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平成 27・28 年度神戸支部役員 

 

 

 

【支部長】  前川 象二郎 

 

 

【副支部長】 戎 孝之  久宝 弘幸  佐々木 博司  三島 悦子 

 

 

【理  事】 荒川 直樹  上野 和彦  金岡 正一  湖亀 一登 

        

       佐伯 亮太  佐々木 康行 瀬戸口 茂  寺田 みさと 

 

       野口 直人  前田 さえ  槇本 光展  松村 哲也 

 

       毛利 康人 

 

 

【監  事】 鎌谷 正士  水谷 忠清 

 

 

【相 談 役】  田中 義之 

 

 

 

※     は常任理事 
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平成 28年度各委員会メンバー 

 

総務委員会 

担当副支部長 久宝 弘幸 

委員長    湖亀 一登 

副委員長    松村 哲也 

委員         赤澤 祥語、大塚 正、三島 悦子         

研修委員会 

担当副支部長 戎 孝之 

委員長    前田 さえ 

副委員長   槇本 光展、毛利 康人 

委員     上野 和彦、芝崎 康子、瀬戸口 茂、常峰 博文、中居 博喜、 

藤原 路弘、安水 正、山下 享子、山本 幸司、横田 佳史 

オブザーバー 佐々木博司、石田 敦 

青年部会 

担当副支部長 三島 悦子 

部会長    上野 和彦 

副部会長    寺田 みさと、車谷 知之 

委員         奥田 智恵子、小笠原 志野、中村 重陽、山下 朋代、山本 幸司 

相談役    佐伯 亮太 

顧問     佐々木 康行 

すまいスクール委員会 

担当副支部長 佐々木 博司 

委員長    瀬戸口 茂 

副委員長    金岡 正一 

委員         長谷川 清、木山 正典 

協力委員   山際 洋子、田中 嘉之、常俊 桂子、三島 悦子、日高 俊二 

企画委員会 

担当副支部長 久宝 弘幸 

委員長    野口 直人 

副委員長    荒川 直樹 

委員         佐々木 博司、前田 さえ、三島 悦子、山口 悟、戎 孝之 

相談役    井上 芳朗 
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支部長挨拶 

 

会員の皆様方には建築士会活動にご支援をたまわり厚くお礼申しあげます。 

 

さて、2015年度の建築業界を取り巻く話はたくさんありました。6月に改正建築基準法、

改正建築士法が施行されました。10 年前の姉歯事件を発端とする大幅な規制強化の改正と

は打って変わって、緩和規程が目立つ大改正となりました。しかし一方では、2015 年 3 月

の東洋ゴムによる免震偽装問題、7 月の新国立競技場の計画見直し、10 月の旭化成建材に

よる杭偽装問題など社会の信頼を揺るがす問題が立て続けに起こりました。また、空き家

急増や訪日外国人急増など新たな社会問題への対応も迫られるなか、5月には空き家対策特

別措置法が施行されました。こういったますます複雑になる社会のなかで、今建築業界は

改めて社会との関わり方がより強く問われているのではないかと考えております。 

 

これに加えて、今現在の神戸支部の最大の問題点は、会員数が最盛期バブルの頃の半分

近くまで減少していることです。これは神戸支部だけに限らず親会の兵庫県建築士会全体

も同様です。これからの日本経済は、「少子高齢化による人口の減少、労働力の減少、企業

数の減少」等により継続的にマイナス成長の見込みであろうと判断せざるを得ません。そ

う考えると、私たちの建築業界も、人口増加から人口減少へと新たな局面を迎えています。

住宅関係では空き家問題が取り上げられていますが、家を取り壊すだけではなくて、世帯

規模に合わせて減築してリフォームするなどの再活用の新たな方法が模索される時代にな

ってきているのではないでしょうか。 

 

同様に、建築士会神戸支部の活動もこれからは従来の拡大から、縮小も選択肢に含めた

枠組みの転換が求められる時代になってきています。今後の建築士会神戸支部の活動も、

あまり規模を追わずに皆さんが生き生きとして活動できるような「中身の濃い活動」を目

指す方向でやっていきたいと考えておりますので皆様方のご協力ご参加をよろしくお願い

します。 

 

最後になりましたが、神戸支部では総務委員会をまとめ役にして、研修委員会、すまい

スクール委員会、青年部会、企画委員会の各委員会でいろいろな事業活動をしています。

来年度も今まで以上に魅力ある「中身の濃い」事業活動を計画していこうと頑張っており

ますので、ぜひ参加してください。また事業に参加するだけではなく皆でもっと楽しい企

画を考えていこうと参画していただける方をお待ちしています。これからも皆さんと一緒

に力を合わせて神戸支部の活動を盛り上げていきたいのでご協力のほどよろしくお願い致

します。                             (前川 象二郎) 

-3-



 

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、平成 27年度より前川支部長の元、新たな体制にて支部事業の円

滑な運営に尽力しています。 

会員数は減少する一方ですが、今まで以上に充実した事業活動をサポートし、今まで以上

に魅力ある神戸支部となるよう頑張っていきたいと思っています。 

今後とも皆様のご理解ご協力の程よろしくお願い致します。 

 

 

 

【27年度通常総会】 

         

             前川 支部長 就任挨拶 

 

 

               【特別講演会】 
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平成27年度「歴史と環境を学ぶ会」の事業報告

　7月11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、岡山県の社寺及び町並みの中から岡山市・総社市内の国宝・重文を見学し、

歴史的文化の跡地・公園とその周辺環境との調和を楽しみました。

　神戸市役所北側花時計前からバスで出発しました。交通状況により山陽道へ乗り、、

午前中は備中高松城跡を見学しました。

　資料館で写真やビデオなどを見せてもらい、ボランティアの方に詳しく説明して頂きました。

その後 本丸跡へ行き、清水宗治首塚・辞世の歌碑を見学しました。さらにバスで移動し、

今度は蛙ヶ鼻堰堤跡を見学に行きました。当時の土木工事技術に感嘆しました。

　最上稲荷へ移動し昼食を終えた後、バスで宝福寺へ向かいました。宝福寺は 画匠「雪舟」が

が幼少時代に修行した寺で、雪舟が流した涙を足の親指で描いたと言われる鼠の絵のエピソードが

有名でした。また、三重塔は国の重要文化財となっています。

　宝福寺 見学後、岡山県内唯一の五重塔 が境内にそびえる備中国分寺の見学に行きました。

この寺は聖武天皇の発願により創建されましたが、建物は南北朝時代に焼失したと伝えられ、

現在の建物は江戸時代中期以降に再建されました。

そして 備中国分寺五重塔は江戸時代後期の様式を濃く残す代表的な塔です。

塔のすぐそばに売店があり、当日は かなり暑かったので そこにたむろしてました。おかげで

滞在時間が長くなり、出発予定時間が少しおくれてしましいました。

　国分寺見学後、桃太郎伝説で名高い吉備津神社の見学に行きました。本殿・拝殿は室町時代初期の

代表的建築で「吉備津造り」と称せられ全国唯一の造りとして国宝に指定されています。

　また本殿から南の本宮社をつなぐ総延長約400mの回廊や神門は国の重要文化財に指定されています。

神社の方にも詳しくご説明頂き、歴史観が広くなりました。

　真夏の暑い中ではありましたが、なんとか時間内に収まり、皆無事にもどって来れました。

天候にも恵まれ、ほぼ予定通りの見学内容が出来たと思います。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27年7月11日（土）　8：30～19：00

集合：神戸市役所北側花時計前　　解散：三宮駅東ラウンドワン前

内容：岡山市・総社市内の国宝・重文、歴史的文化の跡地・公園とその周辺環境の見学

備中高松城跡　清水宗治首塚・辞世の歌碑・蛙ヶ鼻堰堤跡・資料館

宝福寺　三重塔（重要文化財）・仏殿・梵鐘（県重文）

備中国分寺五重塔  五重塔（重要文化財）・本堂・大師堂・山門・備中国分寺跡

吉備津神社 本殿と拝殿（国宝）・御釜殿（重要文化財）・回廊・北随身門（重要文化財）

参加費：会員－4500円　・　非会員－6000円

参加人数：会員34名・非会員4名　　合計38名

研修委員会
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備中高松城 本丸跡

宝福寺 三重塔

備中国分寺 本堂

蛙ヶ鼻堰堤跡

宝福寺 仏殿

吉備津神社 回廊

備中国分寺 五重塔 吉備津神社 本殿拝殿
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研修委員会 

 

 平成 27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 27 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 59 名でした。 

 

■ 開催日時： 平成 27年 9 月 15 日（火） 13：30～16：30 

■ 開催場所： 兵庫県私学会館 302、303号室 

■ 参加者：  53 名（会員）、6 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 「神戸市民の住環境等をまもりそだてる条例の改正について」 

  講師：神戸市住宅都市局建築指導部建築安全課指導係長 黒川正樹 様 

② 「自転車等の放置の防止及び自転車駐車場の整備に関する条例施行規則の改正について」     

  講師：神戸市建設局道路部計画課自転車・駐車場活用担当係長 畑田典子 様 

③ 「建築基準法関連告示の改正等について」 

  講師：神戸市住宅都市局建築指導部建築安全課建築安全係長 長谷川功 様 

④ 「構造関係規定にかかる既存不適格建築物の取扱いについて」 

  講師：神戸市住宅都市局建築指導部建築安全課構造担当係長 平井勝彦 様 

⑤ 「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

■ 内 容 ：

■ 実 施 日 ： 2015年9月30日（水）

■ 時 間 ： 19：00～21：00

■ 講 師 ：空創房（くう-そう-ぼう）一級建築士事務所　代表：畝　啓（うね　けい）氏

■ 会 場 ：（公社）兵庫県建築士会　神戸支部事務局

■ 募 集 人 員 ： 25名（定員になり次第〆切）

■ 参 加 者 ：会員１３名・非会員１名

■ 参 加 資 格 ：建築士会会員・非会員

■ 参 加 費 ： 1,000円（会員）2,000円（非会員）

■ 参 加 人 数 ：会員５名・非会員４名・スタッフ４

業務用のツールであるＰＣソフトＢＩＭの現状、展望について実際の導入、活用事例の講義を受
け日常業務に役立てる

平成２７年度　ＢＩＭ講習会　報告書
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研修委員会                          

 

「建築士のためのビジネスセミナー」 

～権利関係の知識とその登記、継承、相続と終活を学ぶ 

報 告 書 

平成 27 年 11 月 20 日 

兵庫県建築士会神戸支部研修委員会 

槇本光展 

 

去る 11 月 20 日、兵庫県建築士会神戸支部事務所において、「平成 27 年度建築士のためのビジネ

スセミナー～権利関係の知識とその登記、継承、相続と終活を学ぶ～」、が執り行われました。

平成 25、26 年と建築士のためのビジネスセミナーとして実務や経営に役に立つ講習を企画して

きましたが、この度は司法書士の先生を招いて、日ごろ建築の実務で関わりがありながら、なか

なか学ぶ機会のない土地、建物の権利関係の知識と、相続等の権利の継承から最近話題の終活の

知識を講義していただきました。 

講師の先生は宍粟市で法務事務所を開設し、土地、建物の登記や財産の相続のアドバイスなど手

広く手掛けておられる岸本真明先生です。 

 

建築士の方々にとっても関心のあるテーマであったようで参加者 30 人と大変な盛況でした。 

 

講義はまず「1．はじめに」、として主に登記簿の意味合いと見方について講義いただきました。

普段見慣れているようで、かなり知らないことも多かった内容です。 

次に「２．不動産に関する権利」、として所有権からはじまり借地権、抵当権、根抵当権等、土

地、建物に関する各種権利を概括的に講義いただき、次に「３．司法書士と建築問題」、として

実際の建築の実務上での司法書士の関わりについて講義いただきました。 

定期借地権などの特殊な権利の話や建物はいつ登記すればよいかなど実務に即した講義内容で

した。 

最後に「４．相続と終活」、として遺言や遺留分、そしてエンディングシートの作成という終活

（人生の終わりのための活動）に関する話を講義いただきました。建築士の仕事のみならず、ど

なたにとっても関心のある話で、講義終了後も先生への質疑が続きました。 

 

参加者へのアンケート結果もおおむね好評でした。もう少し土地、建築に関する内容を重点的に、

という希望もありましたので、次回からの企画で参考にしていきたいですと思います。 
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■タイトル： 建築士のためのビジネスセミナー」 

～権利関係の知識とその登記、継承、相続と終活を学ぶ 

■日  時： 平成 27年 11月 20日(金)  19:00～21:00  

■場  所： 兵庫県建築士会神戸支部事務所 

■講  師： 岸本真明氏（司法書士 岸本登記法務事務所 代表）  

■内  容： ■初めに 

 

■不動産に関する権利 

 

■司法書士と建築問題 

  

■相続と終活 

■受 講 料： 会員は、1,000円。非会員は、1,500円 

■参加人数： 会員 27名、非会員 3名  計 30名 
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青年部会

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

講演内容ですが、テーマが『プロジェクト』というだけあって、作品自体ではなくそこへ至るプロセスのお話しが主で

非常に興味深い内容ばかりで聞き入ってしまいました。

ユーモアたっぷりの話しぶりで会場からは笑い声も多々漏れていました。

（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

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27年5月14日

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

活動団体名 （公益社団法人）兵庫県建築士会　神戸支部　青年部会

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、住
宅、商業空間、会場構成、ランドスケープ、プロダクト、アートのインスタレーションなど多岐にわたり活動されている建築
家・谷尻誠（たにじり・まこと）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。

主な事業内容

開催日時  平成27年4月25日（土）　14：30～16：30  開催場所 神戸市産業振興センター

ふりがな

SUPPOSE DESIGN OFFICE.,Ltd.

参加者
8 43 31 0 82

佐伯亮太（青年部会・部会長）

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

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。

今後の検討課題

今回の講師については、関西圏での講演数が少ない方を選出したが、参加人数は例年に比べやや少ない結果となっ
た。　講師である谷尻氏の作品に、一般へ広く認知されているものがあまりないのがひとつの要因となったように思う。
講演内容は非常におもしろい内容であったし、講師にはこれからの建築業界をリードしていく若手の建築家を呼んでい
きたいという想いもあるので、このあたりは広報に力を入れバランスをとっていきたい。

連携・協力組織等

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

テーマ；『プロジェクト』

講　師；谷尻　誠

【講師経歴】
SUPPOSE DESIGN OFFICE.,Ltd. 代表、穴吹デザイン専門学校特任講師、広島女学院大学 客員教授、他
1974  広島生まれ
1994  穴吹デザイン専門学校卒業
1994-1999  本兼建築設計事務所
1999-2000  HAL建築工房
2000- 建築設計事務所Suppose design office 設立    2014- SUPPOSE DESIGN OFFICE.,Ltd. 設立

事業担当(計画)者 車谷知之（青年部会・副部会長） 事業責任者
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青年部会

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

・兵庫確認検査機構神戸支店の稲川支店長、石田が事前にいただいていた質疑に対して

参考資料を用意して回答した。

質疑回答に対して新たな質疑や話題がその都度あがり、意見交換が多くできて、全体的に良い雰囲気で

進んだと思います。

連携・協力組織等 ㈱兵庫確認検査機構　http://www.kakunin.co.jp/

参加者
4 4 0 8

事業担当(計画)者 石田志野（青年部会・委員） 事業責任者 上野和彦（青年部会・部会長）

建築士の関り

0

建築士の業務にとっては、建築基準法は常についてまわるものであるため、建築基準法を学ぶことは重要である。

今後の検討課題

・事前にいただいた質問に対しての回答は全てできたが、いただいた図面の活用がもう少しできればよかったと考え
る。　　　質疑が用途地域、耐火、避難規定と多岐にわたりよかった面もあるが、質疑事項を項目として分けて募集する
ことで、整理された内容になるのではないかと思われます。

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 神戸市中央区古湊通1-2-12　古湊ビル２階

事業の目的

建築基準法は、建築物の用途によって、着目する法文や条例が違うことが多い。初めて計画する用途によっては、目
にしない条文を読み解き、見つけなければいけないことは骨を折る作業である。本事業では、建築基準法の法文その
ものを読むだけでなく、実例、実案と質疑から建築基準法を読み、理解を深めることを目的とする。又、参加者それぞれ
の質疑を持ち寄ることで、普段、自分では目にしない法文を読み、新しい視点を得られるようにする。

主な事業内容

主に、参加者から事前に、実例や計画案の図面、資料とそれに対する質疑を募り、開催日当日に、解説と回答を行う。
当日も質疑応答し、当日応答できない点は、後日メール等で回答する。

 開催場所 神戸支部　事務所

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　せいねんぶかい

活動団体名 （公益社団法人）兵庫県建築士会　神戸支部　青年部会

開催日時
平成27年9月25日（金）

19：00～21：00

事業報告シート

事業分野 もの・まち・くらし・その他 作成日 平成27年9月25日

事業名称 　　建築法規意匠勉強会
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青年部会

内訳 青年会員 一般会員 会員外 合計

人数

当日の様子

・回帰草庵のリビング。21名入っても全く狭く感じられない。 ・回帰草庵の外部。石井良平氏より説明を受ける。

連携・協力組織等 石井良平氏

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

事業担当(計画)者 中村重陽(青年部会・委員） 事業責任者 上野和彦（青年部会・部会長）

事業担当者連絡先

参加者
3 12

神戸支部所在地

今後の検討課題

駅から住宅までの距離が比較的長く上り坂だったため、参加者の中には着くまでにかなり体力を消耗されていた。ある
程度予測はしていたものの、事前に下調べをした上で場合によってはタクシーで移動するという選択肢も提示した方が
よかったかもしれない。
見学時間をゆっくりとっていたため、終盤では少し手持ち無沙汰になっておられる方もおられた。今後同様の企画を行う
場合は事前に勉強会を行い、基礎知識を備えた上で行うとより意義のある会になるのではないだろうか。

神戸市中央区古湊通1-2-12　古湊ビル２階

21

事業の目的

竣工から38年が経過した、石井修氏設計の目神山の住宅（回帰草庵）の現在の様子を視察し、設計当初の意図と実際
の使われ方の違いや経年変化などを検証する。石井修氏のご子息で、建築家の石井良平氏にご案内いただき、実際に
住まわれた感想を交えてお話いただく。また周辺に計画された石井修氏設計の住宅も外部から見学し、個々の住宅が
及ぼす地域全体に与える影響について考察する。

主な事業内容

テーマ；目神山の住宅の現在の様子を視察する

講　師；石井良平 氏

石井修氏設計の回帰草庵の内部を見学するとともに、周辺に多数存在する一連の住宅を外部より見学させていただい
た。講師の石井良平氏により、実際に住んでおられた感想と共に経年変化による住宅の変化や長所、短所などについ
て詳細にご説明いただいた。

建築士の関り

名作と呼ばれる住宅建築の内外を視察することで、設計者の当初の意図と実際の使われ方の違いや経年変化などを
体感することができた。
近隣の石井修氏設計の住宅を外部から見学することで、緑豊かな住宅地のあり方について、継続的に地域と関わり続
けることの大切さについて伺い知ることができた。

西宮市甲陽園目神山町

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　せいねんぶかい

活動団体名 （公益社団法人）兵庫県建築士会　神戸支部　青年部会

開催日時

6

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27年10月30日

事業名称 建築視察＿目神山の住宅

平成27年10月24日（土）
14：00～17：00

 開催場所
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青年部会

内訳 青年会員 一般会員 会員外 学生 合計

人数

当日の様子

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28年1月16日

事業名称 hu+gMUSEUM（大阪ガス新ショールーム）見学とスマートエネルギーについて

開催日時 平成27年11月24日（火）  14：00～17：00  開催場所 hu+gMUSEUM

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　せいねんぶかい

活動団体名 （公益社団法人）兵庫県建築士会　神戸支部　青年部会

事業の目的

大阪ガス発祥の地である岩崎地区では、大阪ドームシティ及び周辺エリアの地域熱供給を中心に「熱」と「電気」をオン
サイトでつくり、地域全体で融通し合う「スマートエネルギーネットワーク」を構築しています。hu+gMUSEUMは、岩崎地区
スマートエネルギーネットワークを構築する熱源機器を有し、地域全体の省エネルギーの重要な役割を担っています。
建物でつくったエネルギー（熱・電気）を地域で最大限に有効利用する最適制御と、停電対応システムによる高いエネル
ギーセキュリティを実現しています。これからのエネルギー事情や省エネの分野での今後の動きを体験する。

主な事業内容

・新ショールームの見学、体感、説明
・岩崎地区スマートエネルギーネットワークについての講習
・スマートエネルギーシステム、熱源機器等の見学、説明
・電力自由化についての情報

参加者
2 3 5 0 10

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

住宅、施設や規模の大小に関わらず、省エネやエネルギー問題には、最大の関心を持って取り組むべきではないかと、
改めて感じられました。

今後の検討課題

平日の日中開催の集客にこだわるか否か。

連携・協力組織等 大阪ガス神戸支店　平井氏、他

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(青年部会・委員） 事業責任者 上野和彦（青年部会・部会長）

事業担当者連絡先
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すまいスクール委員会 

住まいスクール委員会恒例の夏休み企画事業の報告 

多くの子供たちで会場を埋めつくした“驚き・発見！ねん土でつくろう夢の家” 

 

神戸支部恒例となった親子事業、今年度もまた神戸市埋蔵文化財センターを会場に、８月１日（土）

の午後に開催された。当日は、この事業が始まって以来過去最高の親子 32組（定員 20組）、総勢 75

名もの多くの参加者が決して狭くはない会場を埋め尽くした。この思ってもいなかった盛況に、スタ

ッフはその対応に獅子奮闘の中、子供たちが熱心に工作に取り組む姿に元気を得、予定通りプログラ

ムを終えることができました。閉会後、頑張って造った作品を大事に持帰る子供達の笑顔に、この事

業に託す想いが少なからず伝わったものと、何時にも増して充実感のある事業となりました。 
 

◆ 大昔の人の住まい 

事業の幕開けは、神戸市教育委員会学芸員の井尻講師による講義でスタート。日本における古代人

の住まいの原型を、神戸や各地で発見された事例をスライドと会場内の復元住居を目の前に勉強。講

師の古代住居に焦点を当てた丁寧な紹介は、子ども達のみならず、企画スタッフにも教えられるとこ

ろが多く、絵解きで分かりやすいプレゼンテーションなど、良い勉強になりました。 
 

◆ 知っていますか？世界の家いろいろ 

ここからが我々スタッフ講師の出番。「夢の家工作」の事前学習として、山際による「世界の家・

いろいろ」では、生き物の住まいや世界のいろんな国の家、絵本や世界中のユニークな家の実例をス

ライドで紹介。工作づくりへのヒント発見とともに、子供達の建築への夢や想いを育てるキッカケづ

くりにとの思いで用意したものです。引き続き長谷川により、工作に使う家づくりの主材料となる粘

土の扱い方や工作用具の使い方など、材料と用具を手にとり説明。また、実際の家づくりに作成され

た「設計図」の紹介で、建築士の仕事の一端を覗いてもらい、本番の工作に引き継がれた。 

     
 

◆ 時間も忘れ没頭の「夢の家」工作 

工作の前に、夢の姿を「絵」として描いた設計図づくりでは、あっという短時間に描き上げる子供

達のとまどいのなさに驚くばかりでした。本番の粘土工作では、設計図通りに造り上げる子、いつの

間にか変身した姿に苦心する子、時間に追われながらひたすら完成を目指す子、親の声も顧みず自分

の想いを貫く子など、それぞれの夢がつまった家づくりに一生懸命に取組む子供達の姿は感動的なも

のがありました。工作終了後は、完成された作品を並べた「夢の家の街」を観賞。どれ一つとして似

たものは無く、個性的な家ばかりなのに意外と違和感のない町に見入っていました。 

その後、数人の子供達から完成した「夢の家」の発表があり、木山から作品の講評と夢の家の成果

についての総評があり、この工作を通して「想像上の姿を現実の形にすることの楽しさが少しでも分

かっていただけたら嬉しいです」とのまとめと、これからもどんどんモノづくりにチャレンジを！と

のエールがあり、「夢の家博士認定証」の授与で閉会しました。スタッフ一同、たくさんの「驚き・

発見」を目にし、心地よい疲れのなかで帰路につきました。 （M.K記） 
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すまいスクール委員会 

 

まちなかの漁師町駒ヶ林で下町居住の魅力を探るウォッチングの報告 

 

開催日時：平成 28年 2月 13日 (土) 13：00～1７：００ 

実施場所：神戸市長田区二葉町、駒ヶ林地区と長田港周辺 

講師（専門家の関与）：地域のまちづくり専門家 2名、神戸支部建築士会会員 2名 

主催（事業主体）：兵庫県建築士会神戸支部すまいスクール委員会 

後援：神戸市すまいとまちの安心支援センター 

 

実施内容： 

◆まち歩きを通して、建築士と交流しながら建築士の理解を深めていただくことを目的とした継続事業です。前回

の須磨山手から、今回は、歴史ある下町駒ヶ林地域としました。建築士会の活動をより広く、一般市民へＰＲする

と共に、建築士をより身近に感じてもらうため、委員及び専門家が共同で講師及び案内人として共に歩き建物や街

並みの見方、見所を解説し、建築物と防災を考えたまちづくりを感じてもらえました。 

 

    

駅前にて行程説明 大正筋商店街 昭和通り商店街 旧二葉小学校(講堂内) 

    

二葉町の路地 旧駒ケ林保育所 駒ケ林魚市場 駒ケ林町の路地 

◆小雨の中、震災後、再開発された新しい町と、比較的被災の少ない双葉町や大正から平成時代の建築物が混在す

るまち中の漁師町・駒ヶ林地域で、地元の人でも迷うと言われる路地を歩きながら、下町居住の防災を考えたまち

再生中の実態や、いかなご発祥の地でも名高い長田港周辺に点在する源平史跡、神社、市場、商店街等を散策しな

がら、歴史も感じていただきました。 

 

    

平忠則公の腕塚堂 駒ヶ林防災空地 駒ヶ林神社 ＷＳ状況（ｒ3） 

◆最後に、ご案内いただいた地域のまちづくり専門家お二人とＷＳ方式の意見交換会の場や、アンケートにも記さ

れていましたが、「長田区に漁師町が有るのを知らなかった。なじみのまちをもっと知りたかった。足もとに目線

をおとすことの大切さ、まちづくりも道から！。町をよくするために多くの方が協力されている。知らない路

地が今も残っている。路地のプレートを創ることで感動！愛着！綺麗に使おうという気持ちになる」等の、暮

らしに生かしていけるヒントを、参加者に得ていただけたと思います。 

記述 神戸支部すまいスクール委員会    金岡、瀬戸口、木山、長谷川、佐々木 
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企画委員会

マラソン　参加結果

①6時間リレーマラソン

日時　 参加者　 野口　中島　撫養　澁谷　山口　大森　長野　荒川

結果 第3位　合計86.7km　4分9秒/km 開催： 総合運動公園周辺

昨年は雨天中止となった大会、今年は気温４３℃の中、無事に開催された。これまでどうしても入賞

出来なかった大会ですが、ラスト１時間みんなが力を合わせた結果、見事第３位となりました

②２４時間リレーマラソン

日時 2015年9月12日〜13日 参加者 野口　中島　撫養　澁谷　山口　大森　長野　荒川

結果 第5位　合計297km　4分50秒/ｋｍ 開催：三木防災センター　中村　川端　上垣　　瀬戸山

参加者の入れ替わりが激しく、今回もきつい戦いでした。しかし、やっぱり24時間は達成感が大きいです

内訳 企画委員 一般会員 非会員 合計

今年も暑い夏の風物詩として定着しつつあるリレーマラソンに参加することが出来ました。

個々の走力は確実にＵＰしており、若者たちとも互角に戦える力と根性が付いて来たようです。

来年も仲間を増やし参加したいと思います。応援に来てくださった方々有難うございました

24時間リレーマラソンゴールの瞬間

兵庫県建築士会　神戸支部　企画委員会　この指とまれ活動団体名

事業名称

開催日時

ふりがな

この指とまれ　マラソン参加

下記記載  開催場所 下記記載

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

事業報告シート

もの・まち・くらし・その他 作成日 平成27年10月5日事業分野

事業の目的

主な事業内容

参加者　　　　　　　　　　　　

感想

2015年8月1日

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 野口　委員長

連携・協力組織等

健康増進　体力強化　絆を高める

人数 2 3 7 12
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企画委員会

六甲縦走練習登山

日時　 参加者　 野口　中島　　澁谷　　荒川　　湖亀

当日行程　別紙参照

内訳 企画委員 一般会員 非会員 合計

天気にも恵まれ、11月下旬とは思えない気温の中、汗だくになり、Tシャツ1枚で登山しました。

ほぼ、行程通りいけたのですが、六甲縦走の難しさを予感できる、良い練習となりました。

摩耶山頂にて 有馬温泉到着

健康増進　体力強化　絆を高める

人数 2 3 5

2015年11月22日

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

野口　直人 事業責任者 野口　直人

連携・協力組織等

事業の目的

主な事業内容

参加者　　　　　　　　　　　　

感想

事業報告シート

もの・まち・くらし・その他 作成日 平成27年11月25日事業分野

兵庫県建築士会　神戸支部　企画委員会　この指とまれ活動団体名

事業名称

開催日時

ふりがな

この指とまれ　六甲縦走トレーニング

下記記載  開催場所 下記記載

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
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企画委員会

京都市内にある龍村美術織物ギャラリー及び制作工場視察

日時　 参加者　 野口、　三島、　湖亀、　中川（会員外）、　戎

内訳 企画委員 一般会員 非会員 合計

建築内装等に係わる伝統工芸美術の習得

人数 3 1 1 5

2015/11/31

日本の伝統工芸に関して新たな興味を持つ事業でした。織物の織りかたによる表現の違い、使わ
れる場所による違い、手間の掛かる繊細な職人様の技術、感心することばかりでした。

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

戎　孝之 事業責任者 戎　孝之

連携・協力組織等

事業の目的

主な事業内容

参加者　　　　　　　　　　　　

感想

事業報告シート

もの・まち・くらし・その他 作成日 2015/11/31事業分野

兵庫県建築士会　神戸支部　企画委員会活動団体名

事業名称

開催日時

ふりがな

京都龍村美術織物　視察

下記記載  開催場所 下記記載

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
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