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Topics：広島県が定める垂直積雪量の改正について
　　　：正会員と賛助会員との意見交換会及び懇親会

建築士
事務所
協会報



宮島ブルワリー新築工事

≪建物概要≫

≪設計概要≫
施主である株式会社宮島ビール社長の有本氏が宮島の新たな賑わいづくりに貢献したいとの思いから発案さ

れ、地ビールの製造・販売、景色を楽しみながら食事を楽しむことのできるレストラン、そしてスターバックスをテナ
ントに加え新たな宮島のアイコンとなるよう開放的で透明感のある建物となることを目指し設計しています。

友人であるＣ＆Ａ ＡＲＣＨＩＴＥＣＴＳの山本嘉史氏とともに計画をスタートしましたが、関係機関の協議をスタートしようとし
た矢先に彼が病気のため急逝し後を受け継いだものです。
・ この建物は海岸と商店街の両方に面しているため、

１Fは建物内を通り抜けできる路地と人たまりとして中庭
を配し、これを囲むように宮島ビールを醸造するブロック
とそれを販売するビールスタンドのブロック、カフェのブ
ロックに区分した特色ある形態をしています。

・ 2、3Fは海岸に面する立地の良さを活かし、海
側の良好な風景を眺めながら飲食を楽しむことが
できるよう客席を配置しました。

・ 外観については、文化財を所管する県・市の教育
委員会、自然公園を所管する環境省の許可を得る
必要があり幾度も調整を繰り返し、厳しい要請も
ありましたが、当初の設計意図を何とか活かせた
ものとなっていると考えています。

：株式会社宮島ビール
：株式会社Ｒ・Ｅ建築設計事務所
　　沖 野　恒 巳
：株式会社Ｃ＆Ａ ＡＲＣＨＩＴＥＣＴＳ
　　山 本　嘉 史　
：株式会社増岡組広島本店
：廿日市市宮島町有之浦
：鉄骨造　地上３階建
：３３５．７５㎡
：４９３．２９㎡
：平成26年10月～平成28年12月
：平成29年4月～11月

発 注 者
設計・監理

企画・計画

施 工 者
所 在 地
構造・規模
敷 地 面 積
延 床 面 積
設 計 期 間
工 事 期 間

１Fビアスタンド

３Fレストラン客席

海岸側の全景

商店街側の全景

今月の表紙



■行政ニュース
 2……改正建築物省エネ法の概要説明会
 4……広島県が定める垂直積雪量の改正について
 6……介護保険住宅改修事業者研修会の周知について

■協会のうごき
 8……月間行事
10……正会員と賛助会員との意見交換会及び懇親会を開催
14……大建工業株式会社研究・開発センター見学会を開催

■お知らせ
16……建築士定期講習・管理建築士講習受講者募集中
18……「改修工事の積算」講習会のご案内
20……建築士事務所のための法律相談窓口が簡単に！

■賛助会員コーナー
22……第４回 造船鉄工祭（圓光産業㈱）

24……私とお酒　宇津森大
26……私のお気に入り　雨宮賢司

28……会員動静
28……編集後記　中本宗史

・目　次・

（一社）広島県建築士事務所協会 2019年９月号 No.446

■今月の表紙タイトルバック／日本の伝統色
　恋路十六夜　こいじいざよい
　�月冴えてきみあざやかに咲き匂う…朝露に身を洗う
山葡萄の深い紺色。十六夜の色にも似て。
　（十日町織物工業協同組合策定きもの誕生色より）



改正建築物省エネ法の概要説明会受付窓口
受付時間　9：00～18：00（土・日・祝除く）
TEL : 0120-771-266　FAX : 0120-252-936

※8/20（火）～9/27（金）の間、全47回開催 （注）北から順に掲載しております。開催日順ではございませんのでご注意ください。

住宅・建築物の省エネルギー化に携わる事業者・審査者等の方々
（建築主、設計業者、施工業者、設備機器製造業者、エネルギー供給業者、審査機関、行政庁等）

別紙１

令和元年8月20日（火）～9月27日（金） ［47回開催］

受講票は、講習当日に必ず持参願います。会場の室名等は受講票に記載してあります。

14：30～15：30

無料
申込受付期間
令和元年7月30日9時～
開催日前日まで

FAXによる受講申込み
（受付締切 開催3日前 18:00）

講習の申込・手続き等に関する問合わせ先・・・・・・

電話による受講申込み
（受付締切 開催2日前 18:00）

WEBによる受講申込み
（受付締切 開催日前日 18:00）

申込書に必要事項を記入の上、FAXにて送信してください。
申込受付後、受講票をFAXでお送りします。なお、定員に達した場合には
受講をお断りしますので、ご了承ください。

（受付時間内でも定員になり次第受付終了とさせていただきます。）
※会場の席数の関係で、応募多数の場合には、参加人数の多い企業様に人数の調整を
　お願いする可能性がございます。

受講申込受付の電話番号・受付番号

受講申し込みフォームからお申し込みください。受付後、受講票をメールでお送りします。
https://krs.bz/koushuu-setsumeikai/m/2019shoene-gaiyou

TEL : 0120-771-266　受付時間　9：00～18：00（土・日・祝除く）

なお、一人でも多くの方に受講していただきたいので、欠席される場合は、必ず開催日前迄にご連絡ください。

改正建築物省エネ法の
概  要  説  明  会

■日程・会場・定員等

　「パリ協定」（2016年11月発効）を踏まえた温室効果ガス排出量の削減目標の
達成等に向け、住宅・建築物の省エネルギー対策の強化が喫緊の課題となっています。
　このため、住宅・建築物市場を取り巻く環境を踏まえ、住宅・建築物の規模・用途
ごとの特性に応じた実効性の高い総合的な対策を講じることが必要とされています。
　これらの背景を踏まえ、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の
一部を改正する法律（改正建築物省エネ法）」が、令和元年5月10日に国会において
成立し、同年5月17日に公布されました。
　本説明会では、住宅・建築物の事業に携わる方々を対象に、今後施行予定の改正
建築物省エネ法の制度概要及びそのスケジュールについて説明を行います。

改正建築物省エネ法の概要／改正法に盛り込まれた各措置／法律の施行時期およびスケジュール

対 象

期 間・会 場

時 間

内 容

参 加 費

申し込み方法

受 講 票

　　　　　会　場　名

札幌コンベンションセンター

青森県観光物産館アスパム

岩手県産業会館

ハーネル仙台

秋田県ＪＡビル

山形国際交流プラザ（山形ビッグウイング）

コラッセふくしま

ザ・ヒロサワ・シティ会館（茨城県立県民文化センター）

コンセーレ（栃木県青年会館）

ベイシア文化ホール（群馬県民会館）

JA共済埼玉ビル

千葉県経営者会館

砂防会館別館

ラジオ日本クリエイト事務局

朱鷺メッセ（新潟コンベンションセンター）

ボルファートとやま

金沢商工会議所会館

福井商工会議所

山梨県JA会館

長野バスターミナル会館

じゅうろくプラザ（岐阜市文化産業交流センター）

静岡商工会議所静岡事務所会館

名古屋市公会堂

津センターパレス

定員

280

140

130

230

110

240

110

130

120

120

280

210

550

270

180

180

180

80

220

270

220

230

770

290

曜日

木

木

金

金

火

木

火

月

水

水

月

水

火

金

金

水

木

月

火

木

金

月

木

木

開催日

9月  5日

9月19日

9月20日

8月30日

8月27日

8月29日

9月17日

9月  9日

9月  4日

8月28日

9月  2日

9月11日

8月20日

9月27日

9月13日

9月  4日

9月  5日

8月26日

9月17日

9月  5日

9月20日

9月  2日

8月22日

9月26日

都道府県

北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

　　開　催　地

札幌市白石区東札幌6条

青森市安方

盛岡市大通

仙台市青葉区本町

秋田市八橋南

山形市平久保

福島市三河南町

水戸市千波町東久保

宇都宮市駒生

前橋市日吉町

さいたま市大宮区土手町

千葉市中央区千葉港

千代田区平河町

横浜市中区長者町

新潟市中央区万代島

富山市奥田新町

金沢市尾山町

福井市西木田

甲府市飯田

長野市岡田町

岐阜市橋本町

静岡市葵区黒金町

名古屋市昭和区鶴舞

津市大門

北海道

東　北

関　東

信　越
北　陸
東　海

地域ブロック 　　　　　会　場　名

ピアザ淡海（滋賀県立県民交流センター）

京都烏丸コンベンションホール

大阪国際交流センター

神戸ファッションマート

エルトピア奈良（奈良労働会館）

和歌山市民会館

鳥取商工会議所

くにびきメッセ（島根県立産業交流会館）

第一セントラルビル

広島国際会議場

山口県労働者福祉文化中央会館

あわぎんホール（徳島県郷土文化会館）

レクザムホール（香川県県民ホール）

愛媛県社会福祉協議会

高知新聞放送会館

福岡県中小企業振興センター

佐賀市文化交流プラザ 交流センター

長崎県建設総合会館

くまもと県民交流館パレア

大分県中小企業会館

ＭＲＴ micc

サンプラザ天文館

沖縄コンベンションセンター

定員

190

90

920

130

140

130

170

320

230

330

130

110

250

180

130

290

180

120

280

130

110

130

230

曜日

水

火

金

火

水

木

水

火

木

水

木

水

木

金

金

火

水

火

金

木

金

金

木

開催日

9月18日

8月27日

8月23日

9月  3日

9月25日

9月19日

9月25日

9月10日

9月26日

9月11日

9月12日

8月28日

8月29日

8月30日

9月13日

8月27日

9月11日

9月10日

9月13日

9月19日

8月30日

9月  6日

8月22日

都道府県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

　　開　催　地

大津市におの浜

京都市中京区烏丸通六角

大阪市天王寺区上本町

神戸市東灘区向洋町中

奈良市西木辻町

和歌山市伝法橋南ノ丁

鳥取市本町

松江市学園南

岡山市北区本町

広島市中区中島町

山口市緑町

徳島市藍場町

高松市玉藻町

松山市持田町

高知市本町

福岡市博多区吉塚本町

佐賀市白山

長崎市魚の町

熊本市中央区手取本町

大分市金池町

宮崎市橘通西

鹿児島市東千石町

宜野湾市真志喜

近　畿

中　国
四　国

九　州

沖　縄

地域ブロック
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下記に記載の上、FAXで開催日3日前までにお申し込みください。

都道府県名 ： 

事業所名 ：

氏名（カタカナ）

氏名（カタカナ）

氏名（カタカナ）

氏名（カタカナ）

参
　
加
　
者

T   E   L ：　（　　　　　　）　　　　　　　　－　　　

F   A   X ：　（　　　　　　）　　　　　　　　－　　　

開催都市名 ： 

開催日 ： 　　　　月　　　　　日 開催時間 ： 　　　　～

【希望会場情報】

【参加者情報】

※取得した個人情報は、本説明会の事務に必要な範囲以外使用しません。
※受講希望の開催日前日までにFAXにて受講確認票をお送りいたします。

申込日　令和　　　年　　　月　　　日

改正建築物省エネ法の概要説明会

FAX　0120-252-936

別紙2
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令和元年８月１日 
 
一般社団法人 広島県建築士事務所協会会長 様 

 
 

広 島 県 土 木 建 築 局 建 築 課 長 
（〒730-8511 広島市中区基町10-52） 

 
 

広島県が定める垂直積雪量の改正について（依頼） 
 
 日頃から本県の建築行政の推進にご理解とご協力を賜り，厚くお礼申し上げます。 
 さて，このことについて，別紙のとおり改正し，県ホームページにおいて公表しました

ので，お知らせします。 
 つきましては，貴会ホームページにおいてリンクしていただく等，会員の皆様への周知

についてご協力をお願いします。 
 
（県ホームページへのリンク） 

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/107/r2sekisetsu.html 

広島県土木建築局建築課 
構造審査グループ 担当：益永 
TEL：082-513-4159 
E-mail：dokenchiku@pref.hiroshima.lg.jp 

AAA広島 2019.94



広島県土木建築局建築課

◆広島県内市町村垂直積雪量算定式

◆広島県内各市町村の基準標高，基準垂直積雪量及び補正係数α値一覧表

基準標高 基準垂直積雪量

lso（m） do（m）
※２

竹原市 竹原市 5 0.20 0.0004 約0.2m
府中市 府中市 70 0.20 0.0004 約0.2m

甲奴郡上下町 384 0.40 0.0004 約0.4m
三次市 三次市 196 0.75 0.0036 約0.6m

甲奴郡甲奴町 340 0.40 0.0004 約0.4m
双三郡君田村 214 0.70 0.0036 約0.7m
双三郡布野村 196 0.75 0.0036 約0.9m
双三郡作木村 124 0.70 0.0036 約0.7m
双三郡吉舎町 214 0.40 0.0004 約0.4m
双三郡三良坂町 182 0.55 0.0036 約0.6m
双三郡三和町 345 0.40 0.0004 約0.4m

庄原市 庄原市 325 0.95 0.0036 約0.7m
甲奴郡総領町 271 0.40 0.0004 約0.4m
比婆郡西城町 378 0.80 0.0036 約0.6m
比婆郡東城町 301 0.45 0.0036 約0.5m
比婆郡口和町 302 1.05 0.0036 約1.1m
比婆郡高野町 570 1.90 0.0036 約1.8m
比婆郡比和町 438 1.30 0.0036 約1.2m

大竹市 大竹市 1 0.20 0.0004 約0.2m
安芸高田市 高田郡吉田町 203 0.60 0.0036 約0.6m

高田郡八千代町 272 0.55 0.0036 約0.4m
高田郡美土里町 398 1.25 0.0036 約1.0m
高田郡高宮町 173 0.70 0.0036 約0.9m
高田郡甲田町 191 0.60 0.0036 約0.6m
高田郡向原町 206 0.40 0.0036 約0.4m

江田島市 安芸郡江田島町 4 0.20 0.0004 約0.2m
佐伯郡能美町 4 0.20 0.0004 約0.2m
佐伯郡沖美町 4 0.20 0.0004 約0.2m
佐伯郡大柿町 4 0.20 0.0004 約0.2m

安芸郡府中町 安芸郡府中町 4 0.20 0.0004 約0.2m
安芸郡海田町 安芸郡海田町 4 0.20 0.0004 約0.2m
安芸郡熊野町 安芸郡熊野町 4 0.20 0.0004 約0.3m
安芸郡坂町 安芸郡坂町 4 0.20 0.0004 約0.2m
山県郡安芸太田町 山県郡加計町 320 1.15 0.0036 約0.6m

山県郡筒賀村 320 1.15 0.0036 約1.0m
山県郡戸河内町 320 1.15 0.0036 約1.0m

山県郡北広島町 山県郡芸北町 589 2.05 0.0036 約2.0m
山県郡大朝町 446 1.40 0.0036 約1.2m
山県郡千代田町 272 0.55 0.0036 約0.6m
山県郡豊平町 467 1.20 0.0036 約0.8m

豊田郡大崎上島町 豊田郡大崎町 5 0.20 0.0004 約0.2m
豊田郡東野町 5 0.20 0.0004 約0.2m
豊田郡木江町 5 0.20 0.0004 約0.2m

世羅郡世羅町 世羅郡甲山町 350 0.35 0.0004 約0.3m
世羅郡世羅町 350 0.35 0.0004 約0.4m
世羅郡世羅西町 350 0.35 0.0004 約0.4m

神石郡神石高原町 神石郡油木町 510 0.45 0.0004 約0.4m
神石郡神石町 510 0.45 0.0004 約0.4m
神石郡豊松村 510 0.45 0.0004 約0.4m
神石郡三和町 510 0.45 0.0004 約0.5m

（広島県建築基準法施行細則第12条の３）

※２ 基準垂直積雪量は，当該値の算定に用いた年最大積雪深度の観測場所の標高（＝基準標高）におけるもののため，必ずしも当該
市町村の旧庁舎位置における垂直積雪量を示すものではありません。

市町名 旧市町村名 α

広島県内垂直積雪量算定式及び各市町村基準垂直積雪量等一覧（令和２年１月１日施行）
（広島市，呉市，三原市，尾道市，福山市，東広島市及び廿日市市を除く。）

　広島県内（広島市，呉市，三原市，尾道市，福山市，東広島市及び廿日市市を除く。）の垂直積雪量は，建築物の建築
場所における標高（ls），建築物が所在する市町村（平成12年６月１日時点）の基準標高（lso），当該市町村の基準垂
直積雪量（do）及び補正係数αを用いて，下式により算定するものとし，令和２年１月１日から施行する。

建築位置の垂直積雪量 d(m) 
※１

= α ( ls - lso ) + do
　　　　　　　ls  :  建築場所の標高(m)
　　　　　　　lso :  旧市町村毎の基準標高(m)
　　　　　　　do  :  旧市町村毎の基準垂直積雪量(m)
※１　算定したd値が0.20mを下回るときは，0.20mとする。

【参考】
旧市町村中心部
の垂直積雪量

令和元年８月１日 
 
一般社団法人 広島県建築士事務所協会会長 様 

 
 

広 島 県 土 木 建 築 局 建 築 課 長 
（〒730-8511 広島市中区基町10-52） 

 
 

広島県が定める垂直積雪量の改正について（依頼） 
 
 日頃から本県の建築行政の推進にご理解とご協力を賜り，厚くお礼申し上げます。 
 さて，このことについて，別紙のとおり改正し，県ホームページにおいて公表しました

ので，お知らせします。 
 つきましては，貴会ホームページにおいてリンクしていただく等，会員の皆様への周知

についてご協力をお願いします。 
 
（県ホームページへのリンク） 

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/107/r2sekisetsu.html 

広島県土木建築局建築課 
構造審査グループ 担当：益永 
TEL：082-513-4159 
E-mail：dokenchiku@pref.hiroshima.lg.jp 
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令和元年 7 月 30 日  
 

一般社団法人広島県建築士事務所協会会長 様 
 

広島市健康福祉局高齢福祉部介護保険課  
事業者指導・指定担当課長    

 
 

介護保険住宅改修事業者研修会の周知について（依頼） 
 
 

酷暑の折、ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。 
日頃から、本市介護保険事業の運営に御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 
さて、本市では、平成１４年度から介護保険住宅改修事業者研修会（以下、「研修会」とい

う。）を毎年度実施しており、本年度においても、研修会を下記のとおり実施する予定です。 
つきましては、お忙しい中大変恐縮ですが、貴団体に所属する事業者様等に対して、下記

研修会を周知していただきますようお願いします。 
 
 

記 
 

１ 日 時 
  令和元年１０月１７日（木）１３：３０～１６：３０ 

 
２ 場 所 
  ＪＭＳアステールプラザ「中ホール」（中区加古町４番１７号） 
 
３ 内 容 
 ⑴ 介護保険住宅改修制度について 
 ⑵ 広島市高齢者住宅改修費補助について 
 ⑶ 住宅改修の事例紹介 
 
４ その他 
  別紙を掲示、配布する等により周知をお願いします。 

広島市ホームページ開催案内アドレス： 
http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/1531373694137/index.html 

 
 
 
 
 
 

（お問い合わせ先） 
〒７３０－８５８６ 
広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号 
広島市健康福祉局高齢福祉部介護保険課事業者指導係 
担当：福馬 
TEL：０８２－５０４－２１８３ 
FAX：０８２－５０４－２１３６ 
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令和元年 7 月 30 日  
 

一般社団法人広島県建築士事務所協会会長 様 
 

広島市健康福祉局高齢福祉部介護保険課  
事業者指導・指定担当課長    

 
 

介護保険住宅改修事業者研修会の周知について（依頼） 
 
 

酷暑の折、ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。 
日頃から、本市介護保険事業の運営に御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 
さて、本市では、平成１４年度から介護保険住宅改修事業者研修会（以下、「研修会」とい

う。）を毎年度実施しており、本年度においても、研修会を下記のとおり実施する予定です。 
つきましては、お忙しい中大変恐縮ですが、貴団体に所属する事業者様等に対して、下記

研修会を周知していただきますようお願いします。 
 
 

記 
 
１ 日 時 
  令和元年１０月１７日（木）１３：３０～１６：３０ 

 
２ 場 所 
  ＪＭＳアステールプラザ「中ホール」（中区加古町４番１７号） 
 
３ 内 容 
 ⑴ 介護保険住宅改修制度について 
 ⑵ 広島市高齢者住宅改修費補助について 
 ⑶ 住宅改修の事例紹介 
 
４ その他 
  別紙を掲示、配布する等により周知をお願いします。 

広島市ホームページ開催案内アドレス： 
http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/1531373694137/index.html 

 
 
 
 
 
 

（お問い合わせ先） 
〒７３０－８５８６ 
広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号 
広島市健康福祉局高齢福祉部介護保険課事業者指導係 
担当：福馬 
TEL：０８２－５０４－２１８３ 
FAX：０８２－５０４－２１３６ 

研修の目的 

 

介護保険法上では、住宅改修工事施工事業者（以

下「事業者」という。）を指定する制度がないため、

介護保険の住宅改修は誰でも自由に行うことができ

ます。 

このため、利用者の状態にあった住宅改修が適切

に行われるには、事業者及び住宅改修工事の質の向

上を図る必要があることから、本市の被保険者に係

る住宅改修の施工実績がある事業者等を対象に、制

度の周知及び自立支援のための適切な施工事例等に

ついて理解を深める研修を実施します。 

なお、令和２年度の受領委任払いが可能な事業者

となるためには、この研修を修了している必要があ

ります。 
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＜月　間　行　事＞

� 令和元年８月１日～令和元年８月３１日　

⃝８月５日　　広島商工会議所３号議員選任のための議員協議会� 　車田副会長出席

⃝８月７日　　第１０回建築士事務所とつくるこだわりの建築展
　　　　　　　　　於：シャレオ中央広場� 約１800名来場
　　　　　　　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

⃝８月８日　　日事連青年ワーキンググループ（ＷＥＢ会議）� 村田理事出席
　　　　　　　広島商工会議所建設業部会建設業の諸課題に関する勉強会（広島市）
� 車田副会長・小笠原業務委員長・西隈業務副委員長出席
　　　　　　　情報・編集委員会

⃝８月１０日　　建築物耐震診断等評価委員会

⃝８月１9日　　都市環境委員会

⃝８月２０日　　カープ応援交流会　　　　　　　於：Ｍａｚｄａ�Ｚｏｏｍ－Ｚｏｏｍスタジアム広島� ６0名参加

⃝８月２２日　　建築士定期講習　　　　　　　　於：広島商工会議所� 44名出席
　　　　　　　広島市住宅相談　　　　　　　　於：広島市役所� 立石指導委員長出席

⃝８月２３日　　既存住宅状況調査技術者講習　　於：建築サロン� 講師：久保井理事　１１名出席

⃝８月２4日　　建築物耐震診断等評価委員会

⃝８月２７日　　適合証明技術者業務講習（追加登録）　於：建築サロン� ２名出席
　　　　　　　応急危険度判定担当課長等会議　　　　於：広島県庁� 河原専務理事出席

⃝８月２9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２回コンクリート補修・補強工法勉強会（SGエンジニアリング）
　　　　　　　　　於：建築サロン� 29名出席

⃝８月３０日　　日事連総務・財務委員会（ＷＥＢ会議）� 車田副会長出席
　　　　　　　第３回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
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＜今後の行事予定＞

⃝９月５日　　建築士定期講習
　　　　　　　　　於：福山商工会議所

⃝９月１０日　　意匠設計者にもできる概算コスト講習会「はじめの一歩！」

⃝９月１３日　　三役会・理事会

⃝９月１８日　　管理建築士講習

⃝９月２６日　　建築士定期講習
　　　　　　　　　於：広島商工会議所

⃝１０月３日　　青年話創会２０１9福島大会

⃝１０月４日　　第4３回建築士事務所全国大会福島大会

⃝１０月１０日　　「自然災害から我が家を守るために」～平成３０年７月豪雨災害に学ぶ～
　　　　　　　　　於：ＲＣＣ文化センター

⃝１１月８日　　三役会・地域理事会
　　　　　　　　　於：ビューポートくれ

⃝１１月１２日　　管理建築士講習
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7月１１日（木）の理事会終了後、メルパルク広島８階ブルートパーズにおいて「正会員と賛助会員と
の意見交換会及び懇親会」が行われました。正会員25名、賛助会員4１名、事務局4名の総勢70名の参
加者で会場は大いに盛り上がりました。
賛助会員部会の梅田部会長の開会あいさつに引き続き、衣笠会長の乾杯の発声で会は始まりました。
会も半ばに差し掛かったころ、恒例の新入会の会員の皆さんによるアピールタイムが始まりました。
その後は司会の中山副部会長の指名による参加者のアピールタイムへと続き、皆さん各社のアピー
ル、自己紹介で会も最高潮に達しました。
秋吉新理事の中締めで会はお開きとなりました。次回も皆さんの奮ってのご参加をお待ちしております。

正会員と賛助会員との意見交換会及び懇親会を終えて

賛助会員部会

梅田賛助会員部会長による開会あいさつ

ティーズ設計 戸梶理事　リノベートファーム 佐藤さん
日本住宅パネル 桟敷さん　協会 長谷川さん　光和物産 垣原さん

ケイミュー 雨宮さん、原田さん
衣笠会長(近代設計）　圓光産業 松原さん、寺本さん

石﨑本店 中山さん　NTTファシリティーズ 秋吉理事
　　　　　　　　　　　　　　　　　中電技術 藤本理事

衣笠会長　西建設計 三好さん、こっこー 中山さん
　　　　　　　　　　　　　　　　西建設計 田上さん
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 井上商事 松尾さん　　設備設計事務所協会 上野さん
ちから箱 櫻庭さん　大旗設計 大旗理事　山谷設計 倉田理事
 設備設計事務所協会 島田さん

千代田工営 山崎さん
オービット設計 土居さん 太陽工業 石川さん、中島さん

 大光電機 松永さん　豊田副会長(K構造研究所）
住工房広 堀田さん、岡本さん　　　　　

車田設計 車田さん、村井さん
岡田設計 岡田理事　ロンシール 上村さん
 教育施設研 中本さん

　　コンステック 藤原さん　　二クス販売 前田さん
　　日本ERI 倉橋さん　　協会 吉村さん
　　日本ERI 新上さん　　梅田賛助会員部会長（梅田）

 大光電機 古賀さん　福島工業 岸本さん　　　
小西名誉会長理事(小西建築設計）　河原専務理事

 広栄工業所 権隨さん

岡田設計 岡田理事　キヨウヤマ 御厨さん
ティーエス・ハマモト 川本さん、佐藤さん
 広島三友 村田さん

日本品質保証機構 佐藤さん　　あい設計 今田さん　
 広成建設 森さん　　
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　　池崎設計 大上さん　アクア設計 福山理事
コンステック 藤原さん　ダイキアクシス 代財さん
 重藤組 三宅さん

【新入会】二クス販売の前田さん

設備設計事務所協会さんは10月開催の
協会設立50周年記念大会と基調講演会のPRをされました

【新入会】日本品質保証機構の佐藤さん

折出産業の八木さん

司会を務めた中山賛助会員副部会長（石﨑本店）

【新入会】サンゲツの鈴木さん【新入会】太陽工業の中島さんと石川さん

【新入会】　圓光産業の松原さんと寺本さん

三和シヤッター工業の永易さん

【新入会】重藤組の三宅さん

アマノの藤井さんと加藤さん
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7月2６日、岡山市南区の大建工業岡山工場で開催された「中四国公共商業施設向け提案見学会」に参
加し、製品の性能や製造方法について知識を深めました。
見学会には20人が参加。はじめに、昨年竣工したばかりのＲ＆Ｄセンターの展示体感コーナー（岡山
テクニカルスペース）に入り、耐力面材「ダイライト」、天井材の「ダイロートン」、機械すき和紙を
使用した畳「ダイケン健やかおもて」などの説明を受けました。
セミナーに移ると、同社の担当者が天井耐震化の動向について解説。学校施設の非構造部材の安全
対策が十分とは言えないところから、軽天工事が増える見通しが伝えられました。その中で、耐震天
井工法「ダイケンハイブリッド天井」の紹介があり、最小限の部材と短時間で施工できるメリット
や、許容耐力4000Ｎで高い耐震性があることを強調されました。
担当者は「誰もが同じ技量で施工できるため、人手不足の現場に対応できる。安心・安全な天井を
提供することで、社会に貢献したい」と話されました。
その後、参加者一行はダイライト、畳おもての製造ラインを見学しました。
ダイライトとは鉱物繊維と火山性ガラス質堆積物からつくられます。火山性ガラス質堆積物は鹿児
島から海上輸送されるそうです。ダイライトは高強度、高耐久、防耐火、軽量性を兼ね備えた無機質
材料の常識を超える素材だそうです。住宅用の耐力面材、軒天井材、不燃化粧板の基材など幅広い用
途で利用できます。ほとんどの工程はオートメーション化され、作業をされるスタッフは数が限られ
ていました。
ダイケン畳おもてとは、機械すき和紙を「こより状」により合わせ樹脂コーティングした後、織機
で織り上げた新しい素材としての畳おもてだそうです。木質繊維を機械すき和紙で造られるため、イ
草の持つ心地よい感触そのままに、日焼けによる変色もほとんどなく、擦れなどの耐久性に優れ、メ
ンテナンスもし易いことが特徴の商品です。製造ラインは、オートメーション化されていますが、検
品、商品の束ね等はベテラン作業員が丁寧に行っていました。
最後に参加者全員でＲ＆Ｄセンターをバックに記念撮影を行いました。
帰りのバスの中で、衣笠会長は「生産工程を見ることはとても勉強になった。賛助会員の皆さんと
協力し、工場を見学できる機会を増やしていきたい」と感想を述べられました。
この度の見学会を通して大建工業様は建材メーカーとして未利用資源の有効活用に積極的に取り組
まれていることを知りました。地球にも優しい資源循環型のものづくりを続ける大建工業様のこれか
らのものづくりに期待しております。
最後になりましたが、大建工業の清水様、直松様、田中様、岡山工場の皆様には見学会にあたって
は大変お世話になりました。誠にありがとうございました。誌面を借りましてお礼のあいさつとさせ
ていただきます。

大建工業見学会を開催

青年部会
志　茂　大　輔
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R&Dセンター棟前で集合写真（大建工業の作業帽を被っています）

展示体感コーナー ダイケンハイブリット天井セミナー

ダイライト工場 ダイケン畳おもて工場
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建築士事務所の管理建築士となるためには、建築士として３年以上の設計・工事監理その他の国土交

通省令で定める業務に従事した後、管理建築士講習（法定講習）を受講し終了することが必要になりま

す。新規に建築士事務所登録をされる方は、登録申請の時点で、管理建築士講習の修了証が必要となり

ます。 

講習日 会場ｺｰﾄﾞ 講習会場 定員 残席数 申込〆切日 

１１月１２日（火） ６Ｄ－０３ 
広島県建築士事務所協会 

建築サロン 
２５ ２３ １０月１８日（金） 

※残席数は８月７日現在です。定員に達している場合もありますので、最新の残席数は事務局までお問い

合わせください。 

※定員に達した場合は〆切前でも受付を終了いたしますので、ご了承ください。 

◆受講手数料◆ 

 １６，２００円（消費税・テキスト代込） 

◆申込方法◆ 

 所定の申込書を（一社）広島県建築士事務所協会へ郵送又は持参 

 

 

 

建築士事務所に所属する管理建築士を含む一級・二級・木造建築士は３年ごとに建築士定期講習を受

講することが義務付けられています。 

前回の受講が平成２８年度（平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日）の方や、平成２８年の建

築士試験に合格し現在建築士事務所に所属されている方は、今年度が受講対象となります。 

現在、第二期（９月）に開催します下記の各日程の建築士定期講習の受講者を募集しておりますので、

お申込みいただきますようよろしくお願いいたします。 

講習日 会場ｺｰﾄﾞ 講習会場 定員 残席数 申込〆切日 

９月２６日（木） ６Ｄ－５７ 広島商工会議所 ５５ ２１ ９月１３日（金） 

※定員・残席数は窓口・郵送申し込みとインターネット申し込みを合わせたものです。 

※残席数は８月２３日現在です。定員に達している場合もありますので、最新の残席数は事務局まで

お問い合わせください。 

※申込〆切日は各講習日の１０日前（土日祝日の場合はその前営業日）ですが、定員に達した場合は

〆切前でも受付を終了いたしますので、ご了承ください。 

◆受講手数料◆ 

１２，９６０円（消費税・テキスト代込） 

◆申込方法◆ 

 ① 所定の申込書を（一社）広島県建築士事務所協会へ郵送または持参 

② インターネット申込 ＵＲＬ：https://jaeictkosyu.jp/jaeicteikikosyu/ 

（一社）広島県建築士事務所協会 

管理建築士講習 

建築士定期講習 
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4000

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。
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主催  (公社)日本建築積算協会 中国四国支部

後援  国土交通省

協賛  (一社)岡山県建築士会、(一社)岡山県建築士事務所協会、(一社)岡山県建築協会

   (公社)広島県建築士会、(一社)広島県建築士事務所協会、(一社)広島県建設工業協会

当協会では、建築数量積算基準に記載のない事項等を含めて補足し、改修工事の「積算の考え方」

や「工法」などを明確にし、建設会社、設計事務所、積算事務所、メンテナンス会社などに属する

建築改修工事に携わっている方々のみならず、発注者側の視点も含めて作成された「建築改修工事

の積算」第 5 版を発刊しております。本講習会は「建築改修工事の積算」第 5 版をテキストに用い、

価格算出に必要な施工細目や、設備関連事項や、仮設工事、耐震工事、寒冷期における改修工事の

留意点に加え、設計の考え方も取り上げて解説いたします。

今後の業務にお役立ていただきますようご案内申し上げます。

記

開催地・開催日・会場（定員に達し次第締切りいたします）

開催地 開 催 日 会   場 定 員

岡山市
2019 年 9 月 13 日（金）

１０：００～１６：００

岡山生涯学習センター（視聴覚室）

岡山市北区伊島町 3 丁目 1 番 1 号

TEL 086-251-9750

4０名

広島市
2019 年 10 月 4 日（金）

１０：００～１６：００

RCC 文化センター（601 号室）

広島市中区橋本町 5-11

TEL 082-222-2277

4０名

■プログラム

時 間 内 容

9：55～10：00 挨拶

10：00～12：00
建築改修工事の積算

【仮設工事、防水工事、外壁工事】の解説

12：00～13：00 休憩

13：00～15：50

建築改修工事の積算

【建具工事、内装改修工事、塗装改修工事、

耐震改修工事、環境配慮改修工事、設備関連改修工事、寒冷期における改

修工】の解説

15：50～16：00 質疑

時    間 １０：００～１６：００

講  師 （公社）日本建築積算協会 専任講師

テキスト 積算協会のＰＣＭシリーズ Ⅴ 『建築改修工事の積算』

(公社)日本建築積算協会 著作編集・発行

申込方法   申込書をＦＡＸまたは E-mail でお送りください

受講料は郵便振替でご送金ください。受講日の 3 日前までにお振込ください

受講番号を記してご返送いたしますので当日ご持参ください

設計・施工・積算にも役立つ！！

「改修工事の積算」講習会のご案内
積算ﾚﾍﾞﾙ

★★★

各種 CPD 単位：5 単位
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申 込 先  （公社）日本建築積算協会 中国四国支部

      〒730-0013 広島市中区八丁堀 3-12 砂原ビル 301

      TEL０８２－２２１－９７５９  FAX０８２－２２１－９７９４

受 講 料(税込)

送 金 先  （公社）日本建築積算協会 中国四国支部

ゆうちょ銀行 振替貯金（振替口座）口座番号０１３００－７－５５４９４

そ の 他・ご欠席の場合、当日配布テキストはお送りしますが受講料の返金はいたしかねます

・参加人数が少ない場合は中止とすることもありますので予めご了承ください

FAX 082-221-9794             2019年  月  日

設計・施工・積算にも役立つ！！「改修工事の積算」講習会

□岡山会場 □広島会場                        受講申込書

※受講申込書に受講番号を記載してご返送いたします        （会場案内図：  要   不要 ）

・テキストをお持ちでない方はテキスト要に○を付けてください

・受講料はテキスト代を含めてご記入ください。テキスト不要の方は「テキスト持参の方」欄の金額をご記入ください

区   分 受講料＋テキスト代 テキスト持参の方

積 算 協 会 会 員

建築積算士、後援・協賛団体会員・官公庁

一    般

4,000+4,420＝ ８，４２０円

7,000+4,630＝１１，６３０円

9,000+4,940＝１３，９４０円

４，０００円

7，０００円

9，０００円

氏  名（フリガナ） 該当する所属に☑・登録番号を記入 テキスト 受 講 料 ※受講番号

(       ) □積算協会会員(No.      ）

□後援・協賛団体会員

□建築積算士(No.          )

□官公庁      □一般

要・不要
(◯で囲んでく

ださい)

円

勤 務 先 名
積算経験

年数
   年

勤 務 先 住 所 〒
TEL （   ）      －

FAX （   ）   －

E-mail

*受講票送付先

(上記以外の場合)

〒 TEL        FAX

E-mail

◆この講習会は、[ BSIJ-CPD 制度 ][ 建築 CPD 情報提供 ][ 建築設備士 ][ JIA ]

[ 建築士会 ][ 建築施工管理 CPD 制度]の認定プログラムです。【5 単位】

（希望会場に☑）
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「建築士事務所のための法律相談窓口」が簡単に！ 
 
相談したい方は、直接、委託法律事務所へ電話してください。 

※ これまでは、事務局経由で委託法律事務所へ連絡調整していました。 
 

 
 

 
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。 

※ 面談による相談です。（原則、電話による相談はできません） 

※ 面談場所は、委託法律事務所内（広島市、尾道市、三次市）です。 

※ 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。 

 

 

 

 

 

≪連絡先≫ 

弁護士法人広島みらい法律事務所 
（協会委託法律事務所） 

電話 082-511-7772 受付時間 9：00～18：00（平日） 

 

※ 電話の際、「当協会の法律相談」である旨、「当協会会員」である旨を 

お伝えください。 
 

※ 相談については法律事務所限りとしています。 

相談者名や相談内容の詳細については、法律事務所から当協会への

報告はありません。 
 

※ 相談者から当協会への連絡の必要はありません。 

建築士事務所のための法律相談窓口 

まずは、気軽に法律事務所へご一報を！ 
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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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賛助会員コーナー

日時　令和元年10月26日（土）　～27日（日）　　　10：00～15：00

会場　因島鉄工団地敷地内、及び尾道市立重井中学校　　尾道市因島重井町474-1

”造船の島、因島”を支えてきた造船・鉄工業！　

      　 盛況だった工場見学ツアー

　　　　　　【めっき体験】 釣り感覚で楽しめる 　【溶接体験】　素人の方でも気軽に体験出来る　

　　　　　　　肉コロッケが好評だったマルシェ（市場） 　　巨大工場にお目見えしたマルシェ（市場）

【お問合せ先】造船鉄工祭実行委員会 【情報提供】圓光産業㈱（賛助会員）
　　 尾道市因島重井町474-1　TEL0845-24-3571 　　　　　　　担当者　寺本
　　　https://www.facebook.com/zosentekko/ 　　　　　　　TEL　0845-25-1115

 　現在、若者を中心に地元の仕事について知らない人が多く、人口流出により過疎化が深刻化し
ています。それをくい止めて、子どもたちに地元の仕事に誇りを感じてもらい、『一番働きたい仕事』
と思ってもらえるようにしたいという若手経営者たちの熱い想いから４年前、鉄工造船祭がスタート
しました。
　因島鉄工団地と隣接の重井中学校で開催し、これまでに約3,000名をお迎えしました。今年も10
月に開催しますので、皆様のご来場をお待ちしております！

第4回 造船鉄工祭のご案内
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第160回

　お酒を本格的に飲み始めたのは学生時代からでしたが、世間一般の例に漏れず、当初はとにかく酔

うための飲み方が多かったです。船酔い＋車酔い＋三日酔いを経験したり、廃ビルの中でいつの間に

か寝ていたこともありました。よく生きてたなと思います。

　その飲み方が変わり始めたのは今から十年くらい前の三十代半ば、徐々に復権を始めていた日本酒

に嵌り始めてからでした。フレスタなどのスーパーに結構大きな日本酒コーナーができて、目にする

機会が増えました。当時はまだ銘柄について深い知識があるわけでなく、これはというお酒をラベル

を見るだけで購入しては、家族でああでもないこうでもないと言いながら飲むのも楽しかったもので

す。

　それから数年そんな楽しみ方が続きましたが、次の転機は

日本酒専門店を知った事かなと思います。酒商山田や大和屋

酒舗などで、お気に入りの銘柄を見つけたりイベントに参加

したりして、楽しみ方がどんどん広がるのが今でも続いてい

る感じです。

　去年くらいからワインなどにも手を出すようになり、週末

の仕事上がりに店に立ち寄り、その日の気分で酒やつまみを

どう合わせようか考えつつ購入するのが、ひそかな楽しみの

一つです。

アクア建築設計株式会社
宇津森　大　

得 意 分 野：上下水道施設の設計、建物改修設計
仕事をするにあたって心掛けていること（ポリシー）：一つ一つ積み上げる
座 右 の 銘：乾坤一擲
好きな建築家：藤森照信、渡邊洋治
好 き な 建 物：世界平和記念聖堂
好 き な 作 家：沢木耕太郎、森見登美彦
趣 味：自転車、ボーリング

榎酒造（江田島市）　華鳩
汐の音　純米吟醸
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　好きな銘柄は雨後の月や宝剣、華鳩といった瀬戸内沿岸の蔵

の銘柄や、東洋美人や雁木、五橋といった山口の銘柄も好きで

す。広島生まれのせいか軟水仕込みの吟醸酒が好みかなと思い

ます。

　最近は多品種少量生産・季節限定物が良く販売されているの

で、それらに目移りして定番物になかなか手が出ない事も多々

あります。メーカーさんは商品ごとに味が変わっても問題ない

ですし、買う側も米や水、季節の違いを楽しむ事ができるので、

win-win�の関係だよねと一人納得しながら購入しています。

　さて、お酒そのものを飲んで味わうのも大きな楽しみです

が、一緒に飲む人がいるとその楽しみ方は酒を挟んだ会話も加

わり、また違った楽しみがあると思います。

　外で人と飲むのも結構好きです。酒の席で普段と違う見知った人の姿を見るのも楽しみの一つだっ

たりします。

　家で飲むときは夫婦でその日の他愛もない話から仕事の愚痴までよく出ます。お酒は夫婦の仲を取

り持ついい潤滑油かなとも感じます。

　―――�たまに潤滑油が過多になって、剣呑になったり傷の舐め合いになる事もありますが……。

相原酒造（呉市）　雨後の月
涼風純米吟醸
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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97回

4年前の20１5年、あの感動は忘れられません。ラグビーワールドカップ�イングランド大会で、日本
チームが当時、世界ランキング３位の南アフリカ戦で、試合終了間際の逆転勝利！！
全世界に震動が走りました、ラグビーではあまり番狂わせが少ない競技の為、95％以上は南アフリ
カの勝利だと思っていたのではないでしょうか。
しかし、日本はエディー・ジョーンズヘッドコーチの元、厳しい合宿等で下準備をして大会に備
え、ゲームキャプテンのリーチ・マイケル選手の判断で、ペナルティーキックで同点を狙わず、トラ
イを取りに行く（勝ちに行く）事を選んで勝利。試合を通じてトライが取れると感じていたからだと
思います。
私自身も高校、大学、社会人とラグビー選手としてプレーをしてきましたので、南アフリカ戦はい
つ見ても目頭が熱くなります。日本でもラグビー人気が盛り上り、やってみたいと思った少年たちの
数は少なくはないはずです。
しかし、大きい都市にはラグビースクールやタグラグビーが出来る所が有ると思うのですが、地方
には少なくどこでできるのかがわからなく、徐々に熱が冷めていっている様に感じます。
私が、高校生時代にニュージーランド遠征をした時、現地のハイスクールの大勢の生徒が休み時間
にグランドに出て裸足でラグビーボールを蹴っ
たりしながら遊んでいる環境にとてもおどろき
ました。さすがラグビーが国技の国だなと感じ
ると同時に、環境が大事だということも痛感し
ました。
日本全国でラグビーができる環境づくりが進
めば、競技人口が増えて今は企業スポーツであ
るトップリーグのプロ化が進み、野球やサッ
カーのように地域密着型スポーツになることで
ファン層を広げ、皆さんに身近に感じて楽しん
でもらえるのではと思っています。

ケイミュー株式会社　広島営業所

 　　　　　　雨宮　賢司

仕事をするにあたって心掛けていること（ポリシー）：嘘はつかず、相手の立場で考える
座 右 の 銘：信は力なり
好きな芸能人：有村架純、まひる（お笑い芸人）
趣　　　　味：車（昔はスポーツドライビング、現在は洗車）

ラグビーワールドカップ

社会人ラグビー「トップリーグ」クボタ vs パナソニック戦
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私の
お気に
入り



ここ広島のカープファンの熱さとまではいかないかもしれませんが、日本全国で１0数チームができ
各地で活性化していけば、人気が出るのではないか。いや、人気なって欲しいです！
現在、ドラマ「ノーサイド・ゲーム」が日曜夜9時から放送されています。自動車メーカーの工場
にあるラグビー部を舞台にした企業スポーツの話で、本当の元日本代表選手とかラグビーＯＢ等が出演
していて、内容もラグビー競技を分かりやすく、周りの環境の事やファンを増やすにはどうするかを
取り上げて面白い内容なので私は、はまっています。最終回まで残り僅かですが、ぜひ皆さんもご覧
になられてください。

＜補足＞
・�タグラクビーは、小学生や中学生が、初めてラグビーをする時、プレーでタックルはありません。タックルの代わり
に腰にタグを付け、そのタグを取ったらプレーが止まるというルールのラグビーです。（タックルが無く安全）なの
で、男子でも女子でも出来る球技です。

ラグビーの精神、「Ｏne�fｏr�ａll,�All� fｏr�ｏne.」　の意味につい
て、「１人はみんなのために、みんなは１人のために」と言われ
る人が多いと思います。しかし、本当は、「１人はみんなのため
に、みんなは勝利のために」という意味です。20１６年に5３歳で
亡くなった平尾誠二さんも話していましたが、「All� fｏr�ｏne」は
「みんなは１人のために」と言われがちですが、“Ｏne”は「勝利」
という意味になり、ラグビーでいえば一丸となってトライを目指
すということになります。この意味は、会社組織でも考えは同じ
であると思います。人間育成や組織等のチームワーク強化での心
構えには必要ではないかと思います。

最後になりましたが、今年日本で初めてのラグビーワールドカップが9月20日から開催されます。
今後、日本でラグビーが人気スポーツになる為には今大会が重要で、日本が決勝トーナメントに勝ち
残り、目標のベスト８に入って良い試合をしてくれることが大事です。来年の東京オリンピックの前
に、是非今年のラグビーワールドカップ日本大会も皆様に観て頂きたいです。
日本チームへの応援はもちろんですが、現在世界Ｎｏ.１のニュージーランド「オールブラックス」の
試合や、試合前に「ハカ」などの舞踏を披露する国が数か国あるのでそちらも必見です。私が１番カッ
コイイと思うのはやはりオールブラックスの「ハカ」なので、ニュージーランドの試合を見るときは
お見逃しなく。
世界のラグビーが日
本で観ることができる
のは私が生きている間
では、二度と無いと思
うのでチャンスが有る
限り私は見に行きたい
と思っています。
本年は、ラグビーで
盛り上がり、来年は、
オリンピックで盛り上
がりましょう。 ラグビーワールドカップ2019

大会マスコット「レンジー」
ラグビーワールドカップ2019 優勝カップ

現在日本国内でトロフィーツアー実施中

ミスター・ラグビー 平尾誠二氏
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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

上半期が終わり、猛暑到来、夏真っ盛りといった今日この頃です。

さて、上半期はどんな事があったかなと振り返ってみました。

・レオパレス2１施工不良問題。
・イチロー、現役引退。
・新元号「令和」公表。
・ノートルダム寺院火災。
・天皇陛下退位、新天皇陛下即位。
・カープが弱い。
・久保建英、レアルマドリード移籍。

これらがすぐ思い浮かびましたが、改めてネット検索をしてみると著名人の逝去や芸能界の闇、外
交問題など暗い報道が多かったように感じます。

願わくば下半期は明るいニュースで溢れ、希望を持って2020年を迎えられれば良いですね。

世間だけでなく、これを読まれている皆様にも明るいニュースが溢れますように。

� 中本　宗史　 　　

（正会員）
　１．登録申請者変更
　　○広成建設株式会社一級建築士事務所
　　　新：代表取締役　半田　真一　旧：代表取締役　國廣　敏彦　
　　○日本建設㈱広島支店一級建築士事務所
　　　新：代表取締役　熊谷　満　旧：代表取締役　日野　直行

　１．事務所・登録申請者所在地変更
　　○㈱若本建築事務所
　　　新：〒7３0-00１7　広島市中区鉄砲町５－７－804　　ＴＥＬ082-502-３888　　ＦＡＸ082-502-３889
　　　旧：〒7３0-0847　広島市中区舟入南4－１5－５　　 ＴＥＬ082-2３5-2255　　ＦＡＸ082-2３３-0202
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❒　広告料(消費税は含まれておりません。消費税は８％となります。)

6回

12回

6回

12回

３．原稿は、希望掲載月の前の月の１０日までにご提出ください。

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月

会　員

会員：（一社）広島県建築士事務所協会の正会員及び賛助会員

サイズ 1/4 1/2 １ページ

会員外 会員外

60,000

申込者 会　員 会員外 会　員

6,000白　黒
18,000 30,000

36,000

60,000 90,000
カラー

30,000 45,000

大きさ
A4サイズの約1/4 A4サイズの約1/2 A4サイズ(縦)に入るもの

約６０ｍｍ×約１６５ｍｍ 約１２０ｍｍ×約１６５ｍｍ約２５０ｍｍ×約１６５ｍｍ

備　考 年6回又は１２回継続契約 1回あたり 1回あたり

【おねがい】 １．申込書は、希望掲載月の前の月の５日までにご提出ください。

２．原稿は、申込者が作成してください。

広告申込書　　

お申込者(社名) 申　込　日 令和　　　　年　　　　月　　　　日

ご　住　所

担当者ご氏名

Ｔ　Ｅ　Ｌ Ｆ　Ａ　Ｘ

カ　ラ　ー 白　黒 カラー

【お問合先・お申込先】　　（一社）広島県建築士事務所協会　　〒730-0013  広島市中区八丁堀5-23オガワビル２階
　　　　　　　　　　　　　　　　　  電話　082-221-0600      ＦＡＸ　082-221-8400    Ｅ－メール　info@h-aaa.jp

e-mail

広告の名称（表題）

広告サイズ 1/4 1/2

　　　会報誌発行時の広告チラシやパンフレットの有料折込

毎月の会報発行時に貴社の広告チラシや製品パンフレット等を有料で同封いたします！
受付可能なサイズ等、詳しくは事務局までお気軽にお問い合わせください。

折込料：１０，０００円（税別）/1回

10,000

10,000

15,000

12,000 20,000

20,000 30,000

希望掲載月
6　回 12　回

※１／４サイズは、年６回か１２回の継続契約となります

広告料金額

※　広告の希望欄に○印を付けてください。

全ページ

会報誌への広告掲載を募集しています

随時募集中！








