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■ もう1期頑張ります。2年間よろしくお願いします ■

建築士会中津支部支部長
椛田康男 氏

女性部長
野依法子 氏

NPO 中津まちなみ会会長
瀬口雅之 氏

平成18年度 支部総会

平成１８年５月１１日（木）1：30より 中津建設会館にて
第５２回平成１８年度通常総会が開催されました。議題
として、平成１７年度事業報告及び収支決算報告、平成
１８年度事業計画及び予算案について報告・審議されま
したが、満場一致で承認されました。続いて、ＮＰＯ中
津まちなみ会､（株）中津建築会館の運営報告がありま
した。今年度は役員改選の時期であり、慎重審議のもと
新役員が選出されました。新役員は以下のとおりです。
◎支 部 長 椛田 康男
○副支部長 三雲 金吉、冨部 直

平成 18 年度 青年部総会 4 月 21 日（金）19：00 から
居酒屋大将にて、平成 18 年度青年部総会が開催されました。
17 年度事業報告・決算報告の後、役員改選が行われ、新青年部長
や役員が決まりました。18 年度事業計画案も承認され、無事総会
は閉会し、引き続き懇親会へと移りました。
新役員 青年部長 山村増治
副部長 西郡敏宏 宇木 晃
新青年部長挨拶 今期から青年部長になりまし
た山村増治です。難しいことはあまり考えず、
何事にも前向きに行きたいと思います。２年間
よろしくお願いします。

復元した友松邸が中津市により「金谷上ノ町文化交流広場」として整備されました。
４月８日（土）市長をはじめ友松夫妻、多くの来賓や関係者
が集まり開園式が盛大に行われました。まちなみ会からも多
くの人が参加し、苦労して土塀復元をした友松邸が見違える
ように整備され、みな感慨ひとしおのようでした。式では、
瀬口雅之氏（ＮＰＯ中津まちなみ会代表）が土塀復元の作業
過程を説明しました。式の後、のだてのお茶を頂きながら庭
園で歓談し、近くの佐藤邸（大正初期に建築）の建物見学な
どしたりと、有意義な文化交流広場開園式となりました。
パッション in 鹿児島 平成１８年３月４日 かごしま県民交流センターを会場とし
て、平成１７年度九州ブロック研究集会「パッション in かごしま」が開催されました。
中津支部は第４分科会に参加し、他県の人とグループを組み、
クイズラリー形式で建物や観光スポットを見学して回りました。
事前に何も調べてなかったため、見るもの全てが感心すること
ばかり、歴史や地図を少しでも調べていれば、もっと楽しめた
ように思いました。懇親会は、桜島フェリーを貸切っての遊覧
ナイトクルーズ。 鹿児島市内の夜景を見ながら、とても贅沢
な懇親会となりました。懇親会がクライマックスになったころ
水中花火が上がりました。きれいな夜景と色とりどりの花火、
リッチでロマンチックな演出に、みんな感動していました。
こんな懇親会は初めてで、とてもいい思い出ができました。
鹿児島建築士会のみなさんありがとうございました。翌日は、
鹿児島大学と知覧の町並みを見学し、帰途につきました。
長谷川 詳

研修見学会 柳井宮島

平成１８年５月２０（土）
２１日（日）柳井・宮島方面への研修見学会が行われました。
参加者は２２名。参加者の日ごろの行いがいいのか、心配され
た台風は通り過ぎ、絶好の行楽日和、研修日和となりました。
新車の大型バスと若くて美人のバスガイドさんと一緒にとても
楽しい２日間の研修旅行でした。一日目の柳井ではボランティ
アガイドさんの案内で白壁で景観統一された町並み、商家の町
として栄えた柳井、一行は真剣なまなざしで見学していました。
二日目はフェリーで宮島に渡り、ロープウェーで山頂へ、昼食
の後厳島神社を見学しました。豪華絢爛な建物に、平安時代の
栄華が目に浮かぶようでした。今回は、柳井の町並みや国宝厳
島神社などの貴重な見学とともに、登山体験まで出来て、大変
実のある研修見学会だったと思います。
参加者の皆さん、お疲れ様でした。

新青年部長 山村増治 氏

NPO 中津まちなみ会総会 ５月２６日（金）18：00 より
若竹屋を会場として平成１８年度ＮＰＯ中津まちなみ会通常総会
が開催されました。中津市の木村助役を来賓としてお招きし、
華々しく盛大に開催されました。議題として、平成１７年度事業
及び収支決算報告、平成１８年度事業計画及び収支予算案の提案
があり、どちらも満場一致で承認されました。今年度は役員改選
の時期に当たりますが、慎重審議のもと、新役員は旧役員留任と
いうことで承認されました。

金谷上ノ町文化交流広場開園式 平成１７年度、ＮＰＯ中津まちなみ会が土塀を

木村助役を迎えての総会

研修見学会 in 国立九州博物館

平成 18 年 2 月 16 日、参加者 24 名で国立九州博
物館、松下電工福岡の見学に行きました。館内はとても
広く、展示室には旧石器時代から近世といったアジアや
西洋文化の品々を鑑賞でき、日本文化の歴史形成を目の
当たりできた。午後からは、松下電工福岡ビルへ行き「
光触媒」の講演会及び、外装材の展示会を見学しました。
尚、講演者の「東京大学特別栄誉教授 藤嶋 昭氏」に
より、光触媒のしくみや実用例などの話を聞いて驚いた。
この技術は抗菌だけでなくウィルスも分解できるとのこ
とで、医療面でも今後大いに期待ができそうです。是本 昭善

合同ボーリング大会 平成１８年３月８日 サクラボールにて
士会・協会合同ボーリング大会が開催されました。参加者は 18 名。
ハンディは 50 歳以上 10、女性 30。50 歳以上で若い時にかなり
バリバリ鳴らしていた人が多く、高得点を挙げていました。
逆にハンディは４０歳代に付けてあげたい気がしました。

優勝した小川恵さん

『建築士の集い in やつしろ』に参加して
建築士 という言葉がメディアで頻繁に出てくる中、建築士の集いに参加し、本来あるべ
き姿である建築士たちの研究発表を聴き、その中の活動が純粋な建築士の思いからのもので
あり深く感動しました。初めての参加だったわけですが、私も微力ではありますが、その様
な思いで支部の皆さんと活動していきたいと改めて思いました。‑
‑
‑
第３分科会にて‑
‑
‑
松下明美

釣りクラブ 平成１８年６月１８日（日）恒例の
「チャリティー きすつり大会」が開催されました。
参加者２７名
国東町伊美港 7：00 出航（船５隻）
釣り場：姫島沖天候は良好、波は穏やか絶好のつり日
和でした優勝は是本正昭さん 準優勝は大内義樹さん
でした。釣果の一部は、翌朝 清浄園にプレゼントされ、
大分合同新聞でも紹介されました。
優勝した是本正昭さんと安部邦弘会長

→

E‑mail : n‑
shikai@estate.ocn.ne.jp

この住宅は中津城のすぐ側、裁判所の正面へ向かう道の右側
に建てられている。旧藩時代は藩の重臣クラスの屋敷のあっ
た通りで閑静な場所である。計画にあたっては周囲の景観との調和を重視して、木造・瓦葺
き・漆喰壁の家とすること、内部は自然素材で仕上げ、健康に配慮した長寿命の家として次
世代に引継いで貰えるものにしたいとの建主さんの希望は、設計する側にとっても大いに推
奨賛成することであり、建主さんと共通の思いをもって仕事が進められたことは大へん幸せ
なことであった。しかし、現実には外壁の漆喰壁がリシン吹付仕上げとせざるを得なかった
ことに残念な思いをのこしている。内部仕上げは新建材を避け、木部は無垢材、壁は漆喰を
多用、天井も漆喰または無垢板仕上げとしている。床も勿論のこと無垢板である。この家の
ご主人夫妻は、ステンドグラスの製作が趣味の一つで、今回の住いの新築にあたっては、ご
夫妻のステンドグラスの作品を室の内外に使用したいとのことで、外壁や内部の壁・建具等
いたる処にはめ込んである。外壁の３ヶ所は、強度を考慮して、ＦＩＸアルミサッシの内側
に木枠をはめたステンドグラスを取り付けている。特に晴天の日の
ステンドグラスの輝きは囲りの漆喰壁に映えて美しい。
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑ 平松 敏生 ‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
所在地
中津市三の丁
構造・階数 木造 2 階建
敷地面積
494.41 ㎡
延べ面積
232.68 ㎡
完
成
H15 年 3 月

工科短大構造計算セミナー
今話題になっている構造計算およびその他の建築行政についての
セミナーが、県立工科短期大学校にて 3 月 14 日から４日間にわた
り行われました。セミナーは、構造計算の専門的な内容でしたが
倉田氏・喜多嶋氏２人の講師により分かりやすい説明により参加者
にも十分理解できたのではないかと思います。また、構造計算の重
要性を再認識してもらえたと思います。今回のセミナーで勉強した
ことが、日常の業務にきっと役立つことと思いますし、建築に携わ
るもっと多くの人に、構造について関心を持ってもらいたいものです。

ニュース ＜耐震偽装＞１級建築士に新たな試験実施 国交省見直し案
耐震データ偽造事件を受け、国土交通省は２６日、現在の１級建築士に新たな試験を受けさ
せて合格した人だけを「新１級建築士」と認定するなど大幅な制度見直し案を明ら
かにした。関連記事を下記 URL で見れます。みなさんこの案に反対しましょう！
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060626‑
00000108‑
mai‑
soci
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060626‑
00000000‑
jsn‑
ind
試験の問題だけでしょうか？国交省は自分たちがつくった試験を否定し、建築士を否定する
ような法案には断固反対しましょう。国交省のホームページにアクセスし反対の意思を表し
ましょう。 6 月 27 日毎日新聞より
水曜喫茶室では不定期 にい
いろな勉強会を行っています。水曜喫茶室のメー
6 月 27 日毎日新聞より
ングリストに参加している人のみ勉強会の連絡が
届くようになっています。参加希望の方は、下記
メールアドレスまで連絡お願いします。
山村増治 masuji@vega.ocn.ne.jp

新会員を紹介します。
（平成 18 年１月以降）
皆さんよろしくお願いします。
● 木島 佳子（３月入会）
● 古賀 由貴子（５月入会）
● 永井 孝典（５月入会）
敬称略
午前中なので御不自由はありませんか？お暇な折お立ち寄りください。
「建築士」
が待ってま〜す。 原

