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『異種3業態が繋がるショッピングモール』
　イズミ（スーパーマーケット）、蔦屋書店（書
店）、カインズ（ホームセンター）の異種3業態
のキー店舗で構成される新しい形の商業施設であ
る。中央に蔦屋書店を配置し、3つのアルコーブ
状の外部空間（食の庭、知の庭、住の庭）を貫通
するマガジンロードでイズミ食品館とカインズが
繋がっている構成。
　売り場は長さ 350ｍの2層で、3つの庭それぞ
れに対応した吹抜空間が断面方向の回遊性を高め
ている。吹抜空間からは庭を介して外部の緑を眺
めることができ、明るく開放的な場所になってい
る。また各所にレストスペースが設けられ、1日
中ゆったりと過ごせるよう配慮されている。
　外観デザインは、林の木立をイメージした垂直
方向のランダムなカラーリングをベースにカーテ
ンウォールやサッシで構成されている。内装デザ
インも同じイメージコンセプトで統一されている。

ＬＥＣＴ

≪施設概要≫
：株式会社イズミ
：鹿島建設株式会社中国支店
：鹿島建設株式会社中国支店
：2016年1月～2017年5月
：広島県広島市西区扇2丁目
：鉄骨造、5階建て
：54,843.57㎡
：32,927.61㎡
：129,416.06㎡
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■今月の表紙タイトルバック／日本の伝統色
　勿忘菫　わすれなすみれ
　�淡雪のほのかな想いきみやさし 菫の花が咲き
　…小雪が舞う季（とき）の色。柔らぎの感覚。
　（十日町織物工業協同組合策定きもの誕生色より）



平成30年秋の叙勲で当協会相談役　髙田輝雄氏（70）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。

髙田輝雄氏は、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12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。特に副会長時代には、平成17年に発生した構造計算

書偽装問題に対する、一連の建築士法や建築基準法の改正に円滑に対応するため多大な貢献をされま

した。

また、（社）広島県建築士会常務理事をはじめ、（社）日本建築積算協会中国四国支部幹事、（協）広

島県設計連合代表理事、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来

られました。

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30年11月吉日

（一社）広島県建築士事務所協会

会　長　　衣　笠　准　一

髙田輝雄様「旭日双光章」受章
おめでとうございます

 髙田輝雄氏 勲章伝達式の様子
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◆次の条件に該当する屋外広告物が対象となります。




管理者（資格を持った人でなければなりません）の設置が必要です。 

管理者による定期的な安全点検の実施が必要です。 

継続許可を受けるには，点検結果の報告が必要です。 

 




























屋外広告物の一層の安全性の向上を図り，公衆に対する危害を未然に防止する目的か

ら，広島県屋外広告物条例及び広島県屋外広告物に関する規則が改正されました。 

これにより，屋外広告物の屋外広告物の屋外広告物の屋外広告物の安全点検が義務化安全点検が義務化安全点検が義務化安全点検が義務化され，屋外広告物の許可期間更新申請時に

は，「屋外広告物安全点検報告書」「屋外広告物安全点検報告書」「屋外広告物安全点検報告書」「屋外広告物安全点検報告書」の提出が必要となりました。 





①管理者の

設置

②安全点検の

実施

③点検結果の

報告

 
「屋外広告物」を表示・設置・管理している皆さま 

広告物自体の高さが４ｍ又は表示面積が１０㎡を超える場合



■施行■施行■施行■施行日日日日（改正内容が適用される日）（改正内容が適用される日）（改正内容が適用される日）（改正内容が適用される日）    平成３１年１０月１日平成３１年１０月１日平成３１年１０月１日平成３１年１０月１日    





■許可更新までの流れ■許可更新までの流れ■許可更新までの流れ■許可更新までの流れ    
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≪点検項目≫ 












≪対象となる広告物の例≫ 

広島県 土木建築局 都市計画課  ０８２－５１３－４１１１ 
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ホームページ http://www.bunka-s.co.jp/
本   社 〒113-8535 東京都文京区西片１丁目17-3 tel : 03-5844-7111
中四国支店 〒734-0013 広島県広島市南区出島2-4-49 tel : 082-256-6700

文化シヤッターにお任せください!!!2018年
度は広島県

の検査報
告受付

が始まり
ます。

AAA広島 2018.12 7



＜月　間　行　事＞

� 平成30年11月1日～平成30年11月30日　
⃝11月1日　　技術委員会

⃝11月2日　　会員交流委員会

⃝11月5日　　マンション計画修繕部会

⃝11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

⃝11月8日　　三役会　　　　　　　　　　　　　　於：尾道グリーンヒルホテルハーバーカフェ
　　　　　　　次世代のひと・まちづくり会議　　　於：魚信� ７名・オブザーバー６名出席
　　　　　　　地域理事会・懇親会
　　　　　　　　　於：魚信� 理事14名・オブザーバー9名・事務局2名出席

⃝11月9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� 国交省3名・協会11名出席

⃝11月10日　　建築物耐震診断等評価委員会
　　　　　　　広島市空き家よろず相談会
　　　　　　　　　於：広島市総合福祉センター� 亀岡教育委員・大木主任出席

⃝11月11日　　「文化講演会」並びに「自由民主党広島政経文化懇談会」
　　　　　　　　　於：リーガロイヤルホテル広島� 衣笠会長・豊田政研会長・河原専務理事出席

⃝11月12日　　住宅委員会

⃝11月13日　　防火設備定期検査業務基準に関する講習会
　　　　　　　　於：建築サロン� 20名受講
　　　　　　　特定建築物定期調査基準に関する講習会
　　　　　　　　於：建築サロン� 24名受講

⃝11月14日　　日事連総務・財務委員会（ＷＥＢ会議）� 車田副会長出席

⃝11月15日　　情報・編集委員会

⃝11月16日　　（公社）日本建築積算協会中国四国支部との打ち合わせ� 大上技術委員長、大木主任出席

⃝11月20日　　広島県建築士事務所政経研究会役員会

⃝11月21日　　広島市との意見交換会　　　　　　　於：広島市役所　� 広島市9名・協会9名出席
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⃝11月22日　　日事連第3回中四国ブロック会長会議
　　　　　　　　　於：リーガホテルゼスト高松� 衣笠会長、車田副会長、河原専務理事出席
　　　　　　　ひろしま住まいづくりコンクール現地審査� 豊田副会長出席
　　　　　　　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　　建築物耐震診断等評価委員会

⃝11月26日　　日事連青年ワーキンググループ（ＷＥＢ会議）� 村田理事出席
　　　　　　　建設業の諸問題に関する広島市との勉強会� 車田副会長・小笠原業務委員長出席

＜今後の行事予定＞

⃝12月6日　　マンションを中心とした改修工事における「ここが知りたいセミナー」
　　　　　　　　第3回建具改修工事勉強会

⃝12月8日　　顧問懇談会　　　　　　　　　　　　於：リーガロイヤルホテル広島

⃝1月11日　　新年互礼会　　　　　　　　　　　　於：リーガロイヤルホテル広島

⃝1月17日　　防火設備定期検査業務基準に関する講習会
　　　　　　　特定建築物定期調査基準に関する講習会

⃝1月22日　　管理建築士講習

⃝1月24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：福山市市民参画センター

⃝2月1日　　第36回協会親睦ボウリング大会　　　於：広電ボウル

⃝2月6日　　正副委員長会議

⃝2月12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

⃝2月13日　　マンションを中心とした改修工事における「ここが知りたいセミナー」
　　　　　　　　第4回耐震改修工法勉強会

⃝2月22日　　三役会・理事会
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今年の大会は10月５日（金）に東京都千代田区有楽町の帝国ホテルにおいて、約800名の参加者のも
と盛大に開催されました。
今年の大会テーマは、「未来へ継ぐ」です。これは、東京五輪に向けた、またそれ以降の都市構造が

変わるような大規模都市開発が続く東京で、新たな設計プロセスへの移行や、建築士事務所が次世代
に継承する役割を自覚し、豊かな社会に貢献することを意味します。
大会には、広島会から衣笠会長をはじめ18名が参加しました。同日の午前中、「未来につなげよう　
青年の輪」と題して、青年話創会2018東京が開催されました。全国から1５0名の参加があり、広島会か
らは福山理事、大旗理事、村田理事が参加し、テーブル討議では活発な意見交換が行われました。
午後からの式典プログラムでは、「建築が変わる／仕事が変わる～」と題して、リファイニング建築
の手法で知られる建築家、青木茂さんの講演がありました。様々な既存建築の活用に取り組んでこら
れた青木さんは建築を長寿命化し、隠れた価値や可能性を再発見するキレのいい成果について、多く
のことを学びました。

引き続きパネリストを交え、ITジャーナリス
トの家入龍太氏のコーディネートでパネルディス
カッションを行い、ストック時代への対応やＢI
Ｍ、ＡI活用の在り方、また女性が活躍できる働き
方などについて幅広く意見を交わしました。
メイン式典では、佐々木会長による挨拶があ
り、続いて来賓の石井国土交通大臣からの祝辞が
ありました。その後、日事連建築賞表彰、年次功

第4２回建築士事務所全国大会（東京大会）レポート
事務局�

帝国ホテルにて青木茂氏の講演

懇親会場の帝国ホテルにて
AAA広島 2018.1210



労者表彰などがあり、広島会からは小西名誉会長理事が年次功労者として表彰されました。
帝国ホテルでの懇親会を終え、二次会は銀座で行い皆さん交流を深められました。
翌日は自由行動でした。６名は皇居一般参観、福山から参加の４名は木材会館等の見学を行いました。
皇居一般参観は予めインターネットで申し込みをしました。桔梗門から入場し、窓明館で説明を受
けました。土曜日ということもあり、200名以上の参加者がいました。英語、中国語、日本語ガイド班
に分かれての参観となりました。
窓明館を出て左側に上がっていくと、右手に立派な石垣と大きな櫓が見えてきました。「富士見櫓」
で、1609年に再建された当時は隅田川の花火大会や富士山が見えたといわれています。
石垣は「野づら積み」で、自然石をそのまま積んでいるため、乱雑ですき間が多く崩れそうに見え
ますが、積み方としては水はけもよく最も堅牢といわれていて、関東大震災でもまったく崩れなかっ
たそうです。そしてこの石垣を主に作ったのは加藤清正公と言われています。

宮内庁庁舎を過ぎ、宮殿が見えてきました。長和殿に面した宮殿東庭は新年及び天皇誕生日の一般
参賀が行われる広場です。長さは160ｍあります。また叙勲の際の皇居での天皇陛下拝謁は宮殿の豊明
殿で行われます。
次に二重橋を渡り、伏見櫓を眺めました。写真で見るだけの二重橋を歩いた感動は今でも忘れられ
ません。伏見櫓は三代将軍家光のころ、京都の伏見城から移築されたと伝えられています。
そして春は桜、秋は紅葉できれいな山下通りを通り抜けしました。紅葉には少し早かったですが、
皇居内の植栽はとてもきれいに剪定され、清々しい気持ちになりました。

結びになりますが、参加いただいた協会員の皆様、本当にありがとうございました。

皇居の富士見櫓

長和殿と宮殿東庭

富士見櫓の奥にそびえるビル群

二重橋から見た伏見櫓
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　10月５日に東京帝国ホテルで建築士事務所協会の全国大会が開催されました。そしてその翌日、私
達は、かねてから予定していた見学会を実施しました。今回はその模様をご報告します。

　同行したメンバーは、高橋副会長、渕山さん、藤井さん、そして私の福山４人組です。

　朝起きて先ず向かったのは、新木場の「木材・合板博物館」です。新木場駅でジャパン建材㈱の松
岡様と待ち合わせ、歩いて「木材・合板博物館」へ向かいました。休館日にもかかわらず、職員の方
が親切に対応、説明をして下さいました。

　博物館に入ってまず私達を出迎えたのは、その昔、太平洋単独横断に成功した堀江謙一氏のヨット
「マーメイド号」のレプリカでした。（実物はアメリカ国立海洋博物館にある。）太平洋を横断するに
は、19フィート（約５.8ｍ）の船体はあまりにも小さく、構造もベニヤそのもので、よくこんなヨット
で太平洋を渡ったなと感心しきりでした。

　つづいて館内を進むと、多くの種類の国産材、外材の標本を前に樹種別の特徴、用途、需給状況な
どを詳しく説明して頂きました。特に最新の需給状況などは、大変参考になりました。
　また、合板の歴史や製造工程の説明をして頂き、丸太をかつら剥きするように、剥ぐ機械の実演を
して頂き、興味深く見学させて頂きました。

全国大会翌日の見学会
戸梶　好喜

マーメイド号（レプリカ） 左から戸梶　渕山　藤井　高橋
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　その他多くの展示品について詳しく説明して頂いた後、博物館最上階に上り、付近の新木場の様子
を展望しました。眼下の広大な貯木場に10年程前までは、多くの丸太が集積されていたとのことです
が、近ごろは海外で製材された状態で日本に入ってくるので、丸太は殆どありませんとのことでした。

　木材・合板博物館の見学を終え、次に向かったのは、「戸越銀座駅」です。
　戸越銀座駅は東急池上線の駅で、東京23区内で初めての、外装木質化リニューアルを実施した駅で
す。木質化リニューアルにあたって、東急電鉄と地域の人々が一緒にプランを練り、造りあげたとい
うことでした。ホームに降り立つと、杉の香りがかすかに感じられます。東急電鉄では隣の駅も同様
の木質化リニューアルを計画しているそうです。
　駅を見学した後は、東京で一番長い戸越銀座商店街を歩きました。

多くの樹種の説明

展示品の説明 建設中のオリンピックアクアティクスセンター

丸太剥ぎ機械実演
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　最後に、休日、休館日にも関わらず丁寧に対応して頂いた、ジャパン建材㈱松岡様、内野様、安達
様に感謝申し上げます。
　来年も多くの方に参加して頂けるよう、何かしら企画をしたいと思っています。

　最後は銀座に戻り、今年8月にオープンした「Ginza�Sony�Park」に行ってみました。
　旧ソニービルをリニューアルしたもので、地上が公園になっていて、地下に各施設が入っていま
す。この公園のコンセプトが「買える公園」となっていて、植えてある世界各地から集められた植物
が買えるシステムになっています。
　地下には飲食できるスペースもあり、都会の真ん中の憩いの場となっています。

植物には値札が付いています。

プラットホーム屋根

コンセプト「買える公園」

戸越銀座商店街をぶらぶら
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10月18日に、香川県綾歌郡宇多津町にある四国化成工業㈱のＲ＆Ｄ（研究・開発）センターを訪

れ、ブロック塀に代わるアルミ構造の塀など住宅エクステリア商品への理解を深めました。

当日はバスで広島市を出発し、福山から合流した会員の皆さまと一緒に見学地に向かいました。

バス内で、DVD講習を受けた後、香川県に入り、讃岐うどんで腹ごしらえをしました。

大阪北部地震でのブロック塀の倒壊事故を受け、多くの自治体で危険な塀の撤去や改修が進んでい

ます。現在、同社が開発した安全で安心なアルミ塀「アートウォール」が注目を集めていることか

ら、協会が会員の技術力向上を図るために見学会を開催しました。

この日は正会員16人が参加。はじめに、施設内で担当者がアートウォールなど数種類のエクステリ

ア商品について説明し、アートウォールについては「ブロック塀の20分の１の軽さで、倒壊時の危険

も最小限に抑えられ、撤去も簡単。デザインも豊富にある」と強調されました。同商品は、ＮＥTISに

登録され、文教施設協会の「学校施設優良部品推奨品」にもなっているそうです。

その後、センター内の屋外展示場に移動し、新構造のカーポート「マイポートセブン」や門周りに

設置する商品を見学。外装材「パレットＨG・ＣＸ」、内装材「ルミデコール」の実演もありました。

建材事業部の堀本雄喜中国営業部長は「今後の業務に役立ててもらえると幸い。会社としても研究

方法や商品のコンセプトを積極的に公開していきたい」と話されていました。

四国化成工業㈱のＲ＆Ｄセンター見学会報告

青年部会　志茂大輔

アートウォール施工状況を熱心に見る会員 マイポートセブンはグッドデザイン賞を受賞しました
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去る10月11日、広島県建築士事務所協会建築サロンにて、「平成30年度マンションを中心とした改修
工事におけるココが知りたい！セミナー：塗装工事編」が、28社・団体・3５名の参加で開催されました。
マンション大規模修繕工事における塗装工事は、その対象物や施工範囲が多岐にわたり、また同じ

内容の塗装でも、その対象物の劣化状態や立地環境によって、完成後の仕上がりや耐候性能に影響が
現れます。今回は賛助会員のエスケー化研㈱さんに講師をお願いしました。
セミナー前半部分では、塗装の劣化メカニズムや、既存塗膜種類の特定方法、既存塗膜及びその下
地状況の判断方法を学びました。特に塗装面積の大部分を占める外壁塗装においては、通常使用され
る各種塗料の特性や取扱時の注意事項などを学びました。セミナー後半部分では、鉄部塗装につい
て、その塗膜劣化メカニズムから防食方法の基礎を学び、「公共建築改修工事標準仕様書」をもとに、
改修工事における素地調整の種別とその重要性、塗装仕様の種別と選定方法、塗替え時の注意事項や
不具合の実例について学びました。不具合実例においては、下地の金属の種類を間違えるという基本
的なミスの頻発、旧塗膜と新規塗膜の相性（溶剤系の違いによる不具合）の悪さに起因する剥離や縮
み、そして適正な塗料の選定と施工の注意点を重点的に学びました。
セミナーの最後は、昨今大規模修繕工事でよく見られるようになった、コンクリート打ち放し部の
改修における検討ポイント、既存下地の判断、既存クリヤー塗膜の劣化状況判断を学びました。シン
プルに見えるコンクリート打ち放し部は、改修工事においては想像以上の下地・旧塗膜状況と種別の
調査、改修工法の選定がとてもシビアであり、大変困難であるということを学びました。
セミナー後の質疑応答では、別の機会での個別指導の希望などもあり、また受講者アンケートでも
塗装工事に関する意識が変わったなどのご意見もあり、開催した意義を大きく感じることが出来まし
た。
次回の大規模修繕工事における「マンションを中心とした改修工事におけるココが知りたい！セミ
ナー：建具改修工事編」は12月６日に建築サロンで開催されます。残席わずかですが、ご興味のある
方は事務局までお問い合わせください。

平成30年度マンションを中心とした改修工事における
ココが知りたい！セミナー　第２回塗装工事編レポート

お問い合わせ先　　広島県建築士事務所協会　事務局　０82－22１－０６００

マンション計画修繕部会　長崎邦彦
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（太平洋マテリアル㈱  中四国支社  広島営業部内）

☎　082-262-3110

☎　0849-33-4704

☎　0827-22-1266

☎　082-277-2371

☎　082-272-3773

☎　082-236-6333

㈱ 愛 晃

ア マ ノ 企 業 ㈱

㈱カシワバラ・コーポレーション

㈱ カ ネ キ

小 島 建 興 ㈱

㈱コンステック広島支店

☎　082-295-8600

☎　082-291-1631

☎　082-516-1070

☎　082-497-4777

☎　082-238-3511

三 共 化 学 工 業 ㈱

㈱ サ ン ゼ オ ン

㈱ テ ク シ ー ド

東興ジオテック㈱広島支店

宮 本 塗 装 工 業 ㈱
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　国土交通省は、新築住宅について2020年までに省エネ基準への100％適合化を目指しています。

このため、24年度より「施工技術者講習会」、25年度より「設計技術者講習会」を開催している

ところです。改正省エネ基準への適合には、断熱施工技術に加え、意匠設計から設備設計までト

ータルな取り組みが必要であり、この講習会で、断熱の設計ノウハウと基準適合の評価方法等に

ついて習得していただきます。

　省エネ基準も改正されてきており、すでに受講された方もぜひ受講ください。

　また、従来の外皮の『詳細計算法』では対応が難しいと感じる方や、より簡便に結果を求めた

い方などに向け、昨年度４月より『簡易評価法』の運用がスタートしました。

　なお、地域型住宅グリーン化事業においては、各補助対象住宅に関わる事業者で、設計者、

施工管理者、大工技能者の内いずれか一人が住宅省エネルギー講習の修了者（25年度以降の修了

者に限る）が所属している住宅のみが補助対象となっております。

●対　象：設計従事者（大工技能者など現場実務者も可）

●講　師：住宅省エネ化推進体制強化 地域リーダー

●内　容：省エネ基準の概要、外皮性能の計算、一次エネルギー消費量の計算、

　　　　　基準判定方法、建築による省エネ化、設備による省エネ化、断熱設計、

　　　　　断熱リフォーム、省エネルギー基準、計算演習、修了考査、考査問題解説

　　　　　（以上は『詳細計算法』講習の場合）

●ツール：設計技術者テキスト

　　　　　　＊当日は、筆記用具・電卓を持参下さい

●受講料：1,000円 （当日お支払い下さい）　

●修了証発行手数料（当日お支払い下さい）

　　賞状型 1,000円　カード型 2,000円

　　賞状・カード両方希望　3,000円

　　　　　　＊カード型の場合は、申込時に写真が必要です

●申込方法：下記の専用ホームページからお申し込み下さい
     http://www.shoene.org/

■建築関連ＣＰＤ制度

 　　　４単位
主催：広島県木造住宅生産体制強化推進協議会 

●講習日一覧 いずれも　１３：３０～１８：００ （受付１３：００～）

〒730-0052　広島市中区千田町3-7-47-5Ｆ

（公社）広島県建築士会　内

TEL：082-244-6830　FAX：082-244-3840

http://www.k-hiroshima.or.jp

広島県木造住宅生産体制強化推進協議会 事務局

３０年度

施工技術者講習会も
別途開催（６回）します。
こちらも受付中です。

住
宅
省
エ
ネ
ル
ギ
ー

設
計
技
術
者 

講
習
会

日　程

10/18（木） 

11/ 6（火） 

11/22（木）

12/ 4（火） 

広　島

定 員会 　　場

1/17（木） 
31年

福　山

広　島

広　島

広　島

福山市市民参画センター ５Ｆ

（福山市本町1-35）

広島県情報プラザ　２Ｆ

（広島市中区千田町3-7-47）

各

60名

12/20（木） 広　島

★

★

★印は、『簡易評価法（仕様・簡易計算ルート）講習会』となります

広島県情報プラザ　２Ｆ

（広島市中区千田町3-7-47）

新テキスト
で学ぶ!!
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〒730-0052　広島市中区千田町3-7-47-5Ｆ

（公社）広島県建築士会　内

TEL：082-244-6830　FAX：082-244-3840

http://www.k-hiroshima.or.jp

　国土交通省は、新築住宅について２０２０年までに省エネ基準への100％適合化

を目指しています。このため24年度より「施工技術者講習会」、25年度より「設計

技術者講習会」を開催しているところです。

　省エネ基準への適合のためには、地域の木造住宅生産を担う中小工務店等の今後

の業務に、断熱施工技術の向上などの省エネ等の新技術は不可欠となります。この

講習会では、断熱に係る設備配管を含めた施工技術について習得していただきます。

　省エネ基準も改正されてきており、すでに受講された方もぜひ受講ください。

　なお、地域型住宅グリーン化事業においては、各補助対象住宅に関わる事業者で

設計者、施工管理者、大工技能者の内いずれか一人が住宅省エネルギー講習の修了

者（25年度以降の修了者に限る）が所属している住宅のみが補助対象となっており

ます。

■対象者：大工技能者などの現場実務者

■講　師：住宅省エネ化推進体制強化 地域リーダー

■内　容：建築による省エネ化、設備による省エネ化、断熱設計、断熱施工、

　　　　　設備配管、断熱リフォーム、省エネルギー基準、模型解説、

　　　　　修了考査、考査問題解説  

■ツール：住宅省エネルギー技術テキスト（基本編・施工編）

　　　　　断熱標準施工法ＤＶＤ・施工カットモデル

■受講料：1,000円（当日お支払い下さい）　

■修了証発行手数料（当日お支払い下さい）

　　賞状型 1,000円　カード型 2,000円

　　賞状・カード両方希望　3,000円

　　　＊カード型の場合は、申込時に写真が必要です

■申込方法：下記の専用ホームページからお申し込み下さい

     http://www.shoene.org/

11/ 3（土）

主催：広島県木造住宅生産体制強化推進協議会 

　■講習日一覧

日 程

いずれも９：３０～１７：００ （受付９：００～）

広島大州

竹野木材株式会社

（福山市南松永町4-5-6）

 11/17（土）

 12/16（日） 

 1/13（日） 

 1/20（日） 

福　山

定 員

各
60名

会 　場

広島県木造住宅生産体制強化推進協議会 事務局

30年度

設計技術者講習会(半日)
も別途開催(6回)します。
こちらも受付中です。

住
宅
省
エ
ネ
ル
ギ
ー

施
工
技
術
者 
講
習
会

■建築関連ＣＰＤ制度

 　　　６単位

株式会社スガノ

（広島市南区大州1-10-15） 1/26（土） 

株式会社スガノ

（広島市南区大州1-10-15）

31年

広島県建労会館

（広島市西区横川新町8-12）

広島大州

新テキスト
で学ぶ!!

広島横川

三　次

尾　道

みよしまちづくりセンター

（三次市十日市西6-10-45）

広島建労第３地連しまなみ会館

（尾道市栗原東2-4-24）
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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階窓口で通知してください。
●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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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 
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第157回

　今となっては自分でも信じられませんが、ビール１杯を飲み干すのがやっと、甘いお酒しか飲めな
い、そんな時代もありました。しかし、ある日を境に「とりあえずの一杯」で飲んだビールが美味し
く感じました。その頃、仕事も忙しく人間関係にも悩み、鬱々としておりました。その時の上司に
「苦い経験をしないと、苦いビールは美味しく飲めない」なんて言葉に妙に納得してしまったのを憶
えています。
　お酒は適量であれば、リフレッシュさせてくれるもの。そこからお酒の魅力に目覚め、少々、お酒
が原因で苦い経験もしましたが、今はお酒を楽しんでおります。
　もっぱら自宅で晩酌が定番ではありますが、ビールは外で飲むのが
好きです。
　明るいうちから飲むビールはなぜあんなにおいしいのでしょうか。
（きっとビール好きならわかってもらえるはずです）
　明日からまた頑張ろうという活力になります。

　旅行へ行くときも、ビールタイムをどこで設けるか計画するのも楽
しみのひとつです。
　今年の夏は猛暑でしたので、涼しいところに行きたいと長野県の上
高地へ足を運びました。標高1５00mの山岳地は気温26度と半袖が丁度
よく、また快晴で、冷たい川に足をつけて、大自然の中、山から降り
てくる心地よい風に吹かれて飲んだビールといったら！至福の時を過
ごすことができました。

　これから寒くなりますので、温泉と日本酒をテーマにど
こに行こうか計画中です。
　たまに調子に乗って猛省することもありますがお酒は私
にとって人生の彩りを与えてくれる素敵なものです。これ
からもお酒と楽しい時を過ごしていきたいと思います。

　皆様もこれから年末年始にむけて、お酒を飲む機会が増
えていくと思いますが、適量を心掛けてどうぞ笑顔で楽し
いお酒にして下さい。

株式会社�LIＸIL�広島支店
堀田　里絵　

山口県山口市生まれ、2008年INAX（現LIXIL）入社。
広島支店へ配属となり３年が過ぎました。
趣味は、旅行と映画鑑賞。
座右の銘は 「笑う門には福来る」です。
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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89回

　196５年　ザ・ベンチャーズが2回目の来日、初来日は1962年
であるが、この時はメンバー2人だけで、ベースとドラムは、
日本人のサポートメンバーで公演している。2回目のフルメン
バーでの来日から一大エレキブームとなり、来日回数は５0回を
こえている。トレモロピッキング「トレモロ・グリスダウン」
奏法、一般的には「テケテケ」であるが、一世を風靡した。ア
メリカンのインストゥルメンタルバンド、又はサーフ・ミュー
ジックと呼ばれ、「ダイヤモンドヘッド」「10番街の殺人」「パ
イプライン」「朝日のあたる家」などが有名な代表曲である。
デュエット曲の「二人の銀座」、奥村チヨの「北国の青い空」、
渚ゆう子の「京都の恋」「京都慕情」、欧陽菲菲の「雨の御堂
筋」は、彼らの作曲による日本でのヒット曲となった。19５9年
の結成以来、メンバーの入れ替わりはあるが、今でも活動して
いる。
　その頃、中学生だった私たちも大いに触発され、同級生とバ
ンドを組み、ベンチャーズ曲をコピーした。これが、私の音楽
史のスタートと言ってもいいだろう。

　1970年代以前のイギリス産のロックミュージックをブリティッシュ
ロックと幅広く呼ぶが、それの初期19５0年～1960年代に、ジミー・ペ
イジ、エリック・クラプトン、ジェフ・ベック達が頭角を現し、歴代ギ
タリストとして加わったブルースロックと呼ばれる「ヤードバーズ」、
1960年代中期、エリック・クラプトンの「クリーム」、シド・バレット
の「ピンクフロイド」、ジミー・ペイジの「レッド・ツェッペリン」な
どが思い出される。中でも外せないのが、1960年結成の「ザ・ビートル
ズ」である。1970年に事実上の解散まで、わずか10年の活動だったの

㈲建築設計事務所 第一工房

　　　　　村上　克広

仕事をするにあたって心掛けていること（ポリシー）：オーナーの気持ちに立って
座右の銘：人は大きく、己は小さく、腹は立てず、気は長く
趣　　味：音楽、スポーツ

私の音楽史
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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（https://h-aaa.jp）の「京口門日記」に
カラー版を掲載しております。



かと、今更ながら思うが、全世界に与えたインパクトは、
強烈なものだった。1966年、初の日本公演が日本武道館で
行われ、それ以来この地が日本でのロックの聖地となっ
た。前座に内田裕也、望月浩、ブルーコメッツ、ブルー
ジーンズ、ザ・ドリフターズが参加した。1970年代、ハー
ドロック（へヴィメタル）と呼ばれた「レッド・ツェッ
ペリン」「ディープ・パープル」「ブラック・サバス」、
1970年代初頭のフォークロックの代表「ボブ・ディラン」、
1970年代以降のウエストコーストロックの「イーグルス」
「リンダ・ロンシュタット」「ドゥービー・ブラザーズ」、
1969年、ラテン音楽をベースとしたラテン・ロックの「サ
ンタナ」がデビューした。1976年、イーグルスの「ホテ
ル・カルフォルニア」はお気に入りの１曲だ。

　1974年、希望する建築学科の大学に入学した私は、実家
を離れ、自由を満喫し、何も考えることなく真っ先に軽音
楽部に入部、部室に入り浸る毎日を過ごした。下宿アパー
トや友人の所では、上述のLPレコードを聞きあさり、曲
をコピーした。マルイデパートの月賦でエレキベースを購
入、ロック漬けの毎日を過ごしていた。もう40年以上も前
の思い出となってしまった。

　1981年2月～3月にＮＨK「みんなのうた」で放送された
UFOと言うグループの「因島想春譜」をご存知だろうか？因
島出身の3人グループであるが、今年になって再放送された。
今は、その内の一人を含む友人達数人をメンバーとする、お
やじバンドを結成し、楽しく遊んでいる。青春時代の懐かし
いフォークソング、ニューミュージック、当然「因島想春
譜」も含まれるが、そんな楽曲を主なレパートリーとし、地
域や各種団体のイベントに依頼を受け、出演している。週１
回集まって、雑談しながら飲んで、食って、ついでに練習と
いった調子であるが、１か月以上お休み状態のことも多い。
とは言うものの、仕事を忘れ、ストレス発散と、楽しくやっ
ている。生涯、「青春」のままでいたいものだ。

「私の愛器」
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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。
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 正会員
事�務�所�名 所　在　地 開　設　者 管理建築士 ＴＥＬ

アートホームズ㈱二級建築士事務所
紹介者：㈱ヒロプランニング
　　　　一級建築士事務所

〒731-0123
広島市安佐南区古市
3-4-10

山田　隆徳 天保　武志

（082）    
836-3881
ＦＡＸ
（082）    
836-3871

広島市内を中心として主に注文住宅の設計から建築工事まで携わっております｡ 建物は
EPSとセルロースファイバーのW断熱を使用する事で機能性且つ快適性の向上を図ると
共にデザインにも力を入れております｡ また､ コンサルティング可能なスタッフも在籍
しており土地､ 資産管理から建物のアフターまで幅広くコーディネートを図っています｡

 賛助会員
会社名・代表者名 所　在　地 ＴＥＬ 営�業�品�目

㈱サクシード　広島営業所
営業所長　伊藤　辰成
紹介者：事務局

〒733-0002
広島市西区楠木町
3-10-13
アドウィンビル4階

（082）    
230-2820 建築の企画・計画・設計・積

算・構造計算、既存建築物の
耐震診断・補強設計、既存建
築物の各種調査

ＦＡＸ
（0835）  
24-4558

当社は山口県防府市に本社を構え、「1．安全安心な社会資本の実現　2．地球環境保全　
3．次世代継承　4．地域に愛される企業」という企業理念のもとに、全国各地の官公庁の
業務を行っています。

会社名・代表者名 所　在　地 ＴＥＬ 営�業�品�目

コマニー㈱広島営業所
所長　寺谷　慈規
紹介者：㈱近代設計コンサルタント
　　　　衣笠　准一

〒730-0032
広島市中区立町2-27 
NBF広島立町ビル12F

（082）    
207-1222

パーティション、トイレブー
ス、木製ドアの製造販売ＦＡＸ

（082）    
546-2100

この度、色んな方々とのご縁をいただき入会させて頂くことになりました。人との繋がりを
大切にする仕事をして笑顔の連鎖を創っていきたいと思っております。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
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編　集　後　記

時が経つのは早いもので，今年も残すところあと一ヶ月となりました。
今年は，「平成30年７月豪雨」により，広域かつ激甚な災害が発生し，多くの尊い人命が失われまし
た。亡くなられた方々のご冥福をお祈りいたしますとともに，被災された方々に心からお見舞い申し
上げます。

来年５月に元号が変わるため，何かと「平成最後の・・・」という言葉が飛び交いましたが，我ら
がカープは，「平成最後の日本一」の栄冠を勝ち取ることが出来ませんでした。また，新井選手の引退
もあり，少し寂しい秋になってしまいました。
しかし，新井選手の背中を若鯉たちがきっと見ていたはず。「新元号最初の日本一」に期待して，応
援したいと思います。
私も後輩たちに恥ずかしい背中を見せないよう，精進したいと思います。
皆様も元気に穏やかに平成最後の年末を迎えましょう。

� 藤本　誠二　 　　

（正会員）
　１．登録申請者・事務所所在地変更
　　○㈱Ｔ．Ｎ．Ａ二級建築士事務所
　　　新：〒731-421５　安芸郡熊野町城之堀４丁目16－29
　　　旧：〒730-0004　広島市中区東白島町７－11�タナカビル１F
　　○一級建築士事務所（協）建築設計団ＳＯＵ間
　　　新：〒730-0037　広島市中区中町４－22　　　　　　　ＴＥＬ082－242－4022
　　　旧：〒737-2126　江田島市江田島町津久茂１－７－13　ＴＥＬ0828－43－1007

（賛助会員）
　１．法人名称変更
　　○㈱ＩＣＨＩＫＡＷＡ
　　　新：㈱ＩＣＨＩＫＡＷＡ� � � 　旧：市川物産㈱
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