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《設計者のコメント》
　県下有数のトップリーダー校として、伝統の中に
も新しい学びの空間を創出することを念頭に設計を
行った。水平に大きく張出したコンクリートの庇
は、誠之館を創立した阿部家の家紋にある４枚の羽
根からイメージし、伝統校誠之館が持つ凛とした校
風を現している。１階のガラスの壁は透明感による
開かれた学校のイメージと、ガラスに映る花や緑の
木々により、学校の新たな息吹を表現している。２
階から並ぶ規則正しい列柱の間に学びの教室と、広
島県産の杉に囲われたテラスを設け北向きとなる廊
下に南からの光と風を導き、教室が並ぶだけの空間
に変化と広がりをもたせている。校舎を通り抜けた
大きな銀杏の記念樹がある中庭には、生徒が交流す
るためのベンチと様々なイベントが行える２つのス
テージを設け、屋外劇場のような空間としている。

広島県立福山誠之館高等学校

新田
（監理）

三好
（設備）

白砂
（意匠）

小畑
（構造）

高間
（設備）

三好
（構造）

設計担当者

今月の表紙
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建築物省エネ法に関する広島県からのお知らせ 

○ 平成 29年４月１日より，建築物省エネ法※の規制措置が施行され，建築主は 
一定規模以上の建築物を新築・増改築する際に，次の手続きが必要となりました。 

 ※ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（平成 27年法律第 53号） 

 
○ 広島県内の省エネ適合性判定・届出の窓口（所管行政庁）は，次のとおりです。 

所管行政庁 窓  口 電話番号 建 設 地 
広島県 土木建築局建築課 082-513-4183 － 

西部建設事務所建築課 082-250-8158 竹原市，大竹市，安芸
高田市，江田島市，府
中町，海田町，熊野町，
坂町，安芸太田町，北
広島町，大崎上島町 

東部建設事務所建築課 084-921-1311(代) 府中市，世羅町，神石
高原町 

北部建設事務所建築課 0824-63-5181(代) 三次市※，庄原市 
広島市 都市整備局指導部建築指導課 082-504-2288 広島市 
呉市 都市部建築指導課 0823-25-3511 呉市 
福山市 建設局建築部建築指導課 084-928-1104 福山市 
東広島市 都市部建築指導課 082-420-0956 東広島市 
三原市 都市部建築指導課 0848-67-6122 三原市 
尾道市 都市部建築課 0848-38-9245 尾道市 
廿日市市 建設部建築指導課 0829-30-9195 廿日市市 
三次市 建設部都市建築課 0824-62-6385 三次市※ 

 ※ 三次市内の建築基準法第 6条第 1項第四号の建築物は，三次市が窓口になります。 

○ 省エネ適合性判定は，上記の所管行政庁以外に，登録省エネ判定機関でも受け
ることができます。 
窓口となる登録省エネ判定機関の連絡先は，「住宅性能評価・表示協会」のホー

ムページで検索することができます。 

■ 2,000㎡以上の非住宅建築物の新築・増改築 
  工事着手前に，所管行政庁または登録省エネ判定機関による省エネ適合性判定を
受けることが義務付けられました。 

■ 300㎡以上の建築物（住宅・非住宅）の新築・増改築 
現行の省エネ法に引き続き，工事に着手する 21日前までに，所管行政庁へ省エ
ネ計画の届出が必要です。（基準適合義務の対象となる 2,000㎡以上の非住宅建築
物の新築・増改築については，届出は不要です。） 
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＜月　間　行　事＞
� 平成29年3月1日～平成29年3月31日　

⃝3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

⃝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
　　　　　　　　　於：広島商工会議所� 111名参加

⃝3月8日　　広域緊急輸送道路沿道建築物の耐震化支援に関する県との協定締結のための調整会議
� 小西会長他21名出席

⃝3月9日　　住宅委員会

⃝3月10日　　日事連青年ワーキンググループ会議　　於：日事連会議室� 村田理事出席

⃝3月10日　　ひろしま建築文化賞二次審査会

⃝3月12日　　建築物耐震診断等評価委員会

⃝3月14日　　日事連中四国ブロック協議会
　　　　　　　　　於：ピュアリティまきび� 小西会長・車田副会長・河原専務理事出席

⃝3月14日　　マンション計画修繕部会

⃝3月15日　　法人設立40周年記念誌部会

⃝3月15日　　情報・編集委員会

⃝3月15日　　情報・編集委員会青年部会

⃝3月16日　　法人設立40周年記念事業部会

⃝3月16日　　法人設立40周年式典祝宴部会

⃝3月17日　　法人設立40周年総務渉外部会

⃝3月17日　　法人設立40周年記念大会事業実行委員会

⃝3月21日　　ひろしま住まいづくりコンクール表彰式
　　　　　　　　　於：広島県庁� 事務局大木主任出席

⃝3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

⃝3月23日　　広島県との意見交換会

⃝3月23日　　総務渉外委員会

⃝3月23日　　会員交流委員会

⃝3月25日　　第21回岸田文雄「新政治経済塾」
　　　　　　　　　於：リーガロイヤルホテル広島� 小西会長・権隨政研副幹事長・河原専務理事出席

⃝3月28日　　住宅委員会　小委員会

⃝3月29日　　法人設立40周年記念誌部会

⃝3月31日　　三役会・理事会
　　　　　　　広島県建築士事務所政経研究会三役会
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＜今後の行事予定＞

⃝4月17日　　すぐに役立つビジネスマナー講座

⃝4月20日　　一級建築士を目指す技術者セミナー

⃝4月24日　　三役会・理事会
　　　　　　　広島県建築士事務所政経研究会役員会

⃝4月25日　　すぐに役立つビジネスマナー講座

⃝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

⃝6月8日　　建築士定期講習　　　於：広島商工会議所

⃝6月19日　　建築士定期講習　　　於：福山市市民参画センター

⃝6月29日　　管理建築士講習　　　於：建築サロン
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（1）会場は基町シャレオ中央広場

　できるだけ多くの方に「建築士事務所をより身近

に感じてもらう」ことや「協会の存在や活動を知っ

てもらう」ことを目的とした「建築士事務所とつく

るこだわりの建築展」を、２月22日（水）に開催し

ました。場所は広島市中区紙屋町シャレオ中央広

場。せっかくイベントをやるなら、できるだけ多く

の方にPRしたいという強い想いから、一日通行人数

14万人というこの場所を昨年度同様、選定しました。

（2）目標達成！

　昨年度までは「こだわりの住まい展」でしたが、

今年度からは「こだわりの建築展」に衣替えしての

開催でした。このイベントでは、協会員による建築

作品パネル展や建築文化賞受賞作品紹介、賛助会員

による住宅建材や設備などの展示、住まいづくり

相談や法律相談などを実施しました。建築クイズラ

リー、ガラポン抽選会、無料コーヒーの提供なども

あり、８００人もの来場者で賑わいました。

　来場者の多くは、イベントの楽しそうな雰囲気に

誘われ何気なく立ち寄られた方々が中心でした。来

場者にインタビューしたところ、全員、「建築士事

務所は自分とは無縁のものと思っていた」、「協会の

存在を、これまで全く知らなかった」との反応でし

た。今回のイベントは、我々と無縁であったこれら

の多くの方々と、なんらかの「きっかけ」を持てた

という点で、当初の目的を達成できたと思います。

建ててみたい作品パネルに「たてたいね」シールを

貼ってもらう試みも大成功でした。

第7回建築士事務所とつくるこだわりの建築展報告
（一社）広島県建築士事務所協会

住宅委員会　　　　　　

≪終日賑わった会場≫

≪好評だった「たてたいねシール」≫

≪熱心にパネルを見る来場者≫

≪14件もあり盛況だった建築相談会≫
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（3）一致団結

　今回のイベントは法人設立4０周年記念事業の一環として行われました。豊田理事（K構造研究所）
を4０周年記念大会実行委員長とし、住宅委員会、総務渉外委員会、技術委員会、情報編集委員会、会
員交流委員会、都市環境委員会、賛助会員部会、マンション計画修繕部会で合同委員会を構成しまし
た。みなさんお忙しい中、一致団結し、協議を繰り
返し、準備を整えてきました。また、イベント当日
には多くの協会員が結集し建築士事務所や協会のイ
メージアップに一役買っていただきました。また、
パネル展や建材等紹介ブースへの出展や抽選会への
商品提供など、たくさんの協会員の皆様にご協力い
ただきました。ありがとうございました。

≪建築模型出展の皆様≫

㈱アトリエドリーム、大旗連合建築設計㈱、
㈱杉田三郎建築設計事務所、㈱竹中工務店広島一
級建築士事務所、㈲立石建築設計、㈱プレゼント
デザイン� （順不同）

≪賛助会員ブース出展の皆様≫

エスケー化研㈱、ＳＧエンジニアリング㈱、㈱
ティーエス・ハマモト、ニチハ㈱、㈱松岡製作所
� （順不同）

≪建築パネル出展の皆様≫�

㈱あい設計、㈲アサヒ建築設計事務所、㈱アトリ
エドリーム、㈲アルキプラス建築事務所、㈱NSP
設計、大旗連合建築設計㈱、㈱川本建築設計事
務所、㈱感性舎一級建築士事務所、㈱K構造研究
所、㈱小西建築設計事務所、C&C　DESIGN　
ARCHITECT、清水建設㈱広島支店一級建築士事
務所、下岸建設㈱一級建築士事務所、㈱杉田三郎
建築設計事務所、㈱竹中工務店広島一級建築士事
務所、㈲立石建築設計、中国セントラルコンサル
タント㈱、中電技術コンサルタント㈱、テクシー
ドＲＥ：ＦＡＣＴＯＲＹ、ｎｅｓｔ、㈱フジ総合
企画設計、㈱プレゼントデザイン、㈱村田相互設
計、㈲元廣建築設計事務所� （順不同）

≪興味をひいた建築模型展示≫

≪盛況の賛助会員ブース≫

≪大人気の抽選会≫

≪３５0杯のコーヒーを作りました≫
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≪ガラポン景品提供の皆様≫�

旭化成建材㈱、㈱アマノ、㈱石﨑本店、市川物産㈱、エスケー化研㈱、ＳＧエンジニアリング㈱、
㈲岡田建築設計事務所、㈱近代設計コンサルタント、ケイミュー㈱、光和物産㈱、コクヨマーケ
ティング㈱　三和シヤッター工業㈱、住宅金融支援機構、大光電機㈱、㈱ティーエス・ハマモト、
TOTO㈱、ニチハ㈱、㈱広島三友、文化シヤッター㈱、㈱松岡製作所� （順不同）

≪アンケート結果≫

76%

23%

1%

【イベント見学後の設計事務所のイメージ】
サンプル数

身近に感じられた

存在を知った

身近に感じられない

74%

26%

0%

【建築パネル展の感想】
サンプル数

参考になった

ある程度なった

参考にならなかった

≪一致団結、心を一つに≫ ≪有志によるテレビ派！でのPR≫
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分野
コース
番号

コース名 コース内容 日程 時間
訓練総
時間

定員 受講料

H０１０１

５/１３（土）
　/２０（土）

（全２日間）

９：００
　｜

１６：００
１２時間 １２名 ￥８，８００

Ｈ０１０２

１２/　９（土）
　　/１６（土）

（全２日間）

９：００
　｜

１６：００
１２時間 １２名 ￥８，８００

Ｈ０２０１ 建築計画実践技術

建築物の高付加価値化をめざして、
建築計画・設計計画における効果的
な設計技法に関する技術を習得しま
す。

８/２６（土）
９/　２（土）
　/　９（土）
　/１６（土）

（全４日間）

９：００
　｜

１６：００
２４時間 １０名 ￥１７，１００

Ｈ０３０１

３次元CADを用いた建築
設計プレゼンテーション
技術
-Ｇｏｏｇｌｅ　SketchUp編-

建築設計及び設計図書作成の作業
効率化をめざして、施主に対する提
案を可視化する３次元の設計手法
や各種建築図面、パースの作成方
法について習得します。（Ｇｏｏｇｌｅ
SketchUp使用）

１０/　５（木）
　　/１２（木）
　　/１９（木）
　　/２６（木）

 
（全４日間）

１８：００
　｜

２１：００
１２時間 １２名 ￥８，８００

Ｈ０３０２

３次元CADを用いた建築
設計プレゼンテーション
技術
-３Ｄマイホームデザイ
ナーPRO７編-

建築設計及び設計図書作成の作業
効率化をめざして、施主に対する提
案を可視化する３次元の設計手法
や各種建築図面、パースの作成方
法について習得します。（3Dマイホー
ムデザイナーPRO7使用）

１０/１４（土）
　　/２１（土）

 
（全２日間）

９：００
　｜

１６：００
１２時間 １２名 ￥９，２００

Ｈ０４０１
バリアフリー住宅の設計
実践技術

木造住宅の高付加価値化をめざし
て、福祉問題への対応方法や福祉
社会に対応した建築設備並びに建
築設計に関する知識と技術を習得し
ます。

１/２０（土）
　/２７（土）
２/　３（土）

（全３日間）

９：００
　｜

１６：００
１８時間 １０名 ￥１３，８００

Ｈ０５０１
戸建住宅の防犯設計実
践技術

戸建住宅の防犯設計技術による高
付加価値化をめざして、侵入犯罪の
特徴や心理、傾向を理解し、各種ガ
ラス比較実証実験や設計課題実習
を行い、戸建住宅の防犯設計技術
を習得します。

１/２７（土）
　/２８（日）

（全２日間）

９：００
　｜

１６：００
１２時間 １０名 ￥９，９００

Ｈ０６０１

木材加工技術における
問題解決法と品質の向
上

木材加工製品の高付加価値化をめ
ざして、框組構造や板組構造の木組
み製作の実践的知識及び技術を習
得します。

５/１３（土）
　/２０（土）
　/２７（土）

（全３日間）

９：００
　｜

１６：００
１８時間 １０名 ￥１２，６００

Ｈ０７０１
建築施工図作成・管理支
援技術（CAD活用）

建築施工管理業務の効率化をめざ
して、施工図作成のルールを理解
し、図面データの運用手法を習得し
ます。

１１/２５（土）
　　/２６（日）

（全２日間）

　９：００
　｜

１６：００
１２時間 １０名 ￥１１，５００

Ｈ０８０１
仕上げ施工図作成実践
技術

仕上げ工事における収まりの検討な
ど作業の効率化をめざして、平面詳
細図（総合図）の読図による実践的
な施工図作成に必要な知識を理解
し、効率的な作業方法を考慮した仕
上工事のための施工図作成法を習
得します。

１０/１４（土）
　　/２１（土）
　　/２８（土）

（全３日間）

　９：００
　｜

１６：００
１８時間 １２名 ￥１２，５００

Ｈ０９０１
建築積算（仕上げ）実践
技術

鉄筋コンクリート建物の躯体工事に
必要な材料の把握と低コスト化をめ
ざして、躯体の数量積算手法の改善
技術を習得します。

１２/　２（日）
　    　９（日）
      １６（日）

（全３日間）

　９：００
　｜

１６：００
１８時間 １０名 ￥１３，４００

※上記は平成29年度実施の建築計画・設計の主なコースです。建築施工・管理分野もございますので、詳しくは下記までお問合せください。

　　　　　　 ホームページの情報もご覧ください。　　　　　URL http://www3.jeed.or.jp/hiroshima/poly/

　　　　　　　　ＴＥＬ：０８２－２４５－４３３８　／　ＦＡＸ：０８２－２４５－３９２６　　　　

　　　　　ポリテクセンタ－広島の社員教育・研修コース情報　( 平成２９年度分 ）

■まずはお気軽にお問い合わせください■

　　　独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構広島支部　

　　　広島職業能力開発促進センター（ポリテクセンター広島）

　　　　　　　　広島市中区光南５－２－６５（広島バス本社前／広島高速吉島出口）　　　　　　　　　

建
築
計
画
・
設
計

実践建築一般図・詳細図
　作成技術（２次元ＣＡＤ）
　　　　-Ｊｗ_ｃａｄ-

実践的な木造建築図面（一般図およ
び詳細図）作成業務の効率化をめざ
して、設計･製図支援ツール（２次元
ＣＡＤシステム）による作図実習を行
い、効果的な建築図面の実践的な
作成方法を習得します。

建
築
施
工
・
管
理

ポリテク広島 検索
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　「広島８大学卒業設計展」は、広島大学・広島工業大学・近畿大学工学部・広島女学院大学・福山

大学・安田女子大学・山口大学に中国地方の招待校を加えた各建築学科の学生が卒業設計作品を出展

し、広島平和設計賞をはじめとする各賞を決定する展示会です。

　招待校では、穴吹デザイン専門学校、岡山理科大学、呉高等工業専門学校、島根大学、福山市立大

学、米子高等工業専門学校が参加しています。

　今年は全部で77作品の出展がありました。

　会場は旧日本銀行広島支店にて、3月２日（木）～3月７日（火）の期間で開催されました。

　総合資格学院は学生の皆さんの力作を作品集の編集印刷という形で建築系をはじめ、より多くの人

たちに見ていただくお手伝いをさせていただいております。

　今年は審査員として、山本理顕さん、遠藤秀平さん、藤原徹平さん、末光弘和さんをお招きし、審

査会では例年以上の熱い議論が展開されました。

広島８大学卒業設計展2017報告

総合資格学院　山代　篤
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以下に入賞作品のご紹介をいたします。

☆最優秀賞（1点）：副賞商品券２万円＆記念トロフィ－

　●西山葉月さん「生業がつなぐ　くらしの森」山口大学　工学部感性デザイン工学科

☆優秀賞（3点）：副賞商品券1万円＆記念トロフィ－

　●藤原陽平さん「ア－トの拠点」広島工業大学　環境学部環境デザイン学科

　●長谷葉月さん「誘う小路」島根大学　総合理工学部建築・生産設計工学科

　●長原みずほさん「垣根のない宿」穴吹デザイン専門学校　インテリアデザイン学科

☆審査員特別賞（山本理顕賞）：副賞商品券５千円

　●藤原陽平さん「ア－トの拠点」広島工業大学　環境学部環境デザイン学科

☆審査員特別賞（遠藤秀平賞）：副賞商品券５千円

　●長木奈々さん「再起の宿」広島大学　工学部四類　建築学課程

☆審査員特別賞（藤原徹平賞）：副賞商品券５千円

　●西山葉月さん「生業がつなぐ　くらしの森」山口大学　工学部感性デザイン工学科

☆審査員特別賞（末光弘和賞）：副賞商品券５千円

　●奥野和希さん「自然形態に巣くうコミュニティ」近畿大学　工学部建築学科

☆市民賞（来場者投票）：副賞商品券５千円＆盾

　●藤本有芽子さん「広島における余白」広島女学院大学�人間生活学部生活デザイン建築学科

　●寺口宣徳さん「ＦＬＯＡＴ」広島工業大学　工学部建築工学科

（入賞者への副賞＆トロフィ－は総合資格学院が協賛させていただいております）
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　表彰式のあとは審査員の先生方や各大学の指導にあたった先生方、出展者の学生たちで懇親会に参

加し、この催しの成功を祝ったりこれまでの苦労をねぎらったりと親睦を深めました。

　学生の皆さんも今回著名な先生方から貴重なご意見を聴けて、よい経験になったと大変喜んでいた

ようです。

　「広島８大学卒業設計展2０17」に関わっていただきましたすべての方々に感謝いたします。

ありがとうございました。
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数ヶ月前に、事務所協会の委員会終了後の出来事。
協会事務員のお姉様からそっと耳打ち。
「立石さ～ん、今度私とお酒お願いできません
か？、、、」
一瞬、、、えっ？？？っと戸惑った。俺もまだまだ
捨てたもんじゃあない！
と大きな勘違いがこの投稿依頼のきっかけとなっ
た。
お酒にまつわる話もこれといって面白い文章も書
けないし、、、優しく耳打ちしてくれたお姉さまか
らは原稿〆切りをきつく迫られるし、、、、、という
ことで、ショートショートの話題で切りぬけるこ
ととしよう。

「一年間の禁酒」
　数年前に体調を壊し、願掛けも兼ねて一年間禁
酒を実行したことがある。
飲んではいけないと言われたわけではないが、そ
んな一年間もいいかもとやってみた。
辛かったのは何かと誘われる飲みの席である。「な
んで飲まんの？」「いや、禁酒中で、、、、、」「今日車
なんよ」、、、、と断る言葉を探していた。
とはいっても、やれお中元やお歳暮にはわんさか
とビールが届く。頂いた物をいただけないという
辛さもあったが禁酒中のため飲むわけにいかない。
そうだ、宛名を書き替えてお中元として、、、、（し
てません）。
そんな一年間の禁酒期間であったが、それ以降休
肝日を取る習慣が自然とついてきたのは良かった
のかもしれない。

「行きつけの店」
　市内中央に繰り出すこともそこそこあるが、自
分の行きつけの店という場所は多くない。
どちらかと言うとお姉さま方がたくさん居られて
横に座られるお店はあまり得意ではない。
話せないわけではないが、どーも気を使ってしま
う傾向があり、自分のペースで楽しめないのが苦
手のようである。だから、お姉さまのお店にボト
ルを置くことはない。
　唯一ボトルを入れている店は、かれこれ25年く
らい前から顔を出す、結構エッチなマスターだけ
のスタンドである。何も気兼ねせず飲め、気兼ね
しないカラオケを楽しむ。1人で入った時は、
他の客と軽く親しくなり歌を楽しむ。そういえば
オッさん1人のスタンドがもう一軒あったが、こ
こ何十年と顔を出していない。ドラムを叩かせて
くれるお気に入りのスタンドであった。
ということで、オッさん好きということなのかも
しれない。、、、が幸い身体は許していない。

「家飲み」
　休肝日をできるだけ取るように身体のことも心
配するようになったが、週の半分は飲んでしまっ
ている。お気に入りの場所は、我が家の屋上であ
る。住宅密集地であるため四方を壁で囲んだ天空
の屋上テラスは、季節も天候も気にしない人工芝
を貼った完全プライベートスペースである。七輪
でつまみを焼きながら寝ころがってギターを弾き
ながら飲む。寝そべりながら程よく酔っぱらう。
一緒に付き合ってくれるお客さんはウエルカム。

とりとめも無い身勝手な投稿となってしまった
が、お付き合いありがとうございました。

有限会社　立石建築設計
立石　光紀　

第141回
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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。

得意分野：ボケとつっこみ
設計をするにあたってのポリシー：楽しむ！
座右の銘：♪今日までそして明日から♪



　８０歳を過ぎた母親が「4０歳になればボール蹴りをやめるだろう」といつも言っていたサッカーを6０
歳を過ぎた今でも続けています。これまで続けられたのは、大きな怪我をしなかったことと妻や子供
達に理解があったことです。クリスマスプレゼントとして娘にもらったスパイクを見せるとチームメ
イトから驚きの声が上がりました。それともうひとつ、広島県ではシニアサッカー大会が平成15年か
ら始まり、今ではシニア4０・5０・6０と三つのカ
テゴリーに分かれてリーグ戦が行われているの
です。（昔、国立競技場で応援していた元日本代
表の方もおられます。）新たにシニア7０を作ろう
という動きもあって、私などはまだまだ先輩達
の足元にも及ばないのです。

　「サッカーをやっています」と言うと皆さんが「休みも無くよく走れますね」と言ってくださるの
ですが、マラソン選手ではないので休みなく走るということはありませんし、できません。試合時
間はシニア4０は25分ハーフ、シニア5０からは2０分
ハーフで、Jリーグ等の一般社会人のゲームの半分
以下（小学生と中学生の中間ぐらい）なのです。
一度ベンチに下がって呼吸を整えてゲームに復帰
する再交代も認められていますし、使用するボー
ルも一般球より軽いボールを使用します。同じな
のはグランドの大きさとファウルだけです。シニ
アでもプレーできる工夫があるのです。

開原総合設計事務所

　所長　米丸　剛司
座右の銘：継続は力なり

第74回

アマチュアに引退はない？

表彰式後、凄いチームメイトと
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私の
お気に
入り

  「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。



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。

　もちろん現役の時の様なプレーが出来るわけはありません。昔はボールが言うことを聞いてくれま
したが、今はいくら大きな声を出してもボールは飛んでいってくれません。Jリーグの選手のように
変化させてボールを落とすのではなく、引力に負けて落ちる。強風の中では前にボールが進まない。
相手との接触プレーでもファウルを受けて倒れるのではなく、バランスを崩して倒れることの方が多
い。それでも、グランドでボールを蹴るのが楽しいのです。同じ世代の相手選手からボールを奪った
り、ドリブルで抜き去ったり、ボールをうまく止めることができたり、仲間にうまくパスできたり、
思いのほかボールが飛んだり、ゴールを決めたりと、出来なくなったことより、出来たことの喜びが
大きいのです。
　5０歳になった三浦知良選手がサッカーを続ける理由が「もっとサッカーがうまくなりたいから」と
言われていましたが、すごく共感できます。高校生の時の様になりたいとは思いませんが、去年の自
分よりうまくなりたい。去年の自分を越えたい。プレーできる残り時間が少なくなった分だけ、うま
くなりたい欲求が強くなってきます。
　チームの仲間達やサッカー大好き人間達と少しでも長い時間、ボールを蹴りあってゲームを楽しめ
たらと思いながら、練習を重ねています。（夜、一人での自主練習でランニングしている時は「なんで
こんなことやってんだろう」と思うことは多くなってきましたが・・・）
　この文章を読んでくださった皆様、どこかの試合会場で見かけたら声をかけてください。そして、
時間に余裕のあるときにはスタンドでプレーを観て声援（大笑い）をお願いします。

　私にとってサッカーボールは一生の友達になっています。

大会パンフレットとオリジナル賞状

AAA広島 2017.4 21



［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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編　集　後　記

新年度がスタートし、新入社員など新しい仲間が増えたという人もいらっしゃるかもしれません

が、世の中は空前の人手不足。建物はできたけど、働く人が集められないなどの声も聞こえます。そ

してブラック企業問題や残業の上限規制の議論もあり、私たちの労働条件・労働環境は変化の時代を

迎えています。

社会や会社が制度を整備することも当然必要なのでしょうが、困っている仲間に手伝うことがない

か声を掛けたり、優れた仕事には賞賛の声を、がんばった仲間にはねぎらいの言葉を掛けたりと、一

人ひとりのそんな声が良い職場を作るための素地として欠かせない要素だと感じます。

新卒採用も始まり、夢をもってこの業界に入ろうとしている未来の仲間のためにも、そんな職場に

したいと思う今日この頃です。

� 伊　藤　智　宏　 　　

（正会員）
　1．代表者の変更
　　○原設計㈱　　　
　　　　新：代表取締役　藤井　太郎　　　　　　　　旧：代表取締役　藤井　修
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