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≪建物概要≫

≪設計概要≫
　石見空港近くの、日本海より 100 ｍの場所に建設さ
れたサ高住（サービス付高齢者向住宅）。
　島根県産の木材を使用し、自然に溶け込む設計に仕
上がりました。準耐火構造の特性をもちながら、それ
を感じさせない空間。来訪者、近隣からも違和感をも
たせない外観。
　デイサービスを併設することにより、安心して利用
できます。また、地域開放型の娯楽室も設けました。
暖かみがある居間・食堂、中庭を望むホール。中庭で
は、家庭菜園もできます。
　居住者用の浴室を 5箇所設置し、順番を待つことな
く利用できます。また、特殊浴場もあり、不自由なお
身体の方も安心して生活出来ます。
　これからも、地域とともに生活の場として育っ
ていくことを願います。
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〈平成30年３月から適用する設計業務委託等技術者単価〉 
 

（円/日） 

職 種 基準日額 
割増対象賃金比 

（％） 

【設計業務】   

主任技術者 65,500 50 

理事、技師長 61,700 45 

主任技師 52,700 50 

技師（Ａ） 46,300 50 

技師（Ｂ） 37,900 50 

技師（Ｃ） 

 
30,800 50 

技術員 26,200 55 

【測量業務】   

測量主任技師 42,200 55 

測量技師 34,800 55 

測量技師補 28,100 50 

測量助手 28,000 55 

測量補助員 22,700 55 

【航空・船舶関係】   

操縦士 47,000 35 

整備士 36,700 45 

撮影士 35,100 50 

撮影助手 31,100 50 

測量船操縦士 26,300 55 

【地質業務】   

地質調査技師 42,900 50 

主任地質調査員 33,800 50 

地質調査員 23,500 55 

 

 

設計業務委託等技術者単価について 

(1) 設計業務委託等技術者単価の構成 

設計業務委託等技術者単価は、次の１～４で構成される 

１ 基本給相当額 

２ 諸手当（役職、資格、通勤、住宅、家族、その他） 

３ 賞与相当額 

４ 事業主負担額（退職金積立、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、介護保険、児童手当） 

(2) 単価に含まれない賃金、手当 

１ 時間外、休日及び深夜の労働についての割増賃金 

２ 各職種の通常の作業条件又は作業内容を超えた労働に対する手当 

(3) 留意事項 

・外注契約における技術者単価や雇用契約における技術者への支払い賃金を拘束するものではない。 
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＜月　間　行　事＞
� 平成30年3月1日～平成30年3月31日　
⃝3月1日　　業務委員会
⃝3月4日　　広島市「住まいづくりセミナー」　　　
　　　　　　　　　於：広島市総合福祉センター�講師：吉野技術委員長・亀岡教育委員　大木主任出席
⃝3月6日　　会員交流委員会
⃝3月7日　　広島県消費生活課建築相談　　　　於：広島県生活センター� 苗村住宅委員出席
⃝3月８日　　苦情相談業務
⃝3月9日　　平成30年第1回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・衣笠副会長・河原専務理事出席
⃝3月10日　　建築物耐震診断等評価委員会
⃝3月13日　　国土交通省中国地方整備局との意見交換会
　　　　　　　　　於：建築サロン� 国土交通省3名・協会１１名出席
⃝3月14日　　情報・編集委員会
⃝3月15日　　ひろしま住まいづくりコンクール表彰式
　　　　　　　　　於：広島県庁� 大木主任出席
⃝3月19日　　マンション計画修繕部会
　　　　　　　山木靖雄先生広島県議会議長就任祝賀会
　　　　　　　　　於：ＡＮＡクラウンプラザホテル広島
� 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
⃝3月22日　　広島市住宅相談　　　　　　　　　於：広島市役所� 立石指導委員長出席
　　　　　　　ひろしま住生活月間実行委員会運営委員会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　於：広島県庁� 大木主任出席
　　　　　　　総務渉外委員会
⃝3月24日　　建築物耐震診断等評価委員会
⃝3月27日　　住宅委員会
⃝3月30日　　三役会・理事会
⃝3月31日　　第24回岸田文雄「新政治経済塾」
　　　　　　　　　於：ホテルグランヴィア広島� 小西会長・衣笠政研会長・河原専務理事出席

＜今後の行事予定＞
⃝4月6日　　春の異業種交流会＆セミナー　（主催　ひろしま建築設計異業種交流会）
⃝4月12日　　既存住宅状況調査技術者講習【新規講習】
⃝4月16日・24日　　すぐに役立つビジネスマナー講習
⃝4月17日　　実務者のための設計・工事監理契約書講習会
⃝4月19日　　一級建築士を目指す技術者講習
⃝4月24日　　実務者のための設計・工事監理契約書講習会
⃝4月27日　　三役会・理事会
⃝5月11日　　賛助会員ビジネス情報交換会
⃝5月15日　　管理建築士講習
⃝5月17日　　コクヨ働き方改革セミナー
⃝5月29日　　定時総会
⃝6月5日　　建築士定期講習　　於：広島商工会議所
⃝6月18日　　建築士定期講習　　於：福山市市民参画センター
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正会員、賛助会員各位

【入社1～3年目の方へ】 無料
すぐに役立つビジネスマナー講座

新卒者を採用された会員様、また若い社員の方にビジネスマナ－を知っ
てもらいたいという会員様は是非この機会をご活用いただきますよう、
ご案内申し上げます。来場者には書籍をプレゼントします。

■開催日時 4/16（月）・ 4/24（火）18：00～（同じ内容です）
■主催 一般社団法人 広島県建築士事務所協会
■協賛 総合資格学院 広島校（賛助会員）
■内容 社会人の基本マナー

電話応対、来客応対
マナ－の基本理解・習得をして
仕事に役立てましょう。

■場所 一般社団法人 広島県建築士事務所協会 建築サロン
〒730-0013 広島市中区八丁堀5番23号オガワビル2F

■受講料 無料 各日定員10名（先着順）
「ビジネスマナー」ブック
※参加者にはもれなく進呈いたします

ご希望される方は下記をご記入のうえ、FAXにて送信をお願いいたします。詳細については、改めて担当
者よりお打合せの連絡をいたします。

貴社名： 会員： ・正会員 ・賛助会員 （丸印を）

希望日： ・4月16日 ・4月24日 (丸印を) 氏名： 部署：

ご連絡先 電話： FAX： ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：

※ご記入頂いた個人情報は資格試験に関する情報の提供・学習方法・商品のご案内に利用させていただく場合があります。また、個人情報保護法に基づき、
プライバシーポリシーを遵守し、本人の許可なく第三者に提供することはございません。http://www.shikaku.co.jp/privacy/ ㈱総合資格 ㈱中部資格
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               協会員の特権！ 

 

 

 

 
 

 

 

建築士事務所協会常任委員会とは… 
当協会は技術委員会、会員交流委員会、住宅委員会など

13の常任委員会（部会）を設け、会員の皆さんとともに建築士事務所の発展のために事業活

動を行っています。 

各常任委員会（部会）の活動内容は次ページをご覧ください。 

 

申し込み方法 

FAX送信票に必要事項をご記入のうえ、お申し込みください。 

※募集人数の関係上ご希望に添えない場合もございます。 

 

お問い合わせ先 （一社）広島県建築士事務所協会 事務局 大木 
         電話 ０８２－２２１－０６００ 

 

 

FAX送信票                   FAX番号 082-221-8400 

（常任委員会委員募集）      (一社)広島県建築士事務所協会 

 

氏  名  メールアドレス 

（必須です） 
      ＠ 

事務所名  電話番号  

希望する委員会 
・総務渉外 ・業務 ・技術 ・情報編集 ・会員交流 ・教育     

・都市環境 ・住宅 ・青年部会 ・賛助会員部会 ・マンション計画 

※耐震診断等評価委員会と指導委員会は募集しておりません。 
 

備 考 
 

 
  

常任委員会委員募集！ 

委員会活動で 
専門知識等の習得や 
ネットワークを 
広げましょう！ 

広島県建築士事務所協会 
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常任委員会の活動 
■ 総務渉外委員会 
・定時総会、新年互礼会等の企画運営に関すること。 

・会員、構成員、組織、諸規定、財務に関すること。 

  
 
 
 
 
 
 
 

新年互礼会の様子 

■ 業務委員会 
・行政との意見交換に関すること。 

・建築士事務所の業務並びに経営管理及び倫理に関すること。 

・建築に関する法令及び行政指導に関すること。 

 
 
 
 
 
 
 

行政との意見交換会の様子 
 
 

 

■ 技術委員会 
・意匠、構造、設備、積算、材料、工法の調査、研究に関すること。 

・講演会、講習会、見学会並びに評価等の事業に関すること。 

 
 
 
 
 
 
 
 

福山会場の木構造基礎講座の受講者 

■ 情報・編集委員会 
・月刊「建築士事務所」会報の編集発行に関すること。 

・本会のホームページや広報に関すること。 

 
 
 
 
 
 
 
 
    平成２８年１月号から表紙デザインを全面改訂 

 
 

 

■ 会員交流委員会 
・建築士事務所の会員交流並びに福利厚生に関すること。 

・親睦ボーリング大会を開催（通算３５回開催）。  

 
 
 
 
 
 
 
 

第 6回カープ応援交流会 

■ 教育委員会 
・管理建築士講習、建築士定期講習に関すること。 

・住宅金融支援機構「適合証明技術者」の講習会に関すること。 

・開設者・管理建築士及び所員の研修、教育に関すること。 
 
 
 
 
 
 
 

講習会の様子 

AAA広島 2018.48



■ 都市環境委員会 
・都市環境に関する調査研究及び提案に関すること。 

・ひろしま建築文化賞及び日事連建築賞に関すること。 

 
 
 
 
 
 
 
 

ひろしま建築文化賞チラシデザインの討議風景 

■ 住宅委員会 
・住宅環境に関する調査研究及び提案、建築展に関すること。 

・住宅相談に関すること。 

 
 
 
 
 
 
 
 

「第 9回こだわりの建築展」でのスタッフ集合写真 
 

 

■ 建築物耐震診断等評価委員会 
・耐震診断等業務の公共性・重要性に鑑み、協会の中に建築物の

耐震性の診断並びに耐震改修計画等の適正な評価を行うため

の建築物耐震診断等評価委員会を設置・運営を目的とする。 

・過去 20年の診断評価総件数 2559件 

 

 
 
 
 
 
 

評価委員会の様子 

■ 情報・編集委員会 青年部会 
・会報誌の編集にあたり、取材や勉強会などの活動に関すること。 

・建築系大学等への会報誌のＰＲ、異業種の若い世代との勉強

会、意見交換会に関すること。 

 
 
 
 
 
 
 
 

弁護士との意見交換会の様子 
 

 

 

■ 会員交流委員会 賛助会員部会 
・会員企業からの情報提供、セミナーの定期開催、会員相互の情

報交換の場を提供すると共に、正会員との交流・親睦を広げる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               正会員との意見交換会の様子 

■ 住宅委員会 マンション計画修繕部会 
・マンション計画修繕に関する相談受付、技術研究、研修会の開

催、指導助言、啓発活動等に関すること。 

 
 
 
 
 
 
 
 

ここが知りたい技術セミナーの様子 
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一般料金1,200円のところ
団体割引料金（1,000円）で鑑賞できます。
1階窓口で建築士事務所協会の会員と申し出て下さい。
●会員名／（一社）広島県建築士事務所協会
●会員番号／110091
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日事連・建築士事務所賠償責任保険

13
対象建築物

用 途：物流倉庫２棟（改修工事）

構 造：鉄骨造 地上５階建

延床面積：2,612.95㎡

倉庫の排水設備・排水ポンプの著しい能力不足により、トラックバースに冠水事故が発生した。

事故の現象

事故原因

倉庫改修前は道路より敷地地盤レベルの方が高かったため、ポンプアップすることなく自然放流でスムーズ

に排水できていたが、改修時、トラックバースを新設した際に敷地地盤を大きく掘り下げたため、排水ポンプが

必要となった。その際、設計者は指定した雨水排水設備（最終桝＋排水ポンプ2台）が負担する屋根面積及び

既設屋根からの流入水のことを見落していたため、本来必要とされていた排水能力の1/5前後しか発揮できな

い排水ポンプを設置したことが事故につながった。

補修内容と支払い保険金

排水ポンプ取替え、集水桝の増設、それに伴う電気設備工事を行った。

１．申告損害額 ： ２６０万円

２．認定損害額 ： １６０万円

※排水ポンプの製品代等の改善・改良工事費用を否認した。

３．賠償責任額 ： １２８万円（設計者責任８０％）

※設備工事業者も既存建物の排水経路や設置するポンプの適否を、確認すべき立場にあったと考えられ、

設備工事業者の責任割合を２０％とした。

４．支払保険金 ： 賠償責任額１２８万円－免責金額１０万円＝１１８万円

配慮すべきポイント

改修時において地盤の形状変更がある場合には、排水経路や水勾配に十分な配慮が必要である。また、排

水設備が負担する屋根面積等に注意し、設計することが重要である。

排水設備の能力不足

13
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日事連・建築士事務所賠償責任保険

14
対象建築物

用 途：商業用オフィスビル（新築工事）

構 造：鉄骨鉄筋コンクリート造 地上９階地下１階建

延床面積：27,764.55㎡

天井隠蔽型空調機器の静圧不足により、吹出風速が低下し、暖気が上方に滞留してしまう状態が発生した。

事故の現象

事故原因

設備設計担当者は、必要機器能力（kW）、必要機外静圧（Pa）、天井隠蔽ダクト吹出型であることを認識した

上で設計を行ったが、機種選定が不適切であり、その選定ミスを社内検図で発見できなかったことが事故に

つながった。

補修内容と支払い保険金

空調機器の交換を行った。

１．申告損害額 ： ２,７２０万円

２．認定損害額 ： ２,３２０万円

※空調機入替に伴うグレードアップ費用を否認した。

３．賠償責任額 ： １,１６０万円（設計者責任５０％）

※調査の結果、施工図承認書が未提出であったことが判明したため、施工者責任を５０％とした。

４．支払保険金 ： ５００万円（建築設備機能不発揮１事故支払い限度額）

配慮すべきポイント

空調機の機種選定には十分な設計上の配慮が必要である。また施工段階の施工図承認と監理業務上の慎

重な確認作業が必要である。

空調機器の機能不発揮

14

AAA広島 2018.4 13



法律に関するトラブル 

困ってませんか？  
 

あなたの事務所のリスク管理を協会が支援します！ 
 

 
 

 

建築設計・監理業務の法律関係のことでお困りの方、当協会の委託法律事務所が

無料で相談に応じます。 
 
※ 協会正会員に限ります。 

※ 委託法律事務所 ： 弁護士法人広島みらい法律事務所 

※ 相談に限り無料です。解決に向けて事件の受任を依頼する場合などは有料です。 

※ 委託法律事務所と利害関係のある案件を除きます。 
 

弁護士と面談までの手順～手続き簡単～ 

ステップ 1 ≪事務所協会で受付≫ 

① 広島県建築士事務所協会へ電話してください。 

② 事務所名、担当者名をお聞きします。 

※相談の内容については、事務所協会ではお聞きしません。 

まずは電話 082-221-0600 広島県建築士事務所協会まで 

 

ステップ 2 ≪法律事務所と電話でアポイント≫ 

あなたから委託法律事務所へ直接、電話していただきます。 

① 相談したい内容をお話しの上、面談の日時と場所を決めます。 

② 面談場所は、委託法律事務所内（広島市、大竹市、尾道市）です。 
 

ステップ 3 ≪弁護士と面談≫ 

① 委託法律事務所内において、弁護士と相談をしてください。 

※相談内容の詳細については法律事務所限りとし、事務所協会への報告は必要あ 

りません。 

建築士事務所のための法律相談窓口 

AAA広島 2018.414
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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・福山市立大学・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、呉工業高等専門学校、島根大学が参加してい

ます。

今年は全部で79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6日（火）～3月10日（土）の期間で開催され、最終日10日に

審査会と表彰式が開催されました。

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方面のかたをはじめより

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、古谷�誠章さん、西沢�大良さん、大西�麻貴さん、龜谷�清さんをお招きし、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2018報告

総合資格学院　山代　篤

AAA広島 2018.416



以下に入賞作品のご紹介をいたします。

広島平和祈念卒業設計賞

☆最優秀賞（1点）：副賞商品券2万円＆記念トロフィ－

　●白石�雄也さん「ハレの櫓」近畿大学�工学部建築学科

☆優秀賞（3点）：副賞商品券1万円＆記念トロフィ－

　●竹安�沙希さん「大地との対話」広島工業大学�工学部建築学科

　●堀田�翔平さん「ジレンマを繋ぐ三つの器」島根大学�総合理工学部�建築・生産設計工学科

　●工藤�崇史さん「自然の景過」近畿大学�工学部建築学科

審査員特別賞

☆古谷�誠章�賞：副賞商品券5千円

　●竹國�亮太さん「道後湯気街道物語」近畿大学�工学部建築学科

☆龜谷�清�賞：副賞商品券5千円

　●竹安�沙希さん「大地との対話」広島工業大学�工学部建築学科

☆西沢�大良�賞：副賞商品券5千円

　●堀田�翔平さん「ジレンマを繋ぐ三つの器」島根大学�総合理工学部�建築・生産設計工学科

☆大西�麻貴�賞：副賞商品券5千円

　●池田�夕莉さん「手から手へ」広島工業大学�環境学部�環境デザイン学科

市民賞（来場者投票）：副賞商品券5千円＆盾

　●福元�日奈子「まちなかホスピス」広島女学院大学�人間生活学部生活デザイン建築学科

（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2018」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。

AAA広島 2018.418
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最近うちの事務所にお酒を飲みに来る人が多い気がします。

家には妻や子供がいるので夜遅くに上がり込んでお酒を飲むのは抵抗があるが、事務所ならなんと
なく迷惑がかからなそうというか、入りやすいと考えている人が多いようです。飲み会の帰りに2次
会的に寄ってみたり、仕事の愚痴を言いに来たりします。

特に最近よく来るのが数年前に知り合ったフィリピン人のJ氏です。彼は2週間に1回のペースで
うちにお酒をのみに来ます。彼とは、同じバスケットボールチームでプレイしています（たいしたレ
ベルのチームではないです）。J氏はフィリピンで育ったため、寒いのが苦手で、冬になると手がかじ
かんでシュートが入らないなどというありがちな言い訳をして、バスケの練習にはぜんぜん来なくな
ります。バスケは寒いからこないというのに、雪が降る中うちまで歩いてお酒を飲みにくることはで
きるみたいなのですが。

J氏はたいてい金曜の夜22時に来ます。お互いまだ手がかかる小さな子供がいるので、集合は子供
が寝た後。一応奥さんには気を使っているつもりです。
彼とはいつもNBA（アメリカのプロバスケットボールリーグ）の中継をみながらお酒を飲みます。
飲み物はいつも缶ビール。おつまみはJ氏が来る途中にコンビニで買ってきたもの、あるいはうち
のストックがほとんどで特にこだわりはないです。ビールがなくなったらウィスキーやワインを飲ん
だりしますが、これも特にこだわりはなく、あるものを飲むといった程度でお互い特にお酒に詳しい
わけでもないです。先日はJ氏の健康診断が近いということで、J氏は糖質70％オフのキリン淡麗グ
リーンラベルを自分用に買ってきていたのですが、買ってきたのは全部ロング缶で、最終的には私の
1.5倍くらいの量をのんでいたので、効果があったのかどうか、というか本当に健康診断のために気を
使っていたのかどうか疑わしいと思いました。
うちのストックのサラミをテーブルに置いていたのですが、J氏は全く手をつけず、どうしたのか
と思って（J氏は前回うちに来たときはサラミがうまいと言っていたので）たずねたら、たまたまそ
の日がカトリックの聖金曜日で肉を食べない日だということでした。そのサラミの隣に湖池屋の「魅
惑の炙り和牛」味のポテトチップスも置いていたのですが、やはりそれも最後まで開封されませんで
した。肉味だからなのか、単におなかいっぱいだったからか、健康診断前だからか、理由を聞かな
かったので今となっては分からないのですが。

原井隆建築設計事務所
原井　隆　

好きな食べもの：豆腐
趣　　　　　味：バスケットボール　ランニング　ＮＢＡ鑑賞　読書

第151回
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お酒を飲みながら話すのは、序盤はNBAのこと。選手の移籍の噂や、最近面白かった試合、それぞ
れが好きなチームの調子、プレイオフの予想などの話をします。J氏は英語のスポーツニュースをイ
ンターネットで毎日チェックしているので、NBAに関しては私よりもはるかに多くの情報を持ってい
ます。日本語に翻訳されているNBAのニュースは少ないのでJ氏が持ってくるニュースは僕にとって
貴重な情報源になっています。

中盤あたりから、お互いの仕事の話や文化の違いの話など、ほとんどNBAと関係ない話になります。
NBAの中継も流しているだけでたいしてみてないです。
先日などは「日本人はなぜ無宗教だという人が多いのか」「フィリピン人はみんな教会に毎週行く。
日本人はあまり信仰心がないように見えるが、住んでみると悪い人は少なく感じる」と言われ、二人
でなぜだろうと長い時間考えました。

僕は英語が得意ではなく、J氏もまだ日本語は片言なので、二人ともグーグルで単語を調べながら
話をします。お酒が入ると多少変な英語になってしまっても気にならなくなるので、とにかく話した
いことをどうやって伝えるか、時には絵や図を書いて説明したりもします。うまく伝わると、それそ
れ、それのこと！といったように伝わったこと自体に盛り上がって楽しい気分になります。

J氏から今日も「Let’s�drink�next�week�if�possible.�Watch�all�star�game.」というメッセージが来ま
した（NBAのオールスターは毎年2月に行われます）。私もとりあえず「same�time�OK」と返信して
おきました。

「次は岡田建築設計事務所の岡田治幸さんへバトンをお渡しいたします。」
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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。



第86回

私がカメラを始めたのは中学生のころからです。
友人と写真部に入り学校行事のフィルム現像、焼き付けなど暗室作業を教わりました。
しかし私は撮影がしたくて入ったので毎日暗室での作業に耐え切れず辞めてしまいました。
念願の一眼レフカメラを手にしたのは社会人になってからです。最初の撮影対象は飛行機。今はヘ
リポートとなっている西広島飛行場へよく行っていました。飛行機との距離が大変近く迫力ある写真
が撮れましたが今思えばとても危険な飛行場でもありました。
その頃はまだフィルム式カメラです。出来上がりの写真を見るまで毎回楽しみにしていたころが懐
かしく思います。今はフィルム式カメラも店頭から消えデジタル式カメラばかりです。時々中古カメ
ラ店へ行って古いカメラを見て廻ったりします。重量感と機械式シャッター音が大好きです。
当時使用していたフィルム式カメラです。学生時代は高
価で買えなかったCONTAX。また使いたくなった時の為�
防湿庫で大事に保管しています。

現在使用のカメラはデジタル一眼レフで４台目となりま
す。誰でも簡単にそれなりの撮影が出来ます。動画撮影も
可能で高機能、さまざまな撮影条件でも設定次第できれい
に撮れて便利です。
現在の機材。撮影の時は望遠用と標準、広角用のカメラ
2台、ビデオカメラ、一脚を持って行きます。

　　　株式会社フジ総合企画設計

　　　　　　大瀬　寿人
出 身 地：福岡県
座右の銘：明日は明日の風が吹く
趣　　味：ドライブ旅行、音楽鑑賞

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

私の
お気に
入り



飛行機撮影は航空自衛隊の航空祭によく行っています。初めてブルーインパルスのダイナミックな
アクロバット飛行を見てすっかりハマリました。戦闘機の爆音を聞くと気分が高揚します。アクロ
バット飛行といえば空のF1と言われるエアレースで昨年年間総合優勝を成し遂げた室屋選手のアク
ロバット飛行が笠岡市で毎年行われています。
エアレース参戦が発表された時は国内の飛行はもう見ら
れなくなるのではと思いましたが毎年来てくれます。この
イベントは大空と大地のカーニバルといい飛行機、スー
パーカー、バイク、ラジコン飛行機とバラエティに富んだ
ものです。室屋選手の飛行機とフェラーリのスピード対決
は大変盛り上がります。
最近は自動車レースの撮影に挑戦しています。西日本エ
リアでビックレースが行われるサーキット場は岡山国際サーキットと九州大分県のオートポリスがあ
ります。昨年はオートポリスに初めて行きました。サーキットコースは最大52mの高低差があるのが特
徴でドライバーにとってチャレンジングなコースです。岡山国際サーキットは全長3703kmと短く歩い
て移動が出来るコンパクトなコースで車との距離も近く迫力ある観戦が楽しめるサーキットです。
現在F1は日本人ドライバーが参戦してなくて以前のような人気はありませんが国内レースはスー
パーGT、スーパーフォーミュラ、スーパー耐久など大変盛り上がっております。私が好きなレースは
スーパーGTで岡山が開幕戦。全8戦で行われる世界最速のツーリングカーレースです。ドライバーは
現在の日本人トップドライバーの中島一貴（中島悟の長男）を初めとし小林可夢偉（2017年WECルマ
ンでコースレコード更新）、広島出身の平川亮など世界でも活躍中のドライバーや今年はF1チャンピ
オンのジェイソン・バトンがフル参戦。どんな走りを見せてくれるかとても楽しみです。またチーム
監督がすごい！日本一早い男と言われた星野一義、日本人初のF1ドライバー中島悟、日本人初F1
表彰台にあがった鈴木亜久里と日本のレース界に歴史を残した面々の戦いも見所です。かつてのモー
タースポーツファンの方も楽しまれるのではないでしょうか。
モータースポーツ誌に載っているような迫力ある写真を撮れるよう毎回挑戦していますがイメージ
しているような写真はそう簡単には撮れません。我ながらよく撮れたと思えるようなものは10枚程度
でしょうか。

私のお気に入りはカメラです。お気に入りのカメラを持って大好きな飛行機、カーレースの日常では
あじわえないスピード、爆音を肌で感じながら写真を撮ることが最高のリフレッシュになっています。

<ホッブスコーナーの立ち上りを撮影> ＜バックストレートを流し撮り＞
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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。



編　集　後　記

一雨ごとに春めいてきました。４月号が出るころには、桜は満開になっていることでしょう。
春といえば、出会いと別れの季節です。私にとってこの春、松江市在住のローカルジャーナリスト

の田中輝美さんとの出会いがありました。「関係人口」をキーワードに、過疎先進県の島根県を元気に
する活動をされています。田中さんのポジティブな考え方に接していると、明るさと元気と希望をを
もらえます。ちなみに「関係人口」とは、観光以上定住未満の「地域に関わってくれる人口」のこと
です。自分でお気に入りの地域に週末ごとに通ってくれたり、頻繁に通わなくても何らかの形でその
地域を応援してくれるような人たちを指します。
そしてこの春の別れといえば、三江線の廃線です。3月に生まれてはじめて三次から江津まで乗り
ました。（乗り鉄ではありません。）ホームや車中で東京、横浜、大阪からの多くの人々と知り合うこ
とができました。三次から中国山地を縫うように江津を経て日本海に注ぐ江の川の風景、天空の駅と
して有名な宇津井駅、駅ごとに工夫を凝らした地域ならではの乗客への「おもてなし」の心を実感す
ることができました。三江線沿線の町々にも「関係人口」が着実につくられています。
「関係人口」は操を立てて1か所とだけ関係を持つ必要はありません。お気に入りの地域があれ
ば、どんどん「関係人口」になることができます。皆さんも気楽に「関係人口」になってみませんか。

� 大木　一郎　 　　

（賛助会員）

　1．事務所名称・所在地の変更

　○新：三和システムウォール㈱

　　旧：三和スピンドル建材㈱

　　新：〒661-0951　兵庫県尼崎市田能6丁目10番1号

　　旧：〒661-0976　兵庫県尼崎市潮江４丁目2番30号
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