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≪建物概要≫
建 築 主：福山市
設 計 者：有限会社　ティーズ設計事務所（建築）
　　　　　有限会社　石井設備設計（設備）
施 工 者：株式会社　オキ（建築）
　　　　　瀬戸電設工業　株式会社（電気設備）
　　　　　有限会社　相方設備工業（給排水衛生設備）
　　　　　株式会社　テクノス（冷暖房換気設備）
所 在 地：福山市芦田町福田2526番地
構造規模：木造平家建
延床面積：748.17㎡
敷地面積：2,176.97㎡
設計期間：平成26年11月18日～平成27年3月31日
施工期間：平成27年9月17日～平成29年2月28日

■設計内容
　当該物件は既存園舎を使用しながらの建替え計画で、
敷地周囲は田畑が広がり自然豊かな場所です。
　建物の外観は遊戯室の窓が建物の顔となり、自然に溶
け込むような色彩としました。
　園庭は、乳児と幼児を別々とし、それぞれが安全に遊
べるよう計画しました。乳児用の園庭は、乳児室から直
接出入り出来るようにし、遊んだ後、手足が洗えるよう
洗い場を設けました。
　夏に利用するプールは、遊戯室から直接出入り出来る
よう配置することで、遊戯室を脱衣スペースとして利用
出来ます。
　建物の内観は、廊下や保育室など大部分の床や腰壁に
杉材を使用し、子供達が手や足で木材の温かさが感じら
れるよう考えました。
　遊戯室は天井を高くし、窓を大きく取ることにより開
放的な空間とし、また、集成材の大きな柱・梁を現すこ
とで安心感のあるデザインとしました。
　園児達が明るく伸び伸びと成長し、さらに豊かな心が
育つよう願っています。

福山市立福田保育所

乳児室

廊下

遊戯室

保育室

建築設計：戸梶好喜・瀧迫千春・卜部里加
設備設計：水船慶光

今月の表紙
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ひろしま

さ と や ま 未 来 博
2017

これからのニッポンの見本になる

広島県では、いま、地域づくりに楽しみながら関わっていこうとする人や、中山間地域に新し
い変化を起こそうとする若い世代の動きが、徐々に広がりを見せ始めています。

こうした地域づくりの活動を、県内全域でもっと大きなうねりにつなげていくため、その起爆剤と
して県民参加型の人材交流プロジェクト「ひろしま さとやま未来博２０１７」を開催します。

２０１７年、扉の向こうの＜さとやま＞は、わざわざ行きたくなる場所になっていると思います。

■名 称 ひろしま さとやま未来博2017 ～これからの、ニッポンの見本になる。～

■開催期間 平成２９（2017）年３月～１１月

■対象地域 県内中山間地域（中山間地域を有する県内１９市町）

■実施主体 ひろしま里山交流プロジェクト実行委員会（県、関係市町、民間団体で構成）

 オープニングイベント
〔時期〕 平成２９年３月２５日（土）

〔場所〕 三次市民ホールきりり

 シンボルプロジェクト ○ 中山間地域への共感と誘客促進を図るためのプロジェクト

 廃校リノベーション  世界的建築家・隈研吾氏の監修による廃校等再生プロジェクト
（旧）小鳥原小学校／庄原市、（旧）沖保育園／江田島市、（旧）和木小学校／三原市

 さとやまソーシャルライド  専用アプリを使って中山間地域を巡るオリエンテーリングのサイクリング版

 さとやま未来展  中山間地域の多様性に満ちた豊かさの可能性を提案するイベント

 さとやまスマイルラン  シドニー五輪金メダリスト高橋尚子さんをゲストに招いたランニングイベント

 ココロザシ応援プロジェクト ○ 地域づくりに向けたチャレンジ意欲を「一歩先」へ進め、実践活動につなげて

いただくための応援プロジェクト（経費の一部支援、個別相談会など）

 市町イベント ○ 中山間地域の魅力を地域内外に発信するための市町等によるイベントの展開

 クロージングイベント
〔時期〕 平成２９年１１月２６日（日）

〔場所〕 広島市内

【全体概要】

【プロジェクトの構成】
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江田島市沖美町

（旧）沖保育園

三原市大和町

（旧）和木小学校

構造：鉄骨平屋

竣工：昭和４８年

面積：６０３㎡

閉校：平成１８年

庄原市西城町

（旧）小鳥原小学校

構造：木造２階建

竣工：昭和３０年

面積：６２４㎡

閉校：平成１９年

山々に囲まれた、

木と竹の学校へ。

山に囲まれ、懐かしい雰囲気を残す木造校舎の
小鳥原小学校は、2階を交流を広げる活動拠点
として改修します。校舎の外に設置された木の
デッキと竹でつくるすだれ天井が特徴です。

構造：ＲＣ造２階建

竣工：平成６年

面積：９６４㎡

閉校：平成２５年

人びとが集う

木と和紙デニムの学校へ。
和木小学校の２階の広い空間を活用し、レンタ
ルスペースを設け、地域の研修・交流の拠点と
して改修します。校舎の外側と内部には、円形
の縁側や和紙デニムの屋根・カーテンを設置予
定です。

海に囲まれた

木と牡蠣の学校へ。

瀬戸内海の島々を望む美しいロケーションに位
置する沖保育園は、交流と情報発信の拠点とし
て改修します。江田島産の牡蠣の殻を貼り付け
た壁と、中庭に面して設けられた木の縁側が特
徴です。

【対象施設】

廃校リノベーション

さとやまよ、甦れ！
広島に眠る廃校をみんなの居場所に。

さとやまには役割を終えた建物があちこちに点在していますが、見方を変

えれば、それは新しい価値を創り出す種となる「資源」。この資源を舞台に、

自分がやりたいこと、自分ができること、地域が必要としていることを考え、

「自分ゴト」として関わっていく場所をつくっていくのがこの「廃校リノ

ベーション」プロジェクトです。対象となる施設は庄原市、三原市、江田島

市の３つの元小学校や保育園。建築家・隈研吾さん監修のもと、地域内外の

人びとが関わって、リノベーション案や活用案を話し合ってきました。リノ

ベーションが完成した後は、再び人が集い、新しい繋がりが生まれる場所と

して復活させることを目指しています。

地域にあるものを生かして新しい価値を創る。そんなニッポンのロールモ

デルとなるプロジェクトを、全国のみなさんと志をひとつにして、広島から

創り上げていきましょう。この想いに共有してくださる方々にご支援いただ

くクラウドファンディングを、３月１８日まで実施中です。

㈱隈研吾建築都市設計事務所主宰・東京大学

教授。東京大学大学院建築学科修了。コロン

ビア大学客員研究員などを経て、1990年に

隈研吾建築都市設計事務所を設立。主な作品

は、『森舞台／登米町伝統芸能伝承館』『那

珂川町馬頭広重美術館』など。新国立競技場

をはじめ、日本国内だけでなく、世界中でプ

ロジェクトが進行中。

監修：建築家／隈 研吾（くま けんご）

©The Courier

ひととばら

わ き
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＜月　間　行　事＞

� 平成29年2月1日～平成29年2月28日　
⃝2月1日　　広島県消費生活課住宅相談　　於：広島県生活センター� 苗村住宅委員出席

⃝2月1日　　工事監理指針平成２８年版講習会（電気設備）　（一社）公共建築協会
　　　　　　　　　於：広島商工会議所� 48名参加

⃝2月2日　　工事監理指針平成２８年版講習会（機械設備）　（一社）公共建築協会　　
　　　　　　　　　於：広島商工会議所� 57名参加

⃝2月3日　　協会親睦ボウリング大会� 小西会長他93名参加

⃝2月7日　　住宅委員会

⃝2月8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8回
　　　　　　　　　於：建築サロン� 15名出席

⃝2月10日　　正副委員長会議　　　　　　　於：メルパルク広島� 24名出席

⃝2月11日　　建築物耐震診断等評価委員会

⃝2月14日　　ひろしま建築文化賞現地審査

⃝2月15日　　情報・編集委員会

⃝2月２1日　　日事連総務財務委員会（ＷＥＢ会議）� 車田副会長出席

⃝2月２1日　　「既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会」第2回全体会議
　　　　　　　　　於：東海大学校友会館� 金井委員出席

⃝2月２２日　　第7回建築士事務所とつくるこだわりの建築展
　　　　　　　　　於：紙屋町シャレオ� 正会員73社・賛助会員20社出席

⃝2月２3日　　管理建築士講習　　　　　　　於：建築サロン� 10名出席

⃝2月２3日　　広島市住宅相談　　　　　　　於；広島市役所� 立石指導委員長出席
　
⃝2月２4日　　三役会・理事会

⃝2月２5日　　建築物耐震診断等評価委員会

⃝2月２6日　　第1２回広島住まいづくりセミナー　　於：ひと・まちプラザ　講師：吉野技術委員長
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＜今後の行事予定＞
⃝3月2日　　ひろしま建築文化賞現地審査

⃝3月6日　　開設者・管理建築士のための建築士事務所の管理研修会

⃝3月10日　　ひろしま建築文化賞二次審査会

⃝3月14日　　日事連中四国ブロック協議会

⃝3月31日　　三役会・理事会

⃝5月２6日　　定時総会、政経研究会通常総会、賛助会員部会事業報告会
　　　　　　　法人設立40周年記念大会

AAA広島 2017.3 5



平成２９年2月３日（金）、広島市中区平野町のヒロデンボウルにて、法人設立40周年記念事業の一環
として協会親睦ボウリング大会が開催されました。大会には、三人一組・28チーム84名の壮若男女が
参加し、2ゲームのトータルスコアで優勝を競いました。
18時30分、小西会長の開会の挨拶に続き、ルール説明、練習投球。そして小西会長の力のこもった
投球による始球式、ボールはあざやかにピンに向かって一直線・・・・そして競技開始となりました。
和やかな雰囲気のもと、参加者の皆さんはゲームを通じて会員交流を楽しみました。
団体戦では、第30回、第32回に続いてのSGエンジニアリング（IPH工法）が優勝されました。男性
個人戦はSGエンジニアリングの柏原敏秀さんが第30回以来の優勝。また女性個人戦ではストライク６
回をマークした あい設計（チーム三分一）の吉村由衣さんが初優勝されました。
団体優勝～第３位、個人優勝～第３位以外の参加者の方々は福引による景品で大いに盛り上がりま
した。ここにご参加いただいたチームの皆さま、賞品の寄付を戴きました各社各位の、「スポーツを通
じて会員相互の親睦をはかる大会」への深いご理解とご協力に対して、この誌上を借りまして重ねて
御礼を申し上げます。

第３４回協会親睦ボウリング大会報告
会員交流委員会　
委員長　俵　透

小西会長による始球式

個人女性の部優勝の吉村さん（あい設計）

団体優勝チーム　ＳＧエンジニアリング様
（ＩＰＨ工法）

個人男性の部優勝の柏原さん（ＳＧエンジニアリング）
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会員の皆さん、たくさんの賞品を寄贈いただき、誠にありがとうございました。

第3４回協会親睦ボウリング大会　成績表

賞品寄贈会社　（五十音順）

チーム名
または個人名

所　　属 トータルピン
（2ゲーム合計）

団体の部 優勝 ＩＰＨ工法 SGエンジニアリング㈱ ９７４

準優勝 チームＫ－1 ㈱近代設計コンサルタント ９３９

第３位 アマノ一軍 �㈱アマノ ９０７

男性の部 優勝 柏　原　敏　秀 ＳＧエンジニアリング㈱ ３６2

準優勝 今　田　雄　貴 ㈱Ｋ構造研究所 ３５1

第３位 木　村　健　一 ㈱砂原組　　 ３４３

女性の部 優勝 吉　村　由　衣 �㈱あい設計 ３０５

準優勝 上　田　早祐美 SGエンジニアリング㈱ 2８８

第３位 大　橋　菜　未 �㈱あい設計 2６６

㈱あい設計 ㈱アマノ ㈱石﨑本店

梅田㈱ エスケー化研㈱ ＳＧエンジニアリング㈱

大旗連合建築設計㈱ ㈱近代設計コンサルタント ㈱Ｋ構造研究所

光和物産㈱ ㈱小西建築設計事務所 山陽工業㈱

三和シヤッター工業㈱ ㈱鈴木工務店 ㈱砂原組

大和リース㈱ 中国セントラルコンサルタント㈱ ㈱ＬＩＸＩＬ
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耐震診断・耐震改修計画等評価費が変わります

（一社）広島県建築士事務所協会員用の評価費

平成29年４月1日受付分から評価費及び面積区分が変わります。
当協会員の皆様には、通常の評価費から減額された下表の評価費が適用されます。

耐震診断・耐震改修計画等評価費表（単位：円） （備考）
・�延べ面積：評価対象建築物
（棟別）の評価対象部分の
各階床面積の合計。
・�※1 特殊工法材料等：工
法、材料が特殊なものであ
り、評価に相当な時間を要
するものと評価委員会で認
めたもの。
・�※2 複合構造等：構造型
式が複合的なものや基礎条
件の評価に、相当な時間を
要すると評価委員会が認め
たもの。
・�診断と改修の評価を同時に
行う場合は、それぞれの金
額の合計とする。
・�耐震診断・耐震改修等で評
価Ｃの場合、３回目からは
再申請とする。
・�B’物件は４回目からは再申
請とする。
・�既評価物件の軽微な変更に
伴う評価料は1件につき
　￥５０，０００とする。

面積・工法等区分 耐震診断評価 耐震改修計画等評価

延�

べ�

面�

積�

㎡

500㎡未満 1３０，０００ 1３０，０００

500㎡以上
1,500㎡未満

1８０，０００ 1８０，０００

1,500㎡以上
3,000㎡未満

2３０，０００ 2３０，０００

3,000㎡以上
5,000�㎡未満

2５０，０００ 2５０，０００

5,000㎡以上
10,000㎡未満

３５０，０００ ３５０，０００

10,000㎡以上 ４５０，０００ ４５０，０００

特�

殊�

工�

法�

等

特殊工法材料等
※1

別途実費積算による
複合構造等※2

　※通常の評価費は、当協会ホームページをご覧ください。
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平成2９年度　日　事　連　建　築　賞
【募集要項】

1．目的
　�本表彰は、すぐれた建築作品を設計した建築士事務所を表彰することにより建築士事務所の資質の
向上に資することを目的とする。

2．募集対象
（1）建築作品の対象地区
　　日本国内とする。
（2）対象建築作品
　　�建築士事務所が一般的に手がけている中小規模の建築作品（新築にかかわらず増改築、改修等を
含む）で、平成2６年４月1日から平成28年３月31日までの期間に竣工（竣工の日は検査済証の交
付日とする）したもので竣工後の増改築等も含め法令が遵守され、構造上、防災上の安全性を備
えた建築物とし、次の部門毎に募集する。

　　�　ただし、本連合会が主催した建築作品表彰に一度応募した作品については対象としない。ま
た、応募にあたっては本募集要項に記載されている事項を含め、建築主等の了解を得たものとす
る。

　　①一般建築部門
　　　（延面積が1,000㎡を超え10,000㎡以下の建築物）
　　②小規模建築部門
　　　（延面積が1,000㎡以下の建築物：戸建住宅を含む）

３．応募資格者
（1�）単位会（本連合会正会員である都道府県建築士事務所協会をいう）に所属する建築士事務所
（以下、単位会会員という）とする。

（2�）応募時点で単位会会員でない者は、５.（1）に規定する第1次審査で第2次審査候補作品に選
考された時点で単位会会員であること、または単位会に入会申請をしていることを条件として応
募する者を含む。

（３�）特定共同企業体（ＪＶ）の場合は、その代表者が単位会会員または応募時点で単位会会員でな
い者は、３．（2）の条件とする。

４．応募の手続き
（1）応募作品数
　　1建築士事務所につき一般建築部門、小規模建築部門いずれか1点とする。
（2）提出書類等
　　①日事連建築賞・応募申込書（別記様式1）
　　②建築作品説明書（別記様式2）
　　　�建築作品説明書には、1,200字以内に設計意図及び審査基準の項目について配慮した内容等を記

載のうえ、配置図と1階平面図をＡ４サイズで添付すること。
　　③�パネル1枚（Ａ1縦長サイズ、縦841㎜×横594㎜）及びそのカラー縮小版用紙1枚（Ａ４サイ

ズ）
　　　1�）パネルに設計意図、配置図、平面図（縮尺は適宜）及び写真（枚数は適宜）を納める。設

計意図等については、建築作品説明書の概要を400字以内にまとめる。
　　　2�）パネル内に応募者（建築士事務所名）を表示してはならない。
　　④検査済証の写し
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（３）提出書類等の扱い
　　�提出された資料及び写真については、受賞作品の公表の際に一切の使用制限を受けないことを応
募の条件とする。

（４）応募費用
　　�応募に要する費用は、応募者の負担とする。なお、提出された書類等のうちパネルについては表

彰後に返還する。（返還費用については本連合会が負担する。）
（５）応募期限及び提出先
　　�応募しようとする者は、平成29年５月８日（月）までに単位会会員においては所属する単位会事
務局に応募手続きをしなければならない。また、応募時点で単位会会員でない者は建築士事務所
が所在する都道府県の単位会事務局に応募手続きをしなければならない。

５．選考の方法及び第2次審査候補作品応募数
（1）第1次審査（単位会に応募された建築作品の審査）
　　�単位会は応募された建築作品が日事連建築賞の募集対象建築作品であること及び応募資格、応募
に係る提出書類等を確認し、日事連建築賞の審査基準を考慮のうえ、厳正な審査を行い、募集要
項をすべて満足する第2次審査候補作品を選考する。

（2）第2次審査候補作品応募数
　　�単位会が選考する第2次審査候補作品の数は、当該単位会の会員数が500事務所以内は一般建築部

門及び小規模建築部門それぞれ1点ずつとし、会員数が500事務所を超える単位会にあっては、会
員数500事務所以内毎に一般建築部門及び小規模建築部門にそれぞれ1点ずつ加えることができ
る。ただし、単位会の会員数は本連合会に報告がなされた、平成29年３月31日時点のものとする。

（３）第2次審査
　　�第1次審査で選考された第2次審査候補作品について、本連合会内に設置する「日事連建築賞選
考委員会」において、書類審査を行い合議に基づき、部門毎のそれぞれの表彰対象作品を選考す
る。選考された作品のうちから国土交通大臣賞候補、日事連会長賞候補、優秀賞候補及び奨励賞
候補を選考し、現地審査のうえ、それぞれの部門毎の受賞候補作品を決定する。なお、現地審査
の際には設計者の立会いを求めるほか、必要に応じて書類、図面等の提出を求める場合がある。
ただし、奨励賞については、書類審査によって受賞候補作品を決定することができる。

（４）受賞者の決定
　　�受賞者は、「日事連建築賞選考委員会」の選考結果に基づき、本連合会の理事会の議を経て会長が
決定する。

６．表彰及び公表
（1）表彰
　　①表彰の種類と数
　　　国土交通大臣賞　1点（予定）
　　　日事連会長賞　　1点
　　（一般建築部門）
　　　優　秀　賞　　　３点内外
　　　奨　励　賞　　　５点内外
　　（小規模建築部門）
　　　優　秀　賞　　　３点内外
　　　奨　励　賞　　　５点内外
　　②�国土交通大臣賞、日事連会長賞、優秀賞の各受賞者には賞状等と賞金を、奨励賞の受賞者には

賞状をそれぞれ贈る。
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（2）公表
　　①受賞者が決定したときは、本連合会または単位会から受賞者に通知する。
　　②受賞者は本連合会からの求めに応じ、公開用の写真を提出すること。
　　③�本連合会は本会会誌、ホームページ、建築・空間デジタルアーカイブス（DAAS）、新聞、雑誌

等に提出された書類及び写真等を公表する。その際、クレジット表記は行わない。また、版権
等のための料金は支払わない。

　　④�表彰は、平成29年10月６日に開催される第41回建築士事務所全国大会（和歌山大会）において
行う。

７．審査基準及び表彰基準
（1）審査基準
　　�一般建築部門及び小規模建築部門に応募された、第2次審査候補作品のうち、以下の観点を総合
的に判断し、それぞれの対象となる賞を選考する。

　　①意匠、構造、機能上優れていること。
　　②防災上、安全上、維持管理上十分配慮されていること。
　　③ユニバーサルデザインに十分配慮されていること。　　　　　　
　　④周辺地域の景観形成やまちづくりに配慮されていること。
　　⑤地球環境維持への配慮がされていること。
（2）表彰基準
　　①国土交通大臣賞
　　　�一般建築部門及び小規模建築部門の両部門を通じ、審査基準に照らし総合評価が最も優秀な建

築作品とする。
　　②日事連会長賞
　　　�一般建築部門及び小規模建築部門の両部門を通じ、審査基準に照らし総合評価が国土交通大臣

賞に次ぐ特に優れた建築作品とする。ただし、国土交通大臣賞を受賞した部門は除く。
　　③優秀賞
　　　�一般建築部門及び小規模建築部門のそれぞれにおいて、審査基準に照らし総合評価が国土交通

大臣賞又は日事連会長賞に次ぐ優れた建築作品とする。
　　④奨励賞
　　　�一般建築部門及び小規模建築部門のそれぞれにおいて、審査基準に照らし総合評価が優秀賞に

次ぐ建築作品とする。

８．日事連建築賞選考委員会委員
　　委員長　富永　　讓　法政大学名誉教授、㈲富永讓・フォルムシステム設計研究所
　　　　　　　　　　　　代表
　　委　員　網野　禎昭　法政大学デザイン工学部教授
　　委　員　石堂　　威　都市建築編集研究所代表
　　委　員　伊藤　明子　国土交通省大臣官房審議官
　　委　員　作山　　康　芝浦工業大学システム理工学部教授
　　委　員　陶器二三雄　㈱陶器二三雄建築研究所代表
　　委　員　横須賀満夫　日事連理事、㈱横須賀満夫建築設計事務所代表取締役
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大旗連合建築設計（株）の大旗祥です。平成28年より広島県建築士事務所協会の理事を拝命し、微
力ながら協会と会員の皆様のために貢献してまいりたいと思っております。宜しくお願いいたします。
さて、さっそくですが、私のお気に入りは、朔（さく）と過ごすひと時です。朔は、公園で拾った
のがきっかけで、ともに生活することになった猫（1才　♂）のことです。
朔がいる生活は、とにかく家の中に居るというだけで癒しを与えてくれます。一緒に寝たり、一緒
に遊んだり、ご飯を食べているのを見るだけでも、とにかく幸せな気分になれます。イライラしてい
るときや気分が落ち込んでいるときにも、側に朔がいてくれるだけでとても癒されます。私が疲れて
いるときは、たまに気まぐれで慰めに来てくれます。来てくれないことのほうが多いですが、そんな
気まぐれも猫ならではだと思います。

とにかく猫は飼うのが楽です。散歩をする必要がないですし、お風呂に頻繁に入れる必要もありま
せん。猫は綺麗好きなので、トイレは比較的早く覚えると思います。私の朔は、コードを噛まないよ
うに躾をしたのと、ベランダに出ないように躾たくらいで、後は特に躾はしていません。うちの朔は
完全家猫で甘えん坊なので基本的に近くで寝ていることが多いので、あまり悪さもしないので楽で
す。猫はちょっとした1泊2日くらいの旅行なら家に置いて行っても大丈夫ですし、お留守番も問題

大旗連合建築設計株式会社

　　　　　　大旗　祥
趣　　　味：読書、旅行

第73回

猫について
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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。

ありません。人が居なくても勝手に過ごしています。
これは人によってはデメリットになるのかもしれませんが、猫を飼っていると家に遊びに来た虫を
退治してくれます。そして、飼い主のところへ持ってきます。口にくわえて「みてみて」って感じで
見せに来てくれますが、家の中は大パニックです。

次に、猫と生活するデメリットについてもちゃんと説明したいと思います。猫を飼う前に是非知っ
ておいて下さい。
まず、猫は爪とぎを頻繁にするので、カーテンや座椅子や壁などの爪の研ぎやすいものがあったら
そこら中で爪を研ぎます。猫の爪切りをして被害を少なくすることはできますが、うちの朔は生後1ヶ
月くらいから飼い始めていて、爪とぎも躾をしたのでカーテンやソファ等では爪とぎをしません。躾
をしておけばボロボロになることはないですし、猫の爪とぎ対策用品なども色々売っているので対策
は出来ると思います。
次に、猫は頻繁に嘔吐します。病気とかではなく、お腹の中に溜まった毛玉を吐くだけなのでそこ
まで汚れや匂いはないですが、絨毯に汚れが少しはつきます。毛玉だと固まりで吐くのでそんな被害
はないのですが、猫はお腹が空いていても、胆汁（たんじゅう）という黄色い液体を吐きます。胆汁
は完全な液体なので、絨毯や布の上で吐かれたときには洗濯行きです。対策として不溶性食物繊維が
配合した毛玉ケア用のエサも売っています。
しかし、これらのデメリットは、猫好きにとって気にもならない事象であり、猫のいる生活の充実
感とくらべれば、猫を飼うという選択の一択だと確信しています。

最後に、猫を飼いたくても事情によりどうしても自宅で飼えない人への対策をお伝えしたいと思い
ます。猫好きの人は、マイペース・ツンデレ・冒険心が強い・繊細・一人が好き・クリエイティブ・
心配性・待つことが苦でない、犬愛好家よりも知能が高い・・・など色々な特徴がありますが、猫好
きには悪い人はいないので、猫好きの人とお付き合いすることをお勧めしたいと思います。
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［取り扱い工種］
鉄骨工事（柱脚販売/施工代理店）

営業責任者　藤　井　信　裕
住　　　所　〒732-0048　広島市東区山根町24-20
（本部直通）　TEL：0948-62-2828　FAX：0948-62-2877
　U　R　L 　http: //kajima-g .ecgo. jp
　E - M a i l 　kajima-is@earth .ocn .ne. jp
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（正会員）
　1．代表者の変更
　　○三菱日立パワーシステムズ㈱土木建築技術部　呉事務所
　　　新：代表取締役　安藤　健司　　　　　　　　　　　　旧：代表取締役　西澤　隆人

　1．事務所名称の変更
　　○新：堀田建設㈱一級建築士事務所　　　　　　　　　　旧：堀田建設㈱1級建築士事務所
　　　　　　　　　　　　　　　　
　1．事務所所在地の変更
　　○㈱西日本エイテック一級建築士事務所
　　　新：〒730-0043　広島市中区富士見町1６-22
　　　旧：〒730-0051　広島市中区大手町5-2-22

　　○ユーアイコーポレーション㈱一級建築士事務所
　　　新：〒720-0843　福山市赤坂町大字赤坂1475－1
　　　旧：〒720-0838　福山市瀬戸町山北425－1

（賛助会員）
　1．事務所の所在地変更
　　○㈱Ｔ・Ｃ
　　　新：〒733-0032　広島市西区東観音町13－23Ｔ・Ｃビル
　　　旧：〒733-0032　広島市西区西観音町1－21西原ビル3Ｆ
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編　集　後　記

時の経つのは早く、来月は年度も変わりフレッシュな社会人が見られる季節となります。私の好き

な言葉の一つに「継続は力なり」というのがあります。私の場合は、年齢を重ねるとともに生じる身

体のガタツキを、継続による経験の蓄積が何とか助けてくれているといった感じです。

広島県建築士事務所協会も「継続は力なり」で40周年。５月に行われる記念式典も、2か月後に

迫っています。記念式典では、おそらく日本で一番世界中の建築を見ている淵上正幸さんの講演会が

とても楽しみです。淵上さんもまさに「継続は力なり」を体現されている方です。普段見れない建物

や、建物にまつわる貴重なお話など、皆さまも聞かれると、とても参考になると思います。

これから社会に出る方、現役でバリバリ頑張っている皆さん、悠々自適の先輩方も「継続は力な

り」で、皆で広島を盛り上げていきましょう。

� 井　川　博　英　 　　
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