
建築士会全国大会 石川大会に参加しました 
ハイライト: 

· 石川大会に参加 

· 歴史と浪漫を探訪する 

· 夏の合同親睦会 

· おおいた建築セミナー 

· 改正建築基準法等講習会 

· 職人フェスティバルの参加 

· 新規に２名の会員が入会 

 

公益社団法人 大分県建築士会中津支部 

発行日  H27.12 第 32 号 

 ◇いよいよ来年は「大分大会」です。

今回はその視察もあって、支部からは

計10名が参加しました。 

大会の前日は、全国建築士フォーラム

「あつまれ！青年建築士～魅力ある未

来社会につなぐ地域実践活動～」に是

本と松山が参加しました。 

 

興味を持ったのは、長野県建築士会佐

久支部の「まちづくりの変革に挑む～

小諸のまちなみと市民の声～」と題し

たもので、小諸市の町の衰退に対して

市政が打ち出した「コンパクトシティ

構想」の是非を問う住民の声を聞き、

建築士会と信州大学の共働でアンケー

ト調査（約862通もの回答回収）を行

い、その結果、シンポジウムまで開催

に至って、最後には議会に呼ばれるほ

ど注目を浴び、とうとう市政を動かす

まで踏み込んだといった活動報告で、

発表者の自信溢れる説明に魅了されま

した（松山さん頑張って?質問しまし

た） 

※フォーラムの投票で見事一位を得て

大会で表彰されていました。他にも面

白いものや参考になる発見も！ 
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◆フォーラム後の懇親会では、大分大

会ＰＲ活動の一環で用意したお土産の

竹箸を配りました。何故か大会ＰＲの

映像に「シンクロ」ならぬ「シンフ

ロ」（Youtubeで検索して見れます）

を流して「温泉県おおいた」のＰＲを

青年部皆でしてきました（^^; 県本部で

用意した青ジャンパー着てＰＲ名刺も

配って回りました(^^♪                         

芸子の｢ぽん太」さんと♡ 

 

◇大会当日は大分のブースで来年の全

国大会のＰＲ活動をしました。 

式典会場の石川県立音楽堂2Fコンサー

トホールも雰囲気良かった。 

 

来年の10月には、大分県で建築士

会の全国大会が行われ、全国から

約4000人の建築士が集います。現

在、大会に向けて準備を進めてい

ますので、大会への参加とご協力

をお願いします。 

 

←式典で大会旗を授与された会長 

建築士 なかつ 
平成２７年９月６日（日）「中津の古

社と傀儡子（くぐつ）や人形芝居ゆかり

の神社を辿る」と題して、史跡と浪漫を

探訪する会が開催されました。 

        

秋の恒例行事となったこの歴史散策は、

今年で１０回目。参加者は３２名（一般

２３名、まちなみ会・建築士会９名）で

、今回は吉富町と旧中津市内の由緒ある

神社を見学しました。 

 

八幡古表神社と薦神社では宮司さん自ら

説明していただき、参加した皆さんは熱

心に耳を傾け、歴史に思いを馳せながら

興味深く見学していました。 

【見学コース】 

中津市役所出発--- 吉富町八幡古表神社 

--- 角木 闇無浜神社 ---北原 原田神社 --

- （昼食）一久庵 --- 福島 古要神社 ---      

大貞 薦神社 ---中津市役所到着 

 

※傀儡子（くぐつ）とは 

木偶（木の人形）またはそれを操る部

族のことで、当初は流浪の民や旅芸人の

うち狩猟と傀儡（人形）を使った芸能を

生業とした集団、後代になると旅回りの

芸人の一座を指した語。傀儡師とも書く

。ま た 女 性 の 場 合 は 傀 儡 女（く ぐ つ 

史跡と浪漫を探訪する会 開催 

第3 回 おおいた建築セミナー in 宇佐 

夏の合同親睦会 開催 
今回、都合により参加できなかった皆様

におきましても、次の機会にふるって参

加をしていただき、会員皆様の親睦をさ

らに深めていきたいと思います（＾＾/ 

平成27年8月28日（金）に「『夏の合同

親睦会』WITH宇佐･中津･豊前の青年部」

を開催しました。 

今年も、「近隣エリアの青年部･女性部の

仲間を交え、さらなる交流を深めて活性

化に繋げたい」との企画で、中津支部：1

3 名＋オブザーバー１名、宇佐支部：0 

名（今回は参加の都合がつかず残念）、

豊前：5名の総勢19名で、盛大かつ楽し

いノミニケーションを開くことができま

した！参加された皆様、有難うございま

した！ 

今後も、このような交流の場を作って行

きたいと思います。 
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建築士 なかつ 

め、多くの歴史的建造物の国登録文化財

に申請するための調査を踏まえた話をさ

れ、その歴史的価値と今後の保存・活用

にむけての取り組みなどを拝聴しまし

た。「蓮台柱」といった名称がどの部位

を指すのか苦労話もありました。 

 平成２７年１０月３日（土） 

今年の「おおいた建築セミナー」は宇佐

で開催され、中津支部から、支部長をは

じめ５名で参加しました。 

式典・講演の会場が、浄土真宗本願寺派

四日市別院（四日市西別院）本堂で行わ

れ、開会式の開始前に「一同 礼拝、合

掌」から始まり、神聖な雰囲気の中で開

催され、とても斬新でした。 

今回のセミナーを通じて、宇佐の価値あ

る伝統建築や史跡等の文化遺産を堪能す

ることができ、充実した大会を楽しみま

した。 

講師：岸 泰子(九州大学大学院 准教授） 

講演では、本願寺四日市別院について、

江戸時代後期に建設された本堂をはじ



 平成２７年８月６日  

 「改正建築基準法等及び改正建築士法に関

する講習会」が建築士会中津支部の主催で行

われました。 

   会場 ： 中津市勤労青少年センター 

【講習会の内容】 

   ①改正建築基準法等について 

     講師：中津市役所 

        建築指導課 西郡敏宏 氏 

   ②改正建築士法について 

     講師：大分県中津土木事務所 

        建築住宅課 建築住宅班 

        市野瀬康平 氏  

 

 

 

 当日は暑い中、職人さんたちのブース

は去年よりも出展数が増えて、多くの来

場者で大盛況。折り紙建築ブースも、開

店早々子供たちに大人気で、息をつく間

もないほどの多くの来場者に大忙しでし

た。 

 今年も工科短大の先生と多くの学生さ

んに手伝っていただき大変助かりまし

た。 

  

「第７回職人フェスティバル」がダイ

ハツアリーナで開催され、今年も折り紙

建築で参加しました。 

 子供たちに職人の仕事を知ってもらう

ことを目的としたイベントも今回で７回

目。 

 毎回夏休みの親子連れで大変盛り上

がっています。 

 私たちも「子供達が建築に対して少し

でも興味と親しみを持ってもらい、建築

士が将来の夢の一つになれば」という目

的でブースを出展しました。 

改正建築基準法等及び改正建築士法に関する講習会 

職人フェスティバルに折り紙建築で参加しました 

 「水曜喫茶室」毎月第２水曜日に開催中  

 昨年末から月一回のペースで水曜喫茶

室を開催しています。 

 基本的に毎月第２水曜日の夜ですが、

変更することもあります。その時は建築

士会中津支部のＨＰで告知しますので、

士会ＨＰをたまに覗いてください。 

 今後は、勉強会や街に出ての活動など

も視野に入れて「楽しく学ぶ場」をみん

なで創りたいと思っています。 

 水曜喫茶室に参加してみたい方や、検

討してほしいテーマや問題、開催してほ

しい勉強会などありましたら、建築士会

中津支部事務局まで連絡お願いします。 
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大分県中津市中央町１丁目５－２４  

（株）中津建築会館内  

電話: ０９７９（２４）３５９７ 

FAX:  ０９７９（２４）７３２０ 

電子ﾒｰﾙ:n-shikai@estate.ocn.ne.jp  

 

公益社団法人  

大分県建築士会中津支部 

 皆様いかがお過ごしでしょうか？ 

今年度より午前中のみの業務になりま

す。おいしいコーヒーを入れて待ってお

りますので、事務局に気軽によってくだ

さい。       事務局 原 より 

 
今後の予定 

 １月１５日 建築士会（龍華飯店） 

 １月３０・３１日 研修見学会 

          飫肥-綾町 

 ２月１３日 パッションから繋がる 

          kizuna In 鹿児島 

 ２月２６日 まちなみ歴史探検 

            （大幡小学校） 

  

この度、2名の会員が入会しました 。 

ご紹介します。（H27年12月現在） 

 

会員名 ： 井上 裕介 

会社名 ； 株式会社カリキタ 

住所  ： 中津市中央町2-3-15 

電話  ： 0979-43-2122  
 

会員名 ： 尾垣 俊夫 

会社名 ； 尾垣俊夫建築設計 

住所  ： 中津市大字角木263-6 

電話  ： 090-7389-8254  

 
これからもよろしくお願いいたします。 

新規会員紹介            事務局より 

建築を通して豊かな社会づ

くりを目指して日々活動し

ております 

ホームページもご覧ください 

http://kentikusi-nakatu.net/ 

わたしの作品 

に配慮しました。 

提案に納得いただき、喜んでいただいた

印象深いお住まいです。 

 

株式会社カリキタ  井上 裕介 

 

 

「平屋が好み。小屋裏物入れが欲しく

て、固定の階段で昇り降りしたい。」と

いうお施主様のご要望。 

まずは固定式の階段を採用すると小屋裏

利用の二階建て扱いになることを、お客

様に納得して頂き、平屋をベースに計画

をスタート。 

小屋裏はしっかり使える様、差し掛け屋

根にして高さを確保し、写真のような８

帖のゆとりある空間にしました。 

階段から小屋裏へアクセスするための廊

下部分を吹き抜け部分に設け、リビング

と一体的な空間とし、広い開放感となる

ように計画。 

廊下袖壁の造作もデザインアクセント兼

後述の風通しとして採用。 

勾配天井を設けた場合の悩み「夏場に吹

き抜け空間に熱気がこもる」を解消する

為、2階廊下に窓を配置。 

気温差を活かし、リビングの1.5間の掃き

出し窓から2階廊下の窓へ風が吹き抜ける

工夫は和室の建具を閉めた際にもリビン

グ部分に風が通り、熱気を逃がせるよう

職場訪問 
です。より豊かな居場所を求めて、愛着

のある「愛される建築」を求め、今後は

様々な企画やイベント等も積極的に行っ

ていき、地元中津の建築文化の発展に貢

献したいと思っています。 

まだまだ模索の日々ですが、どうぞよろ

しくお願いします。 

はじめまして。尾垣俊夫建築設計の尾垣

です。純粋に建築を考える場所.素直に建

築をつくる場所をつくりたいと思い

2014年6月に建築設計事務所を設立しま

した。 

私は、単なる新しさだけでなく歴史と呼

応する「地続きの建築の新しさ」に興味

があります。 

私の設計は、プロジェクトごとに

1/200～1/10までの大量の模型を作成

し、比較・検討・思考しながら実現へと

向かっていくプロセスで設計を行ってい

ます。模型は私にとって良きパートナー
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