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支部ひろば支部ひろば

桑名支部桑名支部

平成25年１月19日（土）18：00～ 七里クラブ賀詞交歓会 桑名シティホテル

　　　　２月13日（水）18：00～ 例会 市民会館

　　　　３月27日（水）18：00～ 例会 市民会館

　　　　４月19日（金）16：00～ 支部定時総会・懇親会 ニューハートピア長島

　　　　６月18日（火）14：30～ 行政懇談会・例会 桑名市消防本部

　　　　７月24日（水）18：00～ 例会 市民会館

　　　　８月９日（金） 全国大会参加 県営サンアリーナ

　　　　８月19日（月）18：00～ 例会 市民会館

　　　　９月29日（日） 七里クラブ研修旅行 熊野古道センター、勝浦温泉、

　　　　　～30日（月）  熊野本宮大社

　　　　10月23日（水）15：00～ 市役所免震化工事見学会 桑名市役所

　　　　　　　　　　　18：00～ 臨時総会・例会 市民会館

　　　　11月27日（水）18：00～ 例会 市民会館

　　　　12月18日（水）18：00～ 例会 市民会館

研修旅行は天気に恵まれ、熊野古
道センターを見学して勝浦温泉の
ホテル中の島に宿泊、翌日は熊野
本宮大社に参拝しました。

桑名市役所免震化工事見学会には
四日市・鈴鹿支部からも参加して
いただきました。
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四日市支部四日市支部

　四日市支部では、毎年秋に研修旅行に行っています。ここ数
年は、建築士会三泗支部と合同で開催しています。今年度は、
11月16日に京都の「かやぶきの里・美山」へバスで行ってきま
した。朝８時に近鉄四日市駅西口ロータリーを出発し、鈴鹿Ｉ
Cから東名阪～新名神～京都縦貫道を経由して園部ＩCで高速道
路をおり一般道を東へ、途中「道の駅スプリングひよし」で休
憩して、その後ひとつ目の目的地、常照皇寺に到着しました。
　常照皇寺は、光厳法皇によって1362年に開かれた臨済宗天竜
寺派の禅宗寺院ですが、常照皇寺もまたかやぶき屋根の方丈で
中を自由に散策でき、歴史あ
る建築を間近にみることがで
きました。本来春の桜でも有
名なお寺のようですが、ちょ
うど紅葉の季節で、赤や黄色
に色付いた木々が美しく庭を
飾っていました。

　お昼に地元の秋の味覚を頂いたあと、午後からは今回の研修
旅行の主題である「かやぶきの里」に向かいました。美山北村
は現在50戸の集落ですがその内、住宅32棟（うち４棟は鉄板お
おい）、民族資料館や店舗など６棟の合計38棟がかやぶき屋根
の建築で、集落でのかやぶき建築数は全国第３位です。また、
その他の伝統的技法による建築物群を含めた歴史的景観の保存
度への評価も高く、平成５年12月に国の重要伝統的建築物群保
存地区に選定されております。かやぶきの里内を自由に散策し
たり、お土産を買ったりした後、帰路につきました。
　四日市支部では、毎年支部会員担当役員が思考を凝らし、建築、町並み、新技術など会員の
方々の興味を刺激し、研修と同時に会員相互の親睦を深める企画をたて行っています。今後更な
る会の発展と会員交互の親睦を図るよう活動を続けていきたいと思います。

蒲郡「生命の海洋学館」
浜名湖花博2004平成16年

中部国際空港「セントレア」
南知多温泉郷平成17年

宇治「平等院鳳凰堂」
二条城平成18年

養命酒駒ヶ根工場
「健康の森記念館」・駒ヶ岳平成19年

長浜「黒壁スクエア」
近江八幡市内・水郷めぐり平成20年

郡上八幡
美濃のうだつのあがる町並み平成21年

亀岡トロッコ電車・嵐山・嵯峨野散策
大山崎山荘美術館平成22年

長谷寺・曽爾高原平成23年

メガソーラーたけとよ・佐久島平成24年

近10年の研修旅行行先
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鈴鹿支部鈴鹿支部

　８月31日鈴鹿市地震防災訓練に、建築士事務所協会鈴鹿支部として参加しました。

　当日は台風15号による影響が懸念されていましたが、直前に熱低になったため天気にも恵ま

れ、大変蒸し暑い中での訓練でした。

　「防災啓発・体験コーナー」のブースで、朝７：00より、展示パネルやパンフレット等を準備

し「住宅の耐震補強」について相談者への対応を行いました。

　来る大規模災害に備えて小学生を含め、2,500名余りの参加者が、「住民地震対応訓練」「防災

力強化訓練」の進行順に一体となって訓練を実施しました。

　●日　時　　平成25年８月31日（土）　　8：00～11：30

　●場　所　　鈴鹿市立稲生小学校

　●主　催　　鈴鹿市・鈴鹿市防災会議

　　　　　　　稲生地区自治会連合会

　●参加者　　櫻井、小久保、志村、磯部、市川

ブースの準備風景 展示パネル

訓練風景
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津 支 部津 支 部
　一般社団法人三重県建築士事務所協会の設立30周年と、昨年８月の第37回建築士事務所全国大
会三重大会の成功を心よりお祝い申し上げます。
　さて当津支部の平成25年度年間行事は、例年と同内容でしたが、一般社団法人化による財政面
の負税で例会場所の一部変更をしたことと、建築士事務所全国大会三重大会に関連して４月から
８月まで例年になく会員同志のコミュニケーションがより多くなされたと思います。

　当支部の年間行事は次の通りです。
平成25年　４月10日（水）　支部役員会
　　　　　４月24日（水）　25年度支部総会（津都ホテル）
　　　　　６月５日（水）　支部役員会
　　　　　６月12日（水）　支部例会（津都ホテル）
　　　　　８月７日（水）　支部役員会
　　　　　８月14日（水）　支部例会（津センターパレス）
　　　　　10月２日（水）　支部役員会
　　　　　10月９日（水）　支部総会（津都ホテル）
　　　　　12月４日（水）　支部役員会
　　　　　12月11日（水）　支部総会・忘年会（津都ホテル）
平成26年　２月５日（水）　支部役員会
　　　　　２月12日（水）　支部例会（津センターパレス）

　以上が、津支部の年間行事で、例会スタイルは、前半支部例会・報告事項等、食事会をはさん
で、後半は企業セミナー（毎回２～３社）、その他年２回津市役所との共催によるたてもの相談
会を実施しています。

松阪支部松阪支部
（一社）三重県建築士事務所協会松阪支部ならびに松阪建築協会忘年会

　　日時：平成25年12月4日（水）18：30～
　　場所：お食事処　夏琳

　松阪支部、松阪建築協会の合同忘年会がお食事処夏琳で開催されました。
　顧問の方々も参加され総勢33名ほどの忘年会となり、和気あいあいと楽しい時間を過ごしまし
た。今後も合同忘年会又は合同親睦会を開催し支部の結束を深める所存です。

松阪支部の平成25年度の事業報告
平成25年　４月　平成25年度　松阪支部通常総会
　　　　　６月　行政機関との合同勉強会（松阪支部、松阪建築協会、他団体）
　　　　　８月　松阪支部、松阪建築協会との合同親睦会
　　　　　10月　松阪商工会議所主催、なんでも相談会
　　　　　　　　松阪支部、松阪建築協会合同勉強会
　　　　　12月　年会
平成26年　２月　東邦ガス勉強会及び懇親会（予定）
　　　　　４月　平成26年度松阪支部通常総会（予定）

　（一社）三重県建築士事務所協会が今年度設立30周年を迎えることになりました。松阪支部と
しても大変喜ばしいことでございます。この30周年の記念の年には第37回建築士事務所全国大会
が三重県で開催され成功の内に終わり、全国の会員様より高い評価をいただきまさしく設立30周
年と重なり三重会としては誠にすばらしい年になったと思われます。
　松阪支部も昭和48年７月に松阪建築設計監理協会、会員17名にて発足し、早や41年をすぎまし
た。この41年間にはいろんな出来事があり大変苦労されたと聞いています。今の支部には設立当
時の会員は在籍しておらず、当時より比べれば現在支部会員数は少ないですが少ないなりに内容
のある事業を展開し三重会と共に次回の40周年を迎えたい所存です。
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伊勢支部伊勢支部

平成25年度　年間行事　総会・臨時総会・例会及び役員会
総会（平成25年度通常総会）
開　催　日：平成25年４月11日（木）　ＰＭ１：45～２：26
会　　　場：三重県建設業協会伊勢支部　２階会議室
出　席　者：会員数29人中　19人出席

平成25年６月例会　
日　　　時：平成25年６月11日（火）　PM１：30～PM３：30
会　　　場：三重県建設業協会伊勢支部　２階会議室
出　席　者：会員数29人中19名

平成25年７月例会　
日　　　時：平成25年７月26日（金）　PM１：30～PM３：30
会　　　場：三重県建設業協会伊勢支部　２階会議室
出　席　者：会員数29人中23名

第37回全国大会　三重大会　仕込み
日　　　時：平成25年８月８日（木）　PM１：30～PM３：30
会　　　場：三重県営サンアリーナ
出　席　者：会員数29人中23名

平成25年　第37回全国大会　三重大会
日　　　時：平成25年８月９～10日（火）
会　　　場：三重県営サンアリーナ
出　席　者：会員数29人中23名（９日）三重大会
出　席　者：会員数29人中10名（10日）白石持ち

平成25年　役員会　
日　　　時：平成25年９月24日（火）　PM１：00～PM４：30
会　　　場：三重県建設業協会伊勢支部　２階会議室
出　席　者：会員数18人中13名

臨時総会（平成25年度臨時総会）
開　催　日：平成25年10月８日（木）　ＰＭ１：30～３：30
会　　　場：三重県建設業協会伊勢支部　２階会議室
出　席　者：会員数29人中　21人出席　

平成25年10月例会
開　催　日：平成25年10月８日（木）　ＰＭ１：30～３：30
会　　　場：三重県建設業協会伊勢支部　２階会議室
出　席　者：会員数29人中　21人出席　

平成25年建築キャンペーン
開　催　日：平成25年10月13日（日）　ＡＭ10：00～17：00
会　　　場：伊勢まつり会場　61ブース
出　席　者：会員数29人中　　　人出席　

平成25年12月例会
開　催　日：平成25年12月17日（火）　ＰＭ２：30～３：30
会　　　場：三重県建設業協会伊勢支部　２階会議室
出　席　者：会員数29人中　19人出席　

研　修　会
開　催　日：平成25年12月17日（火）　ＰＭ１：30～２：30
メ ー カ ー：総販売代理店　　㈱シバタ
　　　　　　三重県販売代理店　伊藤石油㈱
テ　ー　マ：「ＣＣＦＬ冷陰極蛍光ランプについて」
講　　　師：株式会社　シバタ　　白　井　啓　雄　様
出　席　者：会員数29人中　19人出席



本部役員との懇談会及び行政への要望を行いました。

※懇談会

　開催日時　　平成25年10月30日(水)

　出 席 者　　本　　部

　　　　　　　　田端会長、濱出副会長、

　　　　　　　　小久保副会長、南常任理事　

　　　　　　　紀州支部

　　　　　　　　植松、浦川、前田、木村

※行政への要望

　・適正予定価格の算定、適正な最低制限価格の設定

　・地元建築士事務所の発注増加

　・建築物の定期調査及び定期点検業務の地元建築

　　士事務所への発注

　・建築物耐震化促進

　熊野市への要望　　　　平成25年10月30日（水）

　御浜町への要望　　　　平成25年10月30日（水）

　紀宝町への要望　　　　平成25年10月30日（水）

　尾鷲市への要望　　　　平成25年10月31日（木）

志摩支部研修事業

　志摩支部では会員の資質向上のために下記の研修会を計画しています。

１．「建築事務所のマネージメント支援ツール」講習会用資料の勉強会を行う。

２．長期優良住宅の普及促進に対する取り組みを行う。

　　CADメーカーの担当者を招いて長期優良住宅の３次元CADを用いた勉強会を行う。

支部ひろば支部ひろば

紀州支部紀州支部

志摩支部志摩支部
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伊賀支部伊賀支部

平成25年

４月22日　　支部総会　　於．ヒルホテル　サンピア伊賀

６月10日　　第1回例会

　　　　　　建材説明会（三重県板金組合・大東商事㈱）

８月５日　　第２回例会

　　　　　　行政懇談会（伊賀建設事務所・伊賀市・名張市・建設技術センター伊賀支所）

８月９日　　全国大会参加

９月26日　　支部研修会　

　　　　　　兵庫県立美術館見学

10月７日　　第３回例会

　　　　　　建材説明会（㈱LIXIL）

12月９日　　第４回例会

　伊賀市では、岡本栄市長による市政も2年目に入り、伊賀市庁舎老朽化に伴う新庁舎建設に対

する議論もいよいよ、結論が出る時期を迎えようとしています。

　伊賀市の表玄関、上野市駅周辺も整備が進められ、様変わりしてきました。

　名張市も含めて時の流れとともに大きく変貌を遂げる伊賀地域の中で、建築士事務所協会伊賀

支部としても、その存在感を示していかなければなりません。

　伊賀支部では2003年度から「無料設計コンペ」という独自の事業に取り組んでおり、市民の方

との接点となる機会づくりだけでなく、それは会員相互の腕を競い合う研鑽の場ともなっていま

す。

　今年度も新たな建築主の方との出会いもありました。

　ここ数年は会員数も少しづつではありますが増えており、ますます賑やかになってきました。

支部忘年会
　松茸や牛肉に舌鼓を打ちながら、１
年の互いの労をねぎらいました。
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建築士事務所キャンペーン

2013
建築士事務所キャンペーン

　2013年の建築士キャンペーンは、三重県・伊勢市・伊勢市教育委員会の後援を受

け、毎年伊勢市で行われる“伊勢まつり”の会場の一角をお借りする形で、10月13日

（日）に開催いたしました。

　“伊勢まつり”は歴史のある祭りで、神宮の神嘗祭に合わせて行われる祭りです。

　10月2日（内宮）、10月５日（外宮）の式年遷宮も無事に終わり、その勢いもまだ

残る中、行われました。当日は少し汗ばむくらい良い天候に恵まれて、今年も多くの

来場者で賑わいました。

　又会員の皆さんには、８月の全国大会に引き続き伊勢に来て頂きありがとうござい

ました。今回もここ数年好評を得ている、来場された子供たちに将来住みたい家の絵

をエコバックに書いてもらい、それをプレスして持ち帰ってもらう企画の他、住まい

日 時　平成25年10月13日 ㈰ 



に関するアンケートを実施し、建築無料相談会のコーナーも設置いたしました。エコ

バックに関しては150名を対象に用意したのですが「大人は参加できないのです

か？」と問い合わせがあるほど、品切れとなる盛況ぶりでした。

　あわせて、子供たちの保護者の方を中心にアンケートにもご協力をいただき、100

件近い回答を得る事が出来ました。

　子供たちに書いてもらった絵については、各々の作品の写真撮影したものを広報渉

外委員会で厳正に審査を行い、（一社）三重県建築士事務所協会会長賞２点、その他

協会賞として７点について優秀作品が選ばれ、表彰する運びとなりました。

　単に絵がうまいということだけでなく、自由な発想で斬新なアイデアが盛り込まれ

た作品がやはり評価が高かったように感じます。

　事務所協会会長賞については、後日、受賞された生徒のいる学校へ出向き、当協会

会長より直接、表彰状と副賞が授与されました。

　昨今の景気の低迷に呼応するように、大人だけでなく子供たちの建物に対しての夢

も希薄となっている印象を受けます。

　このような企画を重ねていくことで少しでも建築に、より興味を持ってもらえる一

助になればと願っております。

伊勢支部　和田敏男

大湊小学校　強力果恩さん

修道小学校　大田　熙夢さん
三谷　侑子さん



森井　夏未さん
明倫小学校

稲吉　里穂さん
明野小学校

中村　優飛さん
進修小学校

柴田　奈穂さん
御薗小学校

大田　熙夢さん
修道小学校

三谷　侑子さん
修道小学校

浜口　結衣さん
浜郷小学校

米山　莉愛さん
二見小学校

三重県建築士事務所協会賞

強力　果恩さん
大湊小学校

三重県建築士事務所協会会長賞

表彰作品表彰作品 （一社）三重県建築士事務所協会

森井 夏未

大田　熙夢さん 浜口 結衣さん 米山 莉愛さん

未さん 稲吉 里穂未さん 稲吉 穂さん
学校

中村　
進

穂さん 中村
進修小学校

奈穂さん
御薗小学校

優飛さん
修小学校

柴田　
御薗

三谷 侑子さん

三重県建築士事務所協

強力 果恩さん

協会会長賞士事務所協



思いもよらないアイデアを出してくれると思うから   7
自分の希望するものを設計してくれると思うから 27
予算を守ると思うから   9
完成後のフォローをきちんとしてくれると思うから 20
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Ｑ１．あなたの性別・年代をお教えください。

Ｑ２．住宅を建てられる（購入される）場合、どのような住宅が良いと思われますか？

Ｑ３．設計事務所（建築士事務所）はどのような
　　　仕事をしているか知ってみえますか？

Ｑ４．住宅を建てられる場合、設計は誰に依頼したいですか？
　　①　次の中からお一つお選びください。

　　②　①で設計事務所（個人、会社）を選んだ理由は
　　　　どれですか？（3つまで選択可能）"

　　③　①で設計事務所（個人、会社）を選ばなかった
　　　　理由は？（3つまで選択可）

　　②　建築主に代わって行う工事の内容チェック、
　　　　検査などの工事監理の仕事は？

Ｑ６．今日の建築士事務所キャンペーン催しの内容に
　　　ついておたずねします。

Ｑ５．今日の建築士事務所キャンペーンの催し
　　　はどこで知りましたか？"

その他、ご意見、ご感想があればお聞かせください。
　＊親子ともに、よくして頂いたので、まつりの楽しい思い出がで
　　きました。子どものエコバック、大切に使います。ありがとう。
　＊マイバック作り、参加させていただきありがとうございました!!
　＊また来年来たいです。

平成25年度建築士事務所キャンペーン　ご来場アンケート結果
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