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Topics：大旗健様「旭日双光章」受章
　　　　おめでとうございます

：四国化成工業㈱多度津工場見学会



≪建物概要≫
発 注 者：天別豊姫神社 社務所建設委員会
所 在 地：広島県福山市神辺町大字川北甲142-2
設計監理：株式会社 渋谷設計
施　　工：平和建設 株式会社
設計期間：2014年 ７月～2015年12月
工事期間：2015年12月～2016年 ８月
構造規模：木造平屋建て
建築面積：143.46㎡
延べ面積：129.39㎡
■設計内容
　本建物は、福山市神辺町にある天別豊姫（あまわけ とよ
ひめ）神社の敷地内にある社務所です。天別豊姫神社は国
道 313 号線沿い吉野山の北側にあり、旧神辺町内でも一番
大きな神社となります。
　計画当初、立地条件や工事中の神社運営を考えて、旧社
務所前にある駐車場へ移転する案もありましたが、隣接す
る祈祷所、正面参道からの参拝客導線などに配慮し、旧社
務所が建つ位置での建替えを計画しました。しかし、参
道・旧社務所・駐車場のそれぞれの地盤高さには最大で
3m のレベル差があり、建物配置、床高さの設定には大変
な苦労がありました。最終的には、参拝客にとって歩きや
すいよう、階段 2 段から 4 段のレベル差になるように計画
し、この敷地レベル差を活かして、社務所の屋根が美しく
見えるように計画しました。また、参道から社務所正面の
軒下へ入るときには、程よい高さに化粧梁があり、厳選し
た桧無垢材の香りとぬくもりが伝わってきます。
　社務所内は、祈祷所受付やお札などを授与する事務室、
宮司様が衣装を着替えたりする控室といった社務所機能
と、氏子の皆様が地域行事の準備や集会などを開催できる
広間を配置しています。広間腰壁にも無垢材を貼り、木の
ぬくもりを感じることができます。
　建築計画から工事完了まで、氏子の皆様のとりまとめに
ご尽力くださった建設委員会の皆様、そして、その想いに
応えるべく建設工事に全力で取り組んでくださった平和建
設の皆様、誠にありがとうございました。この社務所が宮
司様、氏子の皆様をはじめ、地域の子ども達からお年寄り
まで幅広く愛される建物となることを願っています。

天別豊姫神社　社務所

玄関ホール

広間

参道からの外観渋谷秀夫・渋谷和正・池田環・大野鈴奈

今月の表紙
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大旗健様「旭日双光章」受章
おめでとうございます

　平成２８年秋の叙勲で当協会元副会長　大旗健氏（７１）が顕著な功績を挙げた人に贈られる、栄えあ

る「旭日双光章」を受章されました。謹んでお慶び申し上げます。

　大旗健氏は、設計業務に精励するかたわら、建築設計技術者として、また関係団体の役員として、

ゆるぎない信念と熱意をもって何事に対しても献身的に取り組み建築設計業界の発展に寄与してこら

れました。

　平成４年５月に当協会の理事に就任されて以来、平成１６年５月に同副会長に就任され、長期にわた

り当協会の発展のためにご尽力いただきました。平成９年には当協会法人設立２０周年記念大会では大

会実行委員長として指導力を発揮されました。

　また、（公社）日本建築積算協会中国四国支部長をはじめ、（公社）日本建築家協会中国支部副支部

長、その他関係団体の役員などを歴任され、公的な業務についても活躍されておられます。

　今後とも豊富な経験をもとに建築設計業界をはじめ各界の発展のため、より一層ご活躍されること

を祈念いたします。

　平成２８年１１月吉日

� （一社）広島県建築士事務所協会

� 会　長　　小　西　郁　吉

大旗健氏
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建物や建物の敷地に設けられた駐車場で、運転を誤って自動車が外壁等を突き破り、転落する事

故が発生しています。 

このような事故は、車内の運転者や同乗者だけでなく、落下した自動車や飛び散った破片などに

より、そばを歩いている人や自転車などにも被害が及ぶ重大な事故につながる恐れがあります。 

建物を所有・管理する方や、これから建物を建てる方は、事故防止のための対策をお願いします。 

 

建築主(建物の所有者や管理者等)の皆さんへ 

駐車場の設置や改修をする場合は、自動車の転

落事故が起きないような対策を講じてください。 

 

設計や施工に携わる建築士等の皆さんへ 

駐車場の設計や施工に際しては、自動車の衝突

による衝撃を想定し、転落事故防止対策に配慮し

てください。 

また、必要に応じて、既存の建物についても、

所有者や管理者等の方々に、転落事故防止対策を

御提案くださいますようお願いいたします。 

なお、転落事故防止対策については、国土交通

省から次の技術的助言や設計指針が示されていま

すので、参考にしてください。 

  

▶ 技術的助言 

 平成１５年２月２５日国住指発８２９０号

「駐車場における自動車転落事故防止対策に

ついて(技術的助言)」 

 

▶ 設 計 指 針 

 駐車場における自動車転落事故を防止する

ための装置等に関する設計指針 

 

 

【問い合わせ窓口】 

広島市都市整備局指導部建築指導課(電話番号(082)504-2288)または次の問い合わせ窓口 

問い合わせ窓口 電話番号 問い合わせ窓口 電話番号 

中区役所建築課 (082) 504－2579 東区役所建築課 (082) 568－7745 

南区役所建築課 (082) 250－8960 西区役所建築課 (082) 532－0950 

安佐南区役所建築課 (082) 831－4952 安佐北区役所建築課 (082) 819－3938 

安芸区役所建築課 (082) 821－4929 佐伯区役所建築課 (082) 943－9745 

 

            広島市       (平成 28 年 11 月 11 日) 

▶ 国土交通省のホームページで 
ご覧いただけます。 

国土交通省 建築物事故 検索 

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build 
/jutakukentiku_house_tk_000037.html 

ホーム＞政策・仕事＞住宅・建築＞建築＞建築物等における事故・災害対策 

建築物等における事故・災害対策について 

▶ 建築物等におけるその他の事故対策について 
●（平成１５年２月２５日）駐車場における自動車

落下事故防止対策について（技術的助言） 

駐車場での自動車の転落事故防止対策のお願い 
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＜月　間　行　事＞
� 平成28年11月1日～平成28年11月30日　
⃝11月２日　　広島県消費生活課建築相談　　
　　　　　　　　　於：広島県生活センター� 益本指導委員・苗村住宅委員出席
⃝11月９日　　法人設立40周年記念事業部会
⃝11月９日　　地域産材を活用した木造建築物の許容応力度設計講座第５回
　　　　　　　　　於：建築サロン� １９名出席
⃝11月10日　　日事連総務・財務委員会　　　　於：日事連会議室� 車田副会長出席
⃝11月11日　　広島住まいづくり連絡協議会　　於：広島市役所� 事務局大木主任出席
⃝11月12日　　ＮＰＯテクノレジェンド宝の山第５回建築学セミナー　　
　　　　　　　　　於：広島工業大学広島校舎� 河原専務理事出席
⃝11月13日　　建築物耐震診断等評価委員会
⃝11月14日　　法人設立40周年総務渉外部会
⃝11月14日　　総務渉外委員会
⃝11月14日　　広島県との意見交換会
　　　　　　　　　於：建築サロン� 広島県７名・協会１１名出席
⃝11月15日　　教育委員会
⃝11月16日　　法人設立40周年式典・祝宴部会
　　　　　　　法人設立40周年事業実行委員会
⃝11月16日　　木造建築物設計のための木構造基礎講座第５回
　　　　　　　　　於：福山市市民参画センター� 22名出席
⃝11月17日　　情報・編集委員会
⃝11月18日　　会員交流委員会
⃝11月19日　　協会顧問高山博州先生 広島県議会副議長就任祝賀会　
　　　　　　　　　於：尾道国際ホテル� 小西会長・衣笠政研会長・車田政研幹事長・河原専務理事出席
⃝11月21日　　法人設立40周年記念誌部会
⃝11月22日　　三役会・地域理事会・見学会・懇親会
　　　　　　　　　於：三次市� 小林顧問、役員・事務局18名、備北地区会員６名出席
⃝11月22日　　管理建築士講習　　　　　　於：建築サロン� ９名出席
⃝11月24日　　広島市住宅相談　　　　　　於：広島市役所� 立石指導委員長出席
⃝11月24日　　広島市との意見交換会　　　於：広島市役所� 広島市９名・協会８名出席
⃝11月24日　　ＪＥＲＣＯリフォームコンクール審査会　　
　　　　　　　　　於：広島グランドインテリジェントホテル� 衣笠副会長出席
⃝11月25日　　ＪＡＡＦ-ＭＳＴ講習会　　 於：建築サロン� 15名出席
⃝11月26日　　建築物耐震診断等評価委員会
⃝11月28日　　日事連中四国ブロック協議会　　
　　　　　　　　　於：リーガホテルゼスト高松� 小西会長・車田副会長・河原専務理事出席
⃝11月30日　　震災建築物の被災度区分判定基準及び復旧技術指針講習会
　　　　　　　　　於：広島商工会議所　　　　　　　　　　　　　　　

＜ 今 後 の 行 事 予 定 ＞
⃝12月２日　　日事連全国会長会議
　　　　　　　日事政研政経フォーラム
⃝12月10日　　顧問懇談会
⃝12月13日　　相談役会
⃝12月14日　　地域産材を活用した木造建築物の許容応力度設計講座第６回
⃝１月11日　　新年互礼会
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ひろしま住生活月間「住まいの情報プラザ」に参加して
　平成28年10月28、29日の金土曜日に、紙屋町地下街シャレオ中央広場で、ひろしま住生活月間の住

まいの情報プラザ「考えよう！みんなの住まい　みんなの防災」が開催されました。当日は秋晴れに

恵まれ、また広島城周辺で「ひろしまフードフェスティバル」も行われており、多くの人が賑わう週

末でした。本事業は国交省が中心となり、毎年１回、住生活月間である10月に全国一斉に行われてい

ます。

　広島県建築士事務所協会は11年前から「ひろしま住生活月間実行委員会」の一員に加わり合同開催

となりました。今年は、次の方々が事務所協会のメンバーとしてイベントに参加されました。

　耐震班　　　　　　28日担当　吉野　康夫さん（エスティー・ワイズ）

　住宅相談班　　　　28日担当　苗村　淳子さん（アサヒ建築設計事務所）

　　　　　　　　　　28日担当　斉藤　昌敏さん（みらいプラス住宅検査）

　　　　　　　　　　29日担当　髙田　宏幸さん（アークス）

　　　　　　　　　　29日担当　平賀　幸壮さん（下岸建設）

　ちびっこ工務店班　29日担当　大木　一郎　　（広島県建築士事務所協会）

　イベントは、簡易版木造倒壊ぶるる、ちびっこ工務店、クイズラリー＆ガラポン抽選会、住宅相談

など盛りだくさんの内容でした。来場者数は２日間で1310名あり、住生活に対する県民の皆さんの関

心の高さがうかがえました。
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10月18日（火）に技術委員会主催によるシコク景材㈱多度津工場の工場見学会に参加しました。シ
コク景材㈱は四国化成グループの一員として、高品質、高機能、そして美しさを兼ね備えたエクステ
リア商品を生み出しています。今回は賛助会員でもある四国化成工業㈱様の御協力により、参加者16
名にて開催されました。

香川県多度津町までのバス移動中、車内でビデオ勉強会『エクステリアで見直す暮らしの安全』を
行いました。エクステリアに要求される美観、施工性そして耐久性を解説し、いかに高い次元で要求
に応えるか、その技術を解説していただきました。また、近年シックハウス対策として注目される塗
り壁について、吸放湿性や消臭効果など注目される効果を解説していただきました。

シコク景材㈱多度津工場到着後、会社及び工場の概要説
明をしていただきました。続いて工場内へ移動し『アコー
ディオン門扉、フェンス、サイクルポート、カーポート等
エクステリア製品の製造工程』について見学を行いました。

【豆知識】
アコーディオン門扉は四国化成が昭和40年代に世界で初めて開発しました。現在では多彩な
バリエーションの製品を生み出しており、設置場所を選ばないノンレール&ノンキャスターの
「リフティングアコー」など新機能のヒット商品が多度津工場から生まれているそうです。

作業工程順に整理された材料置き場、プログラム化され
た切断機械、指定寸法通りにフレームを作成する加工機械
をみて品質の高さを感じました。さらに、作業者の動きま
で考慮し、工程の短縮、責任感、そして安全に繋がる加工
機械の効率的な配置など大変興味深く見学しました。
素材の切り出しから組み立て、完成品をチェックし商品
化に至る見事な手さばきを見て社員の皆様が本当に良い製
品を届けたいという志の高さを感じました。

四国化成工業㈱ 多度津工場見学会（エクステリア製品）

技術委員会委員　網代木　学
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敷地内にはシコク景材と隣接して四国化成工業の四国営業所があります。また倉庫管理は機械化さ
れ、迅速な受注処理と安定した製品供給体制を持つ拠点施設であると感じました。

会議室に戻り、質疑応答を行いました。製品の高い品質を守るために苦労されたことや、アコー
ディオン門扉の技術や製作秘話、R&Dセンター・現場・営業がスクラムを組んで新商品を開発してい
くなど解説して頂き、体験と併せて深く理解できる良い機会だと感じました。

参加者の皆様もこの工場見学によって、エクステリア製品への興味や認識が少し高くなったのでは
ないでしょうか。
技術委員会ではこれからも、実際の施工現場見学と併せて建築に関係する様々な専門分野のプロの
話や、生産過程を見学させていただく機会を設けて行きます。

最後になりましたが、シコク景材㈱様そして四国化成工業㈱様には、作業の御迷惑になるにも関わ
らず工場内を見学させていただきありがとうございました。御社の今後益々の御発展並びに御活躍を
御祈りし改めて御礼申し上げます。

シコク景材㈱多度津工場内で集合写真
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５回シリーズの講座は昨年度、広島地区で行った講習会が好評で今年度は福山地区での講習となり
ました。
県産材の利用促進、公共建築物の木造化が叫ばれている中で、木構造の理解、県産材の流通、そし
て構造計算として許容応力度計算の修得を主なテーマに掲げて開講しました。
またこの講座は昨年度に引き続き、林野庁の「地域材利用の木材関係者への支援対策事業」に採択
されました。
広島県では林業課が主催する「木造塾」が、平成26年、2７年と２回開講され、木造建築物設計のた
めのコーディネーターの養成を実施されています。当技術委員会の講座は、これと考えは同じとしな
がら「木構造設計の修得、設計者の育成」を主目的としています。
各回の講義内容は次のとおりです。
【１回】木質材料の特徴・規格・強度（基準強度・許容応力度）
　　　　地域産木材の流通（樹種・規格他）
【２回】木造建築の構造計画
　　　　構造計算の種類と概要、許容応力度計算の概要
【３回】荷重・外力の算定、構造計算演習１（水平力に対する許容応力度計算１）
【４回】構造計算演習２（水平力に対する許容応力度計算２）
【５回】構造計算演習３（横架材、柱の断面検定）

ただ、受講者2７名の方の大半が意匠系の建築士の皆さんであったために、当初の講義内容を少し変
更しましたが、意匠系の方にとっては理解し難いところも多々あったのではと思いますが、20名近く
の方が全５回受講と熱心に勉強していただき、木構造をテーマにした第１回目の講座としては大きな
成果が得られたと思います。
講義の資料は自らが設計に携わった木造建築物をモデルプランとして、パワーポイントで263ページ
に及ぶ手作りの資料で進めていきましたが、この資料づくりで自らも木構造の再勉強をすることがで
きました。受講された皆さまも、勉強された木構造を考えに入れられ、今後の設計に生かし、設計の
幅を拡げられればと思います。
最後に当講座開講に際し、河原専務理事をはじめ協会事務局の皆さまのご協力にお礼を申し上げま
す。

「木造建築物設計のための木構造基礎講座」を終えて
林野庁の「地域材利用の木材関係者への支援対策事業」

技術委員会委員長　吉野　康夫
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講師の吉野康夫氏　

セミナー受講者　

集合写真
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　今年度より賛助会員に加入しました（株）東建ジオテックの平本と申します。事務局の大木様からお
電話をいただき、今回執筆することになりました。
　私にとってお酒とは、日々の生活に欠かせないものとなっています。入社当初は、晩酌することは
少なかったのですが、役職が上がるにつれて、ストレスからか晩酌の日数が増えていき、今では毎晩
飲んでいます。
　年齢を重ねるにつれて、体重の増加や人間ドックの結果が気になり始め、メタボリックシンドロー
ムの予防として６年前からランニングを始めました。地元の岩国市で開催される「錦帯橋ロードレー
ス」や「しゃくなげマラソン」の大会で５km～ハーフ（20.09７5km）に参加し、今年参加したハーフ
のタイムは１時間54分41秒でした。走った後のビールが格別に美味しく飲み過ぎて、体型はランニン
グを始める前とあまり変わっていません。
　岩国のお酒といえば、旭酒造の「獺祭」があります。旭酒造がある獺越（おそごえ）の地名の由来
は「川上村に古い獺がいて、子供を化かして当村まで追越してきた」ので獺越と称するようになった
といわれておりますが、この地名から一字をとって銘柄を「獺祭」と命名されたそうです。
　獺祭の種類には、最高級の「磨きその先へ」から「２割３分」、「３割９分」と精米の磨きによって
ランクがありますが、私のお薦めは「獺祭　等外」です。価格が安く、味もあまり変わらないので、
自分で飲むには最適です。

（株）東建ジオテック　広島支店
平本　和則　

山口県岩国市に生まれ、広島工業大学を卒業後に、（株）東建ジオテックに入社しました。入社後、
広島支店に配属となり、23年が過ぎました。
弊社の広島支店は昭和40年（1965年）に開設し、広島県内の地質調査では51年の実績がありますの
で、地盤データやお見積のご依頼、ご質問などお気軽にお問い合せください。
座右の銘：継続は力なり
趣味：スポーツ観戦、ランニング

第138回

獺祭　等外
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　獺祭は使用米である山田錦のみを原料米としていますが、「等外」は等級のつかない等外米を使用し
ています。この等外米は、粒の大きさがバラバラで不揃いなため、日本酒に使用されることには向い
ていないとされ、これまでの農家はこの等外米をʻくず米ʼとして処分していたそうです。
　等外米を使用したこのお酒は、瓶詰め後の劣化スピードが速く、限外ろ過を行っていない生酒であ
るため、瓶詰め後の１ヶ月以内に飲む必要があるため、贈答用としては不向きです。
　「獺祭　等外」は、旭酒造の直売店である「獺祭ストア」で購入することができます。「獺祭スト
ア」は本社の向かい側にあり、以前は築100年以上の古民家を使用していましたが、今年リニューアル
オープンしています。
　旭酒造のホームページで知りましたが、新しい「獺祭ストア」は、有名な「隈　研吾」先生が携
わっているそうです。
　岩国方面に行かれる時には、是非立ち寄って頂き、建築物の見学やお好みの獺祭を購入してみて下
さい。

会員の皆様、「私とお酒」の投稿を随時募集しております。
　協会（電話（082）221－0600）までお問い合わせください。

新「獺祭ストア」

新「獺祭ストア」
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　香川県善通寺市にある五岳山『善通寺』は、弘法大師・空海（７７７年～835年）の生誕地です。そし
て、善通寺市は、私が18歳まで生まれ育ったふるさとでもあります。人口は3万4千人ほどの門前町で
すが、年末年始だけは約20万人の初詣の人出でいっぱいになります。
　また、香川県といえば1,368段の石段で有名な『こんぴらさん』の愛称で親しまれている『金毘羅
宮』がありますが、金毘羅宮がある琴平町は善通寺市のとなり町になります。

　今回は、私が小さい時から慣れ親しんできたふる
さと『善通寺』をご紹介したいと思います。
　五岳山『善通寺』は、真言宗善通寺派総本山の四
国八十八ヶ所・第七十五番礼所です。総面積約45,000
平方メートルにも及ぶ広大な境内に、“東院”と“西院”
の二院を配した『善通寺』は、和歌山県の高野山金
剛峰寺、京都府の東寺と共に弘法大師・三大霊跡の
一つでもある信仰の篤い地です。

  「私のお気に入り」は、協会ホームページ内（http://www.ha-aaa.jp）の「京口門日記」に
　カラー版を掲載しております。

中電技術コンサルタント株式会社

　　　藤 本　誠 二
得意分野：意匠
ポリシー：誠実・誠意
座右の銘：為せば成る
趣味・娯楽：魚釣り、神楽鑑賞

第70回

ふ る さ と

讃岐富士と善通寺 金毘羅宮

総本山　善通寺

AAA広島 2016.1214

私の
お気に
入り



会員の皆様、「私のお気に入り」の投稿を随時募集しております。
　協会（電話（082）221－0600）までお問い合わせください。

　地元では弘法大師のことを『おだいっさん
（お大師さま）』と呼んでおり、おだいっさ
んが生まれた御影堂（大師堂）のある“西院”
は誕生院と呼ばれています。
　数多くある『善通寺』の建物の中で、最も
私のお気に入りなのが“東院”にある国指定重
要文化財の五重塔です。石造高欄付の基壇上
に建つ三間五重塔婆、本瓦葺からなり、総高
は45.2ｍで京都の東寺、奈良の興福寺につい
で、木造建築の五重塔として、日本第三位の
高さとなっています。組物は尾垂木付三手先
斗栱で和様を基調としていますが、禅宗様も一部に採用され
ています。発願から60年近くを要して再建された五重塔で、
現在の五重塔は4代目の塔として幕末に着工し、明治35年に完
成しました。私が小さい頃から、善通寺市を象徴する存在と
なっています。
　この五重塔は、総ケヤキ造りで心柱が五層目から鎖で吊り
下げられており、6センチ浮いています。江戸後期から多層階
の建築に用いられた当時の最高建築技法である懸垂工法を採
り入れています。また各階には床板が張られ、人が登れる構
造になっているのも特徴です。
　私は小学生の時に、五重塔の心柱が浮いているのにどうし
て倒れないのだろう？と不思議に思った記憶が今でも強く
残っています。
　ふるさとを離れ、約30年になりますが、年に盆と正月の２
回帰省し、正月の初詣は『善通寺』に行っています。そのた
びに懐かしい気持ちでいっぱいになります。
　最後に、香川といえば『さぬきうどん』ですね。私も小さ
い頃から毎日のように食べていました。かけうどんに好き
な天ぷらをのせて食べるのが定番ですが、私の好きな食べ方
は、出来立てのうどんに生醤油をかけて食べる『醤油うど
ん』です。うどんを打ってから５分までの間に食べる醤油う
どんが一番美味しいです。最近では、メニューも増えていろ
いろな種類のうどんが楽しめます。
　みなさん、是非とも瀬戸大橋を渡って香川県に足を運んで
ください。その際には『善通寺』に立ち寄って頂きそして本
場の『さぬきうどん』を美味しく召しあがってください。

御影堂（大師堂）

五重塔
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（正会員）
　１．事務所所在地の変更
　　○オールハウス㈱一級建築士事務所
　　　　新：〒７35-0023　安芸郡府中町浜田本町５－２２
　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ082-236-6033　　　ＦＡＸ082-236-6233
　　　　旧：〒７33-0821　広島市西区庚午北１－１３－２３シャルマン庚午北１Ｆ
　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ082-2７5-6868　　　ＦＡＸ082-2７5-5122
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編　集　後　記

「激」、勝手に2016年の出来事を振り返り、一字をあてはめてみました。

北朝鮮の核実験やミサイル発射、不倫や覚醒剤など著名人不祥事、山陽道トンネルやスキーバス事

故、シャープ電機大手初の外資傘下に、世界でテロや航空機ハイジャック、米･キューバの国交回復、

英国EU離脱決定、北海道新幹線開業とリニア工事秒読み、セブン＆アイ鈴木会長辞任、三菱自動車や

スズキ燃費不正、伊勢志摩サミットとオバマ米大統領広島訪問、舛添都知事辞任、小池新都知事にな

り豊洲と東京五輪施設問題、ル･コルビュジエ作品国立西洋美術館など世界遺産に、黒田日米通算200

勝と新井2,000本安打、そしてイチロー3,000本安打、リオデジャネイロオリンピック・パラリンピッ

ク、カープ25年ぶりのセントラルリーグ優勝、ノーベル文学賞にボブ･ディラン、熊本、鳥取中部、台

湾、伊中部など各地で大地震、福岡駅前では道路大陥没、韓国政界不祥事、比大統領はドゥテルテ、

そして次期米大統領にトランプ選出

来る201７年は、感激だけに満ちた良い年になりますように！

� 門　谷　和　雄　 　　

一般社団法人　広島県建築士事務所協会
情報・編集委員会

担当副会長　井川　博英� 委　　員　中本　宗史　　　　　
担当理事　門谷　和雄� 山根　見德　　　　　
委 員 長　戸梶　好喜� 渡邉　良一　　　　　
副委員長　熊野　弘伸（賛助会員）� 中崎　隆之（賛助会員）
委　　員　山下　竜正� 桟敷　重和（賛助会員）
　　　　　藤本　誠二� 事 務 局　河原　直己　　　　　
　　　　　三好　明彦� 吉武　綾子　　　　　
　　　　　伊藤　智宏� 大木　一郎　　　　　
　　　　　増本　泰成

発行所　一般社団法人 広島県建築士事務所協会
　　　　〒730-0013 広島市中区八丁堀５番23号
　　　　　　　　　 ＴＥＬ（082）221－0600
　　　　　　　　　 ＦＡＸ（082）221－8400
　　　　ホームページアドレス　http://www.h-aaa.jp/
　　　　Ｅメール　info@h-aaa.jp

印刷所　株式会社インパルスコーポレーション
　　　　〒731-0141 広島市安佐南区相田1丁目16番27号
　　　　　　　　　 ＴＥＬ（082）878-6000
　　　　　　　　　 ＦＡＸ（082）830-3020
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編　集　後　記

「激」、勝手に2016年の出来事を振り返り、一字をあてはめてみました。

北朝鮮の核実験やミサイル発射、不倫や覚醒剤など著名人不祥事、山陽道トンネルやスキーバス事

故、シャープ電機大手初の外資傘下に、世界でテロや航空機ハイジャック、米･キューバの国交回復、

英国EU離脱決定、北海道新幹線開業とリニア工事秒読み、セブン＆アイ鈴木会長辞任、三菱自動車や

スズキ燃費不正、伊勢志摩サミットとオバマ米大統領広島訪問、舛添都知事辞任、小池新都知事にな

り豊洲と東京五輪施設問題、ル･コルビュジエ作品国立西洋美術館など世界遺産に、黒田日米通算200

勝と新井2,000本安打、そしてイチロー3,000本安打、リオデジャネイロオリンピック・パラリンピッ

ク、カープ2５年ぶりのセントラルリーグ優勝、ノーベル文学賞にボブ･ディラン、熊本、鳥取中部、台

湾、伊中部など各地で大地震、福岡駅前では道路大陥没、韓国政界不祥事、比大統領はドゥテルテ、

そして次期米大統領にトランプ選出

来る2017年は、感激だけに満ちた良い年になりますように！

� 門　谷　和　雄　 　　

一般社団法人　広島県建築士事務所協会
情報・編集委員会

担当副会長　井川　博英� 委　　員　中本　宗史　　　　　
担当理事　門谷　和雄� 山根　見德　　　　　
委 員 長　戸梶　好喜� 渡邉　良一　　　　　
副委員長　熊野　弘伸（賛助会員）� 中崎　隆之（賛助会員）
委　　員　山下　竜正� 桟敷　重和（賛助会員）
　　　　　藤本　誠二� 事 務 局　河原　直己　　　　　
　　　　　三好　明彦� 吉武　綾子　　　　　
　　　　　伊藤　智宏� 大木　一郎　　　　　
　　　　　増本　泰成

発行所　一般社団法人 広島県建築士事務所協会
　　　　〒730-0013 広島市中区八丁堀５番23号
　　　　　　　　　 ＴＥＬ（082）221－0600
　　　　　　　　　 ＦＡＸ（082）221－8400
　　　　ホームページアドレス　http://www.h-aaa.jp/
　　　　Ｅメール　info@h-aaa.jp

印刷所　株式会社インパルスコーポレーション
　　　　〒731-0141 広島市安佐南区相田1丁目16番27号
　　　　　　　　　 ＴＥＬ（082）878-6000
　　　　　　　　　 ＦＡＸ（082）872-1664
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