる児童館のような施設を見学しました。

公民館

共働きの多いフィンランドの家庭に配慮して整備されている施設でとても充実し清潔感のある建物でした
次は公民館を見学、最近できたそうで、外部は閉鎖的ですが中に入ると明るく開放的です

住宅街周辺には様々なコミュニケーションスペースが有り、少額で利用出来るしすてむとなっていました
舞台のあるホールや音楽室も有り、これらが手軽に利用できるとは羨ましい限りです
社会保障の充実した国、教育や医療だけではなく生活の豊かさを体感しました。

会

15:00 教

ヴィーキ教会を視察 木造の雄大なお御堂は圧巻であった

外観 屋根材 使 板材 張 巡
案

翌

ニ

家具 数使用されていた
数紹介

また、
には
で う
を り らし、内部では 日見学に行く「 カリ」の
が多
16:30 見学ﾂｱｰ終了 ホテルに到着
内をしてくれた日本人スッタフ
さんがお奨めス ットを多
してくれた
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石塚

ポ

17:00

サウナ

9 図書館

1 :00

20:15 夕食

急いで海沿いにあるサウナへ移動 「全員初体験である」 とんでもなく熱いサウナで我慢比べをした後は
気温１０℃を下回る極寒の海にドボーン！
心臓麻痺になりそうになりながら、フィンランド人はこれが健康の為だと言って
何度も繰り返していたので、私たちも郷に入れば郷に従い頑張りました。

SAUNA
サウナを後にし夕食前にアアルトがデザインしたアカデミア書店＆カフェ
建築図書も多くそろっているので各々しばし読書タイム

ヴ

・

アアルトを見学

造作にトラクターや農耕機械が置かれたユニークなレストランで夕食

「ラ ィントラ ツェトル」という無

肉 苦手気味。。。

もちろんフィンランド料理！でも、ちょっとみんなトナカイの は

22:00 就寝

地下鉄に乗ってホテルへみんな へとへとになってバタンキューのはずが、若干名まだまだ、時差ボケ。。。
濃厚な一日お疲れ様でした
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この日ようやく3泊旅行が実は4泊することに気が付いた撫養がレポートします。
21日
（土）

6:00 ホテル
9:00 ハビタレ

3日目の朝早ランニングのためロビーへ集合
1日目は5人、2日目は4人、この日は荒川さん御寝坊・・
中島キャプテンと2人っきりのランニング、少し離れたトーロ湾まで往復9キロのラブラン
ホテル前で荒川さんにバッタリ、朝食を買いに行くということなのでお願する
デザイン展がヘルシンキで数か所、行われてその中でも最大級のＨabitareへ
前々日に見学させて頂いたＮＩＫＡＲＩの家具も展示されてると聞いていたがＮＩＫＡＲＩ違い・・残念
家具・寝具・カメラ・アート等最先端のデザインを見れて勉強になる。
中でも石を使った蓄熱暖房機具が素敵で今後、住宅でお薦めしたいと思う。

ハビタレ
蓄熱暖房器具
11:00 ﾃﾝﾍﾟﾘｵ・ｱｳｷｵ教会 テンペリアウキオ教会に見学（前日見学できずリベンジ）
岩を切り抜いた壁から生えてきたような
テンペリ・アウキオ教会
ＲＣの横架材に銅板の天井材が円状に貼ってる
今まで見た教会とは別物でした
12:00 キアズマ
ヘルシンキの国立現代美術館キアズマへ見学
出展があまり興味がないのと、お腹がすいてるのとで建物見学のみ
ゆったりと湾曲したホールが特徴の階段下にメートル表示があり身長も
計れる、遊び心もあった

国立現代美術館キアズマ
マーケット広場でお待ちかねの昼食
各自好きな品を選んでテーブルへ集合
みなさんは鮭のムニエルのポテト添え、おいしそう。
ぼくはなぜかそば飯風料理、日本語とジャマイカ語しかできないので
買い物をすると変なものや、欲しいものも大量に出てくる・・英語勉強しよと思う
山口さん英語の出来るはずやのにブルーベリーと野イチゴの昼食・・
４日目にして初めての晴天、広場からは海と世界遺産のスオメンリナ島が見える。ビールも入って最高
13:30 ｳｽﾍﾟﾝｽｷｰ教会 ウスペンスキー教会見学
１８６８年建造の北欧最大のロシア正教
内部に入ると洗礼が行われていた
正教徒の両親の下に生まれた子供はほとんどが、
生まれて六ヶ月目ぐらいに洗礼を受けるそうです
12:30 昼食

ｳｽﾍﾟﾝｽｷｰ教会
14:30 ﾍﾙｼﾝｷ大聖堂
15:00 自由行動
18:00 夕食
20:00 BAR
22:00

ヘルシンキ大聖堂
浮かれるおっさん二人
ヘルシンキ大聖堂
内部の見学は出来ませんでしたが、晴天もあって漆喰塗の外壁が眩しく神秘的でした
各自お買い物等自由行動
荒川さん・野口さん・中島さん・山口さんはかもめ食堂見学 伊藤さんはお友達のショップへ
撫養はアアルトデザインのアカデミア書店に行く
1階から店に入ると吹き抜けがあり、天井には特徴的な天窓が設置されていました。
デザインは40年以上前の建築物とは思えない斬新なものでした
エスプラナーディ公園にあるヘルシンキ最古のレストラン・カッペリで夕食
”約１００ｇの牛肉のソテーを6人で分ける”と注文し笑われる。一口でしたが絶品でした
上品なこの店は私たちには不釣合でしたがフィンランド料理も美味しく堪能しました
お洒落なＢＡＲで飲み直しのはずがみなさんお疲れで１杯飲んでホテルへ退散。

かもめ食堂
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レストラン・カッペリ

この日ようやく3泊旅行が実は4泊することに気が付いた撫養がレポートします。
21日
（土）

6:00 ホテル
9:00 ハビタレ

3日目の朝早ランニングのためロビーへ集合
1日目は5人、2日目は4人、この日は荒川さん御寝坊・・
中島キャプテンと2人っきりのランニング、少し離れたトーロ湾まで往復9キロのラブラン
ホテル前で荒川さんにバッタリ、朝食を買いに行くということなのでお願する
デザイン展がヘルシンキで数か所、行われてその中でも最大級のＨabitareへ
前々日に見学させて頂いたＮＩＫＡＲＩの家具も展示されてると聞いていたがＮＩＫＡＲＩ違い・・残念
家具・寝具・カメラ・アート等最先端のデザインを見れて勉強になる。
中でも石を使った蓄熱暖房機具が素敵で今後、住宅でお薦めしたいと思う。

ハビタレ
蓄熱暖房器具
11:00 ﾃﾝﾍﾟﾘｵ・ｱｳｷｵ教会 テンペリアウキオ教会に見学（前日見学できずリベンジ）
岩を切り抜いた壁から生えてきたような
テンペリ・アウキオ教会
ＲＣの横架材に銅板の天井材が円状に貼ってる
今まで見た教会とは別物でした
12:00 キアズマ
ヘルシンキの国立現代美術館キアズマへ見学
出展があまり興味がないのと、お腹がすいてるのとで建物見学のみ
ゆったりと湾曲したホールが特徴の階段下にメートル表示があり身長も
計れる、遊び心もあった

国立現代美術館キアズマ
マーケット広場でお待ちかねの昼食
各自好きな品を選んでテーブルへ集合
みなさんは鮭のムニエルのポテト添え、おいしそう。
ぼくはなぜかそば飯風料理、日本語とジャマイカ語しかできないので
買い物をすると変なものや、欲しいものも大量に出てくる・・英語勉強しよと思う
山口さん英語の出来るはずやのにブルーベリーと野イチゴの昼食・・
４日目にして初めての晴天、広場からは海と世界遺産のスオメンリナ島が見える。ビールも入って最高
13:30 ｳｽﾍﾟﾝｽｷｰ教会 ウスペンスキー教会見学
１８６８年建造の北欧最大のロシア正教
内部に入ると洗礼が行われていた
正教徒の両親の下に生まれた子供はほとんどが、
生まれて六ヶ月目ぐらいに洗礼を受けるそうです
12:30 昼食

ｳｽﾍﾟﾝｽｷｰ教会
14:30 ﾍﾙｼﾝｷ大聖堂
15:00 自由行動
18:00 夕食
20:00 BAR
22:00

ヘルシンキ大聖堂
浮かれるおっさん二人
ヘルシンキ大聖堂
内部の見学は出来ませんでしたが、晴天もあって漆喰塗の外壁が眩しく神秘的でした
各自お買い物等自由行動
荒川さん・野口さん・中島さん・山口さんはかもめ食堂見学 伊藤さんはお友達のショップへ
撫養はアアルトデザインのアカデミア書店に行く
1階から店に入ると吹き抜けがあり、天井には特徴的な天窓が設置されていました。
デザインは40年以上前の建築物とは思えない斬新なものでした
エスプラナーディ公園にあるヘルシンキ最古のレストラン・カッペリで夕食
”約１００ｇの牛肉のソテーを6人で分ける”と注文し笑われる。一口でしたが絶品でした
上品なこの店は私たちには不釣合でしたがフィンランド料理も美味しく堪能しました
お洒落なＢＡＲで飲み直しのはずがみなさんお疲れで１杯飲んでホテルへ退散。

かもめ食堂
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レストラン・カッペリ

担当：野口
22日
（日）

23日
（月）

7:30 ウォーキング

ヘルシンキの町をウォーキング。この旅行初の朝焼けを見ながら湖（海）まで、気分爽快です。

8:15 朝食

ホテルを後にして、ヘルシンキ中央駅へ、駅の構内にて朝食

9:30 スオメンリンナ島
9:40
9:55

11:30

9時40分のフェリーに乗るべくマーケット広場にある乗り場までダッシュ！
スオメンリンナ島行きのフェリーに乗船。きれいな景色を見ながら15分の船旅です。
スオメンリンナ島上陸
メイン埠頭からスオメンリンナ教会へ
教会から城壁のような道をぬけてインフォメーションセンターへ
インフォメーションセンターからヴェシッコ潜水艦へ
潜水艦から砲台のある高台へ
さすが世界遺産！感動の景色ばかりです！！
11：40分のフェリーに乗るべくダッシュ！走ってばっかり。

11:40 マーケット広場
11:55 昼食
自由行動
14:15
17:20 ヘルシンキ空港

マーケット広場行きフェリー乗船
マーケット広場で最後の昼食。 出店、ワンプレート
空港行きバスの時間まで買い物など、最後の自由行動です。
空港バスにてヘルシンキ空港へ
ヘルシンキ出発

8:15
9:00
10:00
11:00

関西空港到着
関空のフードコートで朝食 撫養さん食べすぎ。
名残惜しいのでまた、だらだらおしゃべりし 解散、お疲れ様でした。
最後にバス乗り場で1時間待ち、ガッカリ（何事も事前確認が必要と今頃気づく）

関空
朝食
解散
帰宅
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企画委員会 事業報告シート

野

他

事業分

事業名称
開催日時

ふりがな

団体名

活動

目的

事業の

内容

主な事業

収支

事業

参加者
建築士の関り

検討課題

もの・まち・くらし・その

この指とまれ「速読体験講習会」
平成25年11月27日（水）

8

作成日

平成25年12月 日

開催場所

神戸支部事務所

（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

（公益社団法人）兵庫県建築士会 神戸支部 企画委員会

参加型事業計画の推進
文章をより早く読解できることは、建築に限らず、どんな職種の方にも仕事にプラスになる
と考え、体験してみようという企画です。
速読のトレーニングスクールである 楽読 という学校の体験講習会を受講する。
体験セミナーのながれ
楽読で教える速読とは、他の速読のように、斜め読みや飛ばし読みというやり方と違い
右脳を活性化し、すべての文字を読んで、なおかつそのスピードを上げていくという方法
ですという説明がありました。最初に今の状態で文字を読み、もじすうをカウントしておき
目の運動や、会話をしながらの本読み等右脳を刺激する運動を楽しく教えてもらい、最後に
もう一度、文章を読むと読める文字数が参加者全員、倍近くになりました。
一度の練習では、一時的に速くなるだけで、やはり、何ヶ月間の訓練が必要とのことでしたが、
確かに、大概の人が速くなれると思える、大変、楽しく有意義な時間となりました。

, 支部補助（￥5,100）参加費（￥16,000＝￥1,000×16人）
楽読体験講習会受講料（16人×1,000＝16,000）
21,100 お茶代（￥2,100） 講師交通費（3人×1,000＝3,000）
支出
±0 (備考)
計
内訳 企画会員 一般会員
会員外
その他
人数
5
7
4
0
収入

21 100

文章を速く読む能力は、建築に限ったことではないが、仕事を効率よくこなしていく上で
必要な技術と思います。

合計
16

体験講習会ということで１回限りの講義となりましたが、２回、３回と続けていける企画を考えたいと思
います。

携・協力組織等
当日スケジュール
18:10
事前打ち合わせ、プロジェクター設定
19:00
受講者集合、受付
19:15
開会 司会者挨拶 委員長挨拶
講師挨拶
体験講習会
20:50
閉会
21:00
解散

連

担 ( ) 野口・荒川
担
絡先 090-3722-1514
担 Ｅ-mail noguchi525@yahoo.co.jp

事業 当 計画 者
事業 当者連
事業 当者

責任
戎 副支部長
在地 神戸市古湊通1-2-12古湊ビル2Ｆ
絡先
078-599-6915

事業
者
神戸支部所
連
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