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平成２８年７月１７日（日）
「第８回職人フェスティバル」が日の
出町商店街・新博多町商店街で開催され
、今年も折り紙建築で参加しました。子
供たちに建築について興味をもってもら
えるよう、無料体験ブースを出展しまし
た。折り紙建築では、一枚の紙に切れ目
を入れたり折ったりしながら建物をつく
っていきます。開店からたくさんの子供
たちが体験してくれました、中には二度
三度と足を運んでくれる頼もしい子供さ
んもいました。また今年は大分県立工科
短期大学校とのコラボブースで、学生さ
ん達と共同して大変賑わいました。
初めて参加しましたが、教える自分た
ちも思わず作品づくりに没頭してしまい
ました。
まだ体験したことのない方は、ぜひと
も次回参加してみてください。
（記事作成：千原 仁）
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建築士会中津支部の新年会 開催
ハイライト:
· 中津支部 新年会
· 中津支部 通常総会

平成28年１月15日（金）
18：30～
建築士会中津支部の新年会が、龍華飯
店にて行われました。

· 職人フェスティバルの参加
· 夏の合同親睦会

冨部支部長あいさつ 、中華料理の円卓
を囲みながらの新年会は大いに盛り上
がり、賑やかで和気あいあいとした雰
囲気の中で新年をスタートしました。

· 全国大会が挙行

夏の合同親睦会 開催
28年8月26日に地魚屋台ぜんちゃんで
「『夏の合同親睦会』宇佐･中津･豊前の
青 年 部 Ｇ Ｏ !」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、ノミニケーシ
ョンを行いました(^^♪
宇佐からは、椛田支部長と歴代青年部
長と顔馴染みの皆さんや新会員さんが参
加してくれました。豊前からも毎年顔馴
染みの皆さんが参加してくれまして、賑
やかに親睦を深めることができました(^^
尚、今回は工科短大卒業生(近隣住まいの
方)に、吉田先生から呼び掛けをして戴き

中津支部 スタッフ参加

平成２８年度 建築士会中津支部 通常総会 開催
平成28年５月27日（金）16：00～
平成28年度 建築士会中津支部 通常総
会が、中津教育福祉センターにて行わ
れました。

【新三役】
支 部 長 ：中尾 忠廣
副支部長：喜多嶋 茂

、工家

一彦

議題として
１）２７年度事業報告及び収支決算
報告ならびに監査報告
２）２８年度事業計画及び収支予算
案について審議がなされ、質疑応答の
あと、満場一致で承認されました。そ
の後、役員改選が行われ新三役が選任
されました。
【青年部新三役】
青 年 部 長：是本
副青年部長：千原

昭善
仁 、松山

職人フェスティバルに折り紙建築で参加

「水曜喫茶室」

桂嗣

総会終了後、会場を「あかとら」に移
動し、懇親会が行われました。

旧三役の方々、任期お疲れ様でした 。
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、1～15期生のＯＢ&ＯＧの7名が士会に
興味を持って参加してくれました 。
今後は、会員の掘り起こし目的としても
交流の場を図って行きたいと思います。
（記事作成：是本 昭善）

毎月第２水曜日に開催中

毎月第二水曜日19時から建築会館２
階、建築士会中津支部の事務局で水曜喫
茶室を行っています。
建築に関する情報交換を目的としてい
ますが、テーマが決まっているわけでは
なく、仕事上の疑問点や興味のある話を
参加者で掘り下げて楽しい時間にしてい
ます。参加者が増えればそれだけ沢山の
話題が出てきて有意義な時間になりま
す。
最近は宇佐市から参加する方も現れ、
話題の幅も広がりました。
建築士会の会員に限らず、建築に興味が
ある方は是非参加してください。
お待ちしています。
（記事作成：山村 増治）

熊本地震で現地入りされた佐藤さんより
被害概況をスクリーンに映写して拝見

第59回 建築士会全国大会「大分大会」が挙行

第

職場訪問

号

現在、阿部建設の代表取締役をしてい
ます阿部 傑（まさる）と申します。
建築士会には父が在籍しており、釣りが
好きで士会に釣りクラブがあったころは
いつも参加していました。現在4人の建築
士がおります。
木造建築の施工から創業以来、日本の
文化・伝統に敬意を払い、技術・施工に
日々向上心をもって精進して多様化する
現在の住宅、建築事情にグローバルな視
点で対応できるように切磋琢磨していま
す。

平成２８年１０月２２日
大会テーマ「ひとづくり」「ものづくり」
「まちづくり」 で地域の創生
～おんせん県おおいたで湧き上がる多様な知恵～

大会主会場は、大分市出身の磯崎新氏設計
による別府ビーコンプラザです。サブ会場
は、逓信建築の先駆者吉田鉄郎氏の手になる
1928年竣工の別府市公会堂です。大会に集
われる皆様が､｢ひとづくり」「ものづくり」
「まちづくり」に湧きあがり、おいしく、た
のしく、きもちよく、多様性のおおいたをご
堪能いただく内容（県内各地に温泉地､自然
公園面積（全国6位）海･山の景勝地､食材も
豊富。国宝の富貴寺､宇佐神宮の建築宝庫 ）

わたしの作品

～中津支部から スタッフ参加～
半世紀ぶりとなる大分県での全国大会
ということもあって、中津支部の会員皆
で複数参加を募って、スタッフとして前
日また当日に長時間お手伝いをいただき
ました。当日は雨の降る中、各部署に配
置の皆さま大変お疲れ様でした。中でも
雨天で足元の悪い中、販売ブースで出店
準備とそば販売をされた高榎さんと皆さ
ん、本当にありがとうございました。ま
た、駐車場や受付やクロークの係スタッ
フをされた皆さまも、来場者数3000名
を超す大イベントで大変ご苦労されたと
思いますが、皆さんの笑顔がとても印象
に残る思い出の大会となりました（^o^／

どこでの場面？
お二人の笑顔の意味は⇒
設計：やまむら一級建築士事務所
尾垣俊夫建築設計
構造：株式会社さとう不動産設計事務所

～エクスカーション Ｂコース～
エクスカーションＢコースは杵築・国
東を巡りました。 大分駅と別府トキワ前
で参加者をバスに乗せ、最初に杵築散
策。 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。 いい街並みです。 早歩きの散策
だったのがもったいないです。

昨年、住宅事業部GRACE HOME（グ
レースホーム）を開設しました。関係各
社との協力体制をより強固にし、「地球
環境に配慮した注文住宅」をモットーに
着実に歩みをすすめる所存です。
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参加者が京都府会の方が多かったので
見る所が違います。 土塀だったり庭木
だったり灯篭だったり、さすが京都の建
築士。 杵築の後は富貴寺に行きました。
言わずと知れた国宝です。 その後に豊
後高田市で昼食を頂き、文殊仙寺に行き
ました。 300段の階段はきつかったです
が、登った先にはこの建物が凄いです、幻想的な空間でした。 それから
大分空港を経由して別府、大分で解散して終わりました。
エクスカーションＢコースは、時間通り
に大きな問題もなく終わることが出来､参
加した方々には楽しんでいただけたと思い
ます。
（記事作成：山村 増治）

大分県中津市中央町１丁目５－２４
（株）中津建築会館内

道の駅なかつに、新たな木材需要とし
て期待されるCLT(直交集成材）を用いた
小さな東屋の計画。CLTの普及・PRと共
に施設の環境・活動との関係が強く求め
られた。
ここでは、CLTによって新たな木質の
表現の可能性を示唆すると共に、様々な
人びとが集まる場所（道の駅なかつ）と
して、様々な人びとが『集う事の出来き
る居場所』を考えた。
H400の細長い基礎の上を、曲線を描
いたCLTパネルの構造壁が揺らぎながら
屋根を支える単純な構成とした。
基礎は誰もが気楽に立ち寄れる縁側の
ようなベンチ、曲線を描いた構造壁は
個々の居場所をつくる仕切りや背もたれ
といったように、CLTによって構造を家
具化する建築表現を試みた。曲線の加工
は工場にてCAD データーより制作し、新
たな構造壁の表現を示すとともに小規模
ゆえのシンプルさとシンプルな施工を
CLTによって考えた。

電話: ０９７９（２４）３５９７
FAX: ０９７９（２４）７３２０
電子ﾒｰﾙ:n-shikai@estate.ocn.ne.jp

新規会員紹介
この度、１名の会員が入会しました 。
ご紹介します。（H2９年1月現在）
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/

会員名
会社名
住所
電話

：
；
：
：

会員名
会社名
住所
電話

：
；
：
：

乙部 恭枝
豊建設工業株式会社
中津市大字是則1306番地
0979-32-7878（代）

これからもよろしくお願いいたします。
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■揺らぎの構成について
1)揺らぎが施設の環境や活動に対して関
係を開き結び
2)揺らぎが抑揚を持った場所を生み個々
の居場所を形成し
3)揺らぎが心地よい風と視線を通し、冷
たい風と他者の視点を遮り
4)揺らぎが様々な人びとが集う事を許容
する
CLT（揺らぎの構成）によって道の駅
なかつの東屋のあり方をクリアーに示す
ことを目指した。
2017年3月末の完成を予定し、建て方
見学会を開催予定

事務局より
今年の事務局はコーヒー☕だけでなく
紅茶も準備しております。
お立ち寄り下さい。
事務局

原 より

今後の予定
１月２７日 建築士会 新年会（龍華飯店）
２月４・５日 まちなみ会の研修旅行
（阿蘇～熊本 )～世界遺産見学～
※まちなみ歴史探検は、H28年度次行は終了
しましたが、歴史探検は29年度も行いますの
で、皆さまご協力お願いします。
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