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JIA九州支部会員の皆様                JIA九州支部長 川津悠嗣 

                                     
 
残暑というには程遠い酷暑が続いておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。 
JIA 九州支部ブルテンをお届けします。 
 
日頃より JIA 九州支部の活動にご協力いただき、ありがとうございます。 
お蔭さまで支部長に就任しまして 2 年目になりました。昨年に引き続き皆様のお力添えに

より会務と事業を進めて行く所存です。九州支部総会時に事業計画をお伝えしておりまし

たが、改めて 2019 年度の取り組みと今後のスケジュールをお伝えします。 
すべての事業や取り組みは、地域で活動する私達が地域社会と繋がっていくためには建築

のファンを増やすこと、が重要であると考えて計画しました。 
 
教育機関への建築家の派遣事業はすでに福岡地域会で第 1 回目を行っています。今号に報

告が掲載されていますのでご覧ください。今後は皆さんがお住まいの地域や出身の小中学

校に積極的にアプローチしていただき、いろいろな形でこの事業を実施することで、支部

の中でスキルを蓄積、共有したいと考えています。同じく教育機関へのアプローチとして、

デザインレビューを見学する高校生レポーターを募集する事業も行います。いずれも建築

に興味を持ったり建築の楽しさを感じたりすることで、将来の設計者やクライアントに育

っていってほしいという気の永い話です。もちろん建築を学ぶ学生のためにデザインレビ

ューへの支援や、事務所で働いてるスタッフのために九州建築塾を例年通りに催します。 
建築相談活動を従前のトラブル相談ではなく前向きな事前相談活動への展開を図り、一般

の方達との接点を増やすための機会にしたいと考えています。 
今春完成しました「福岡県弁護士会館」の企画、設計者選定、施工者選定、工事完了まで、

JIA 九州支部ではアドバイザー契約を結び支援を行ってまいりました。この経験を活かしこ

れからの私達の職能と職域の拡張を考え、支部では「JIA サポート」という名称で各方面へ

の周知を行うためのパンフレットを用意しました。 よい建築が街に増え、私達の職能が

きちんとした形で認知されるように、皆さんお力でこの活動を広めてください。 
今年度は支部大会はありませんが、会員交流のための地域交流会を催す予定です。また、

各地域会の国際交流活動の発展形として、支部共同国際交流活動も企画しています。 
 
昨年度より本部で行われていました「近未来研究特別委員会」による報告書の最終版を、

先般皆様に配信でお届けしました。建築家という職能を取り巻く環境は厳しいものがあり

ますが、私達自ら動かないと何も変わりません。日々の仕事の大切さと同じように、将来

の我々の環境を創るため、2019 年度も支部活動にご協力、ご支援をよろしくお願いします。 
 
今後のスケジュール 

２０１９．１０   建築家大会 in 弘前（東北） 
２０２０．０２   地域交流会 in 福岡 
２０２０．０２   九州建築塾 in 福岡 
２０２０．０３   デザインレビュー２０２０ 



「デザインレビュー2019」活動報告 
デザインレビュー委員長 池浦 順一郎(福岡地域会) 

学生実行委員長 日野  友太（ 九州大学 ） 

 

今回で24回目の開催となった「デザインレビュー」は、全国各地の大学、大学院、専門学校、高専などで建築を学ぶ 

学生達の意欲的作品の講評を通して、現代建築や都市環境を取り巻く諸問題を議論し、デザインの可能性とリアリティに

ついて、広く意見を交換する場を提供する活動です。学生デザインのレベルを高めることはもとより、現代の建築批評や

建築・都市デザインに対しての刺激となることを目的としています。 

今回のレビューは「繋花」を大会のテーマに掲げ、本を書いていた人をクリティークとして招き、テーマに関するシン

ポジウムと学生の意欲的作品の講評を通じて、日常的な業務や教育現揚では得難い視点に立った、高いレベルの議論を行

いました。 

福岡、佐賀、熊本近郊の大学の有志が学生実行委員会を立ち上げ、JIA九州支部が事務局を担い、支部会員が実行委員

会に加わり、学生をサポートするかたちで運営を行いました。運営や財務、協賛願いなど、レビューの裏方を担った学生

達も一致団結し開催に至り、出展者、実行委員会、クリティークそれぞれが充実した時間を得られた2日間でした。 

ポスターセッションには支部会員以外の地元の建築家も来場され、展示された模型を前に学生と熱い議論を交わす風景

も多々見受けられ、レビューの広がりの可能性を感じられました。 

 

主催：学生デザインレビュー2019学生実行委員会 

共催：日本建築家協会九州支部   後援：福岡市   特別協賛：株式会社総合資格 

学生実行委員長：日野友太（九州大学３年） 

 

【学生実行委員】：九州圏内の学生 

【実行委員】：池浦順一郎(DABURA.i)、山澤宣勝(てと建築工房)、谷口遵(建築デザイン工房)、田中一樹(太陽設計) 

【場    所】：ぐりんぐりん   

【クリティーク】： 光嶋 裕介（建築家/光嶋裕介建築設計事務所） 

    島田 陽（建築家/タトアーキテクツ）  

    竹山 聖（京都大学教授） 

    土居 義岳（九州大学教授） 

    藤村 龍至（東京藝術大学教授/RFA） 

【司    会】： 田中 智之（熊本大学教授） 

 

■スケジュール 

2月23日(土)  予選審査・応募者数228名、 

3月08日(金)  公開審査出展59、午前中に作品受付、午後よりクリティーク紹介に引き続いて出展者全員による 

ポスターセッションを行った。初日講評後に懇親会を行い参加者の交流を深めた。 

3月09日(土)  午後から選抜プレゼンテーション者を選ぶ8選議論・投票を行い、午後から選抜プレゼンテーション、 

優秀者議論を行い、最優秀1作、優秀2作を決定した。また、クリティーク賞を各1名ずつ選出(合計6名)、 

同時にJIA全国学生卒業設計コンクールに推薦する予定者6名も選出された。 

参加作品：予選登録者数295名、予選提出者228名、本選通過者67名、公開審査出展59名 



■学生設計選奨 

○最優秀賞：森山広崇（滋賀県立大学）「潜」 

○優 秀 賞：鈴木遼太（明治大学）「たとえば基準線にかさぶたを」 

○優 秀 賞：中家 優（愛知工業大学）「輪中建築」 

 

■クリティーク賞 

○光嶋裕介賞：石橋 佑季(九州大学)「石橋の恣意性或は地球」 

○島田陽賞：小澤 成美(九州産業大学)「妄想道路〜道に溶ける建築と暮らし〜」 

○竹山聖賞：伊藤 京子(慶応義塾大学)「森の入り口」 

○土居義岳賞：市川 和樹(名城大学)「はるかな未来のために・・・ -自己の確立を目的とした深層空間 -」 

○藤村龍至賞：佐塚 有希(明治大学)「再結晶する空間的感情 -情調を纏うエレメント-」 

 

■JIA九州選奨   

○戸上 夏希（九州産業大学）「生活の痕跡」 

○田口未貴（九州大学）「洋灰を紡ぐ」 

○小澤成美（九州産業大学）「妄想道路〜道に溶ける建築と暮らし〜」 

○石橋佑季（九州大学）「石橋の恣意性或は地球」 

○谷口ぴあの（佐賀大学）「14 にんのこれから-絵本の中に住む-」 

○松尾 賢史（熊本大学）「橋の下に残る二つの風景 －道の駅 南阿蘇－」 

 

■記録誌出版：学生実行委員会がデータをまとめた上、株式会社総合資格にて出版、販売を担当して頂く予定。 

■ホームページ： https://www.facebook.com/fdr20th/?fref=ts 

 

 

     
会場風景                      懇親会風景 

https://www.facebook.com/fdr20th/?fref=ts


東住吉小学校まちづくり総合学習授業サポート活動報告 

 

令和元年６月１５日 

ＪＩＡ九州支部副幹事長 福田 哲也 

ＪＩＡ福岡地域会 西村 友吾 

 

今年度からスタートした建築家派遣事業の第 1弾として、川津支部長と交流のある東住吉

小学校校長との連携により、６年生を対象とした総合学習授業カリキュラムの一環として、

まちづくりについての授業サポート活動を福岡地域会有志会員と共に行ってまいりました

ので、以下に一連の活動内容をご報告いたします。 

 

概要 

東住吉小学校６年生が６班の「東住吉まちづくり隊」に分かれて、自分たちの住むまちの

課題を考え、理想のまちを自ら創造して模型を製作し、保護者参観授業にて発表を行う。 

 

活動 

■４月２５日(11：10～11：55) 

川津支部長と福田の２名で講師として授業に参加。 

まずはまちづくりに興味をもってもらうことを目的に、世界の歴史、京都や江戸の歴史、

福岡の歴史を概略で話した。後日、小学校の先生により実際に校区を散策して市民にイン

タビュー調査を行い、現状のまち並みの理解を深める授業を進めて頂く。 

■６月３日(11：10～11：55) 

川津支部長と福田の２名でオブザーバーとして授業に参加。 

班ごとに生徒それぞれが理想のまちに必要なものについて意見を出し合い、他班との意見

交換を行いながら、具体的なまち並みの計画がまとめられ発表された。  
■６月６日(11：10～12：45) 

福岡地域会会員５名及び補助スタッフ７名で各班の模型制作に参加。 

各班２名のサポート体制で、前回まとめた計画案をもとに分割されたそれぞれの敷地での

模型制作を開始する。基本的には子供たちが主体で製作を行い、作り方の指導やアイデア

の活性化を促した。 

サポートメンバー：川津、福田、佐々木、有吉、西村 

■６月１２日(11：10～12：45)  

前回にひきつづき模型制作をサポートする。それぞれのアイデアが形となり一体となると

迫力のあるまちが完成。子供達は達成感のある笑顔で模型を取り囲んだ。 

サポートメンバー：福田、佐々木、有吉、西村、三角  



■６月３日〜まちづくり計画案発表授業風景 

  
■６月６日〜模型制作授業風景 

  

  

  
  



■６月１２日〜模型制作授業風景 

  

 
■完成模型写真 

  

  

  



総括 

近年のまちづくりでは「市民参加型」から「市民主導型」へと移行しつつあり、市民自ら

の環境を創造・管理をしていくための人的基盤づくりが課題となっています。 

その中で将来の担い手となる子供達を対象としたまちづくりの主体的意識や環境を判断す

る価値観の育成を目的とした「まちづくり学習」の長期的な取り組みは不可欠と言えます。 

これまで子供参加のまちづくり学習は、自治体をはじめ様々な専門家、団体により多様に

取り組まれてきましたが、JIA九州支部としてもまちづくり学習の学校教育における展開に

地域の建築家として人材貢献できるものと考え、この度の活動を試みました。 

 

まちづくりの歴史を知ることから始まり、身近なまちを体験し調査することで、子供たち

の自分たちの住むまちへの愛着とまちづくりへの関心が高まっていくのを感じました。 

理想のまちに必要なものについて自分たちの考えを話し合うと、利便性や安全性に即した

実用的な施設から夢のある楽しい娯楽施設まで多様な意見が出てきました。 

コミュニケーションによる調和を図り価値観を共有することは実際のまちづくりに通ずる

体験と言えるでしょう。 

模型制作では、はじめは戸惑いながらも、それぞれの役割を見いだすと分担・協力して協

働作業を行い、我々の誘発にも柔軟に反応してイメージを発展させたまちが完成しました。 

達成感を持って自らつくり上げたまちを眺める子供たちの姿は微笑ましく印象的でした。 

次回には子供たちが頑張った成果をまとめ保護者参観で発表することで、ひいては保護者

の方々にも市民としてまちづくりに感心を持って頂けることを期待したいと思います。 

 

今回の活動を通して、我々が地域の建築家として子供たちの「まちづくり」や「ものづく

り」の学習に一定の貢献ができることを実感しました。 

今後、段階的に自治体や教育機関との連携を図り、有料の派遣事業に発展させることで、

継続的かつ広域的な活動として実践していけたらと考えています。 



北福岡 福岡 佐賀 長崎 大分 熊本 宮崎 鹿児島

　今年は、今後の１０年を見据えた、２１回目の建築展を開催する

　昨年は、老若男女、会員の皆様一人一人が、自分の得意分野で ため、企画運営会議が始まっています。

活躍する機会を準備するという事を目標に、｢会員総活躍地域会｣

というキャッチコピーで、これまでにない新しい試みを多数取り 5月8日に第1回実行委員会開催。

入れて活動を行いました。 今年は、高濱実行委員長、古森・

　２０回目となった日韓合同学生ワークショップを核事業とする 金子副実行委員長を中心に進め

建築展、会員個々が自分の建築や建築論を語る公開例会、その他 る事になった。

池原義朗トリビュートや、ＪＩＡ２５年建築登録を記念し、九州

リゾートでのゴルフコンペ、田川での交流会や、初めての委員会 5月27日に第2回実行委員会開催。

活動、そして、それらの活動を、会員さんと我々の活動を支えて 昨年の反省を踏まえながら、今後

下さる賛助会さん、行政にも会報誌を作成して報告すると同時に、 どこへ向かって開催していくかを

今後の活動の広報と、現在、会が向かう方向をお伝えしながら 真剣に模索中。

理解と協力を求めて来ましたので、そのような活動報告と、その

決算について御承認をいただきました。 6月18日に第4回実行委員会開催。

　新年度は、｢スキルアップで社会貢献｣を目標に、１年間活動 テーマや講師等、建築展の枠組

していく事になりました。昨年撒いた、新しい種の数々に、水と 等を協議。ようやく全貌が見えて

栄養を補給しながら、今年は会員個々のスキルアップに繋がる 来ました。

事業を積極的に進めて行きます。

　会員集会は、大分地域会から、後藤副支部長に御越しいただき、 6月28日に会場との事前打合せ。

支部の方針について御話いただき、その後の懇親会で、普段なかなか 今年は、ＪＲ門司駅前の赤煉瓦

交流の機会の少ない会員さんと積極的に親睦を深めていただきました。 倶楽部(サッポロビール工場跡地)

での開催が決定。

7月3日に、今年の講師を努めて

いただく百田有希さんが、福岡

地域会での公開例会のため来福

されるとの事で駆け付けて打合。

7月9日に、会場の下見を兼ねた

第5回実行委員会を開催し、今後

のスケジュールや、全体の構成

が決定。いよいよ本格開始です！

JIA九州支部各地域会　令和1年7月　活動報告

北福岡地域会　通常総会

ｹﾞｽﾄ：後藤靖次（九州支部　副支部長）

日時：4月12日 金曜日

参加人数：32名

場所：クラウンパレスホテル小倉

　令和という新しい時代の幕開けとなる通常総会が開催しました。

建築展実行委員会

日時：5月8日 水曜日～7月9日 火曜日迄5回数の実行委員会他
場所：古森弘一建築設計事務所他
参加人数：様々



北福岡 福岡 佐賀 長崎 大分 熊本 宮崎 鹿児島

　毎年恒例になっている、建築他団体である北九州市設計監理協会

地域会のレジェンドの皆さんに参加いただくのは、少し高いハード さん、及び我々の活動をいつも強力に御支援いただいている建賛会

ルでした。そんな中、昨年、九州支部で３０周年記念誌を作成する さんとの合同ビアパーティが開催されました。今年でちょうど２０

に当り、北福岡地域会では、歴代の代表幹事(現地域会長)の皆さん 年目の開催になり、

にお集まりいただき、これまでの３０年を振り返る座談会を開催し 例年は梅雨明けの

ました。ある種、同窓会のような雰囲気が醸し出され、時々集まる 暑気払いの様相を

のもいいネ。との御声をいただきました。上記の目標には渡りに船 呈するのですが、

ですので、早速、九州支部の｢四季の会｣を参考にした、北福岡版の 今年は梅雨明け前

｢紫陽花の会｣を企画させていただきました。当日は、総会並の数の の台風接近の中で

会員の皆さんに参加いただき、九州支部からも、川津支部長、松山 開催されましたが、

幹事長の御２人にも応援に駆け付けていただき、来年の支部大会も 会員と建賛会の皆

含め、又会員みんなで活動して行こう！という意識を再構築させて さんとの相互親睦

いただく機会になり、初開催としては大成功だったかと思います。 も深まり、我々の

勢いに押されたか

台風もこちらへ

やって来る事は

ありませんでした。

　今年も、建賛会

さんからの御理解

と御支援をいただ

ながら、建築を通

して地元への社会

貢献に積極的に進

めて行きましょう！

　老若男女を問わず、会員皆での活動を目指す北福岡地域会ですが

「ビアパーティ 」

日時：令和1年7月19日 金曜日　19：00～21：00
場所：リーガロイヤルホテル(リーガトップ)
参加人数：多数

JIA九州支部各地域会　平成31年3月　活動報告

「紫陽花の会 」

参加人数：21名（内九州支部2名）

日時：令和1年7月5日 金曜日　18：00～20：00
場所：アートホテル小倉　ニュータガワ



JIA九州支部各地域会　平成31年4月～令和元年7月　活動報告

北福岡 福岡 佐賀 長崎 大分 熊本 宮崎 鹿児島

4月20日　 2019年度通常総会  5月16日　一水会　会議

4/20　10時30分よりアクロス福岡にて2019年度JIA九州支部福岡
地域会通常総会が開催されました。会員数124名中、総会出席17
名　委任状79名　合計96名で総数の過半数をこえ、総会が成立し
ました。
議長に加藤会員が指名され、2018年度事業報告書承認、収支計算
書・正味財産増減計算書、貸借対照表、財産目録承認、監査報
告、福岡地域会規則変更承認が議案が審議され2019年度事業計画
書、収支予算書が報告されました。佐々木会長は2019年度はさら
に「技術の向上と幅広い知識」に力をいれていき、会員交流や満
足度の強化を図りたいとの運営方針が発表されました。

5/16　18時00分より福岡地域会若手メンバー15名が集まり、２０
１９年度の事業計画を打合せました。一水会とは若手会員が第一
水曜日に集まり情報共有などを行う集まりです。佐々木会長を中
心に今年度の事業計画について担当の思いを語り協力体制の確認
を行いました。○役員会について○事業室について②国際交流・
光州との交流について・建築相談室について○企画運営室につい
て　①広報　　②例会　③住宅部会（イエノコト）・建築展につ
いて　④福岡市都市景観賞に　⑤デザインレビュ

福岡地域会通常総会風景

福岡地域会通常総会風景

一水会開催風景＠事務局



JIA九州支部各地域会　平成31年4月～令和元年7月　活動報告

北福岡 福岡 佐賀 長崎 大分 熊本 宮崎 鹿児島

福岡地域会役員会（第1回）

■日時：2019年4月20日（土曜日）　9：30～10：15
■場所：アクロス福岡６０７会議室
■参加人数：12名
■報告事項
入退会について
　現在、正会員１２３名、準会員１名　合計１２４名。
■協議事項
・２０１９年度通常総会について
・議案の説明総会進行・役割確認その他
・会員集会「これからのＪＩＡ」について
・各地域会より代表に出ていただきフリーディスカッションを行
う予定。・会費のあり方、本部の役割、本部で考えるJIA近未来、
地域会に期待すること、資格制度などをテーマに行う予定。

■審議事項
1. 入退会について　協力会1社を承認

福岡地域会役員会（第2回）

5/20　19時00分より八仙閣にて2019年度福岡地域会協力会通常総
会が開催されました。会員及び協力会67名の出席で西井会長の挨
拶に始まり、会計報告、新入会の協力会の紹介が行われました。
毎回大好評の余興は「人形サーカス劇 　・ピエロック一座」の人
形劇で盛り上がりました。

5月20日　協力会総会

■日時：2019年6月22日（土曜日）　18：00～19：30
■場所：ＪＩＡ九州支部事務局
■参加人数：11名
■審議事項
1. 入退会について
2.その他
■協議事項
1. 九州支部ＨＰの件
2. 「建築塾in福岡」の件
3.九州支部３０年記念誌配布の件
4.名誉会員の件
■報告事項
1. 会長報告（佐々木地域会長）
2. 九州支部長報告（川津支部長）
3. 事業室報告（田島室長）
4.企画運営室報告（福田室長）

挨拶をされる西井会長

新会員の紹介

ピエロック一座の人形劇

地域会役員会風景



JIA九州支部各地域会　平成31年4月～令和元年7月　活動報告

北福岡 福岡 佐賀 長崎 大分 熊本 宮崎 鹿児島

6月公開例会「100年先の暮らし」

講師：近藤ナオ氏　坂田賢治氏　後原宏行氏
■日時：2019年　6月5日 金曜日
■場所：FAIRBANKS（フェアバンクス）
福岡市中央区春吉1-11-36-9F
2019年度初回の例会は下記の3名の講師をお招きして「100年先の
暮らし」をレクチャしていただきました。
○近藤ナオ / こんどう　なお
1978年生まれ　愛知県出身
デザインコンサルタント
○坂田　賢治 / さかた　けんじ
1984年生まれ　福岡県出身
2018年に100年先の暮らしを創るコミュニティ「Qross」を立ち上
げ、約30人のメンバーと暮らしの実験中｡
○後原　宏行 / せどはら　ひろゆき
1974年生まれ　熊本県出身
カラクリワークス株式会社　代表

「100年先の暮らし」とは一体どういったものであるかを実際に実
践しながら活動しているQROSSのメンバーに対談形式で例会を
行ってもらった。建築家を呼んで行われるいつもの例会とは異な
り、建築家以外の業種による初の試みであった。三者三様の強烈
なキャラクターの方々で途中怪しげな流れになりつつも会場を巻
き込みながら話が展開されていった。多拠点居住や拡張家族と
言った新しい概念による暮らし方は、我々建築家にとっても今後
の設計活動に大いに示唆に富み刺激的な内容であった。（担当：
智原聖治、福田哲也）参加人数　講演会：43名、懇親会：21名

例会風景＠フェアバンクス

講師の3人

6月例会 リーフレット



JIA九州支部各地域会　平成31年4月～令和元年7月　活動報告

北福岡 福岡 佐賀 長崎 大分 熊本 宮崎 鹿児島

■会場：アイカ工業福岡支店

■日時：7月3日水曜日　18時例会開始

7月公開例会「多様な居場所をつくる」

講師：百田有希（o+h)　氏

参加人数が90名という今までの中で最も多く、建築家百田氏に対
する注目度の高さがうかがえた例会であった。o＋hの大西麻貴氏
とともに設計を行っている若手ナンバー1といっても過言ではない
百田氏のレクチャーは丁寧でわかりやすく、初期の作品から最近
のものまでをスタディの過程から完成に至るまで一つ一つを言語
化し、それを大西氏はもとよりクライアント等とも共有すること
で作品の質を高めていることがうかがえた。福岡にある彼らの処
女作と深い関わりのある建築家矢作氏との当時のエピソードやこ
れまでの作品を振り返りながらこれからの目指すべきo＋hの在り
方など幅の広い話が伺え、参加が多かった学生達にとっても実り
の多い例会であった。参加人数　講演会：90名、懇親会：21名
（担当：智原聖治、福田哲也）

例会風景＠アイカ工業福岡支店

7月例会 風景 近年で最多の参加者



JIA九州支部各地域会　平成31年4月～令和元年7月　活動報告

北福岡 福岡 佐賀 長崎 大分 熊本 宮崎 鹿児島

福岡市都市景観賞

今年度の活動としては、都市景観賞受賞作品が写った写真を市民
の皆様から募集する「まちなみ写真コンテスト」の開催を計画し
て おります。《募集期間　2019.7/22~8 /31》

また、写真コンテストに先立ち、専門家からまちなみの写真を撮
るコツを学ぶ「子どもはじめてカメラ講座」を7/27（土）に開
催。
会場：福岡市立中央児童会館あいくる 7 階
《午前の部》 9:30～12:20
《午後の部》 14:00～16:50
定員：小学生とその保護者 10 組×2 回
（担当：山澤 宣勝、佐々木寿久）

建築相談室

建築相談室では事務局と市役所にて月3回建築相談を受け付
けています。4月から6月は下記の相談対応を行いました。最近は
トラブル相談だけではなく、将来計画などの相談も増えてきてい
る。九州支部の建築相談委員会では今後、現地調査が必要と思わ
れる場合は積極的に現地調査を行える体制つくりを検討してい
る。JIA認知度を向上し、社会貢献度を高めていきたいと思いま
す。相談→調査の流れで完結するのではなく、コンペなど調査後
の提案もできるような体制を整えていきたいと思います。
○4月11日　斜面地に建つ寺院建築（庫裏）が傾いている。将来計
画、現状対策の相談（担当：西村・有吉）
○4月16日　購入前のアドバイス土地の契約前に土地の利用や建築
の建て方を相談したい（担当　川津）
○4月25日　新築住宅のホルムアルデヒト臭について。対策の相談
（担当：西村・有吉）
○5月9日　中央区　隣地ディラーのエアコン室外機の位置、洗車
場の位置（担当：水野・田中浩）
○5月21日　中央区　既存木造住宅の改修方法及び今後の土地、建
築利用について（担当：西村・有吉）
○5月28日　4月11日相談の現地調査。午前2時間現地調査を行
い、土地の利用計画や建て替え手法等庫裏以外の建物についても
行った。（担当：西村・有吉）
○6月13日　中央区　断熱、耐震補強工事の設計、工事の進め方に
ついて（担当：武本・井上）　　　　　　　　　　　　　　　○6
月27日　筑紫野市　新築住宅の工事中に杭の本数が変更されてお
り不信感がある。建築住宅センターへの相談をすすめる（担当：
西村・有吉）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●7
月11日の第一回建築相談例会及び暑気払いを行いました。例会は
10名の参加（暑気払8名）があり8件の建築相談の事例紹介、対応
方法の検証を行いました。（酒見、上塘、永田、井上、高司、樋
口、武本、川津、西村、有吉）（担当：有吉兼次）

建築相談室暑気払風景

写真コンテスト・カメラ講座リーフレット



JIA九州支部各地域会　平成31年4月～令和元年7月　活動報告

北福岡 福岡 佐賀 長崎 大分 熊本 宮崎 鹿児島

福岡建築行政研究会第14回定例会

日時：8月20日　15：00

場所：天神ビル11階2号会議室

開催予定

デザインレビュー

FUKUOKAデザインリーグ第12回2019年度通常総会 行政連絡委員会

■日時：令和元年5月24日金曜日18：00-19：30
■場所：九州大学大橋サテライト
■審議事項
1. 2018年度 事業報告について
2. 2018年度 活動決算について
3. 2019年度 事業計画について
4. 2019年度 活動予算について
5. 2019年度 役員(理事)の変更について
■検討・報告事項
1. FDL運営について

事業報告では、自主事業のセミナー「デザインカフェ」における
記録的多数（121名）の集客や、自治体受託の「地域中小企業のた
めのデザイン活用促進事業」（九州デザインファイル発行）が九
州産業経済局のみならず経済産業省でも高い評価を得るなど、今
後の可能性に期待が持てる成果であった一方、長年主力事業で
あった「デザインスクールキャラバン」の一時見送りや収支決算
の不調、事務所移転問題など重要な課題も明らかとなった。
事業計画では、「FDL展覧会」をメンバーのデザイン活動を一般
公開する恒例事業として立ち上げ、有料チケット制（FDL会員は
入場無料）とすることで入会促進及び財源確保につなげるプロ
ジェクトが注視された。
大橋サテライト閉鎖に伴い、大名小学校跡地に開業した「スター
トアップカフェ」に２年限定で事務所移転を検討。7月に移転予
定。（担当：西村友吾）

■日時：6月26日 水曜日
■場所：JIA九州支部事務局
2020年の開催について、前学生実行員及び社会人実行委員と協議
を行った。現状の問題点や今後の課題などについて、学生実行委
員より意見を伺い、話し合いを行った。（担当：池浦順一郎）

（担当：福田哲也）



北福岡 福岡 佐賀 長崎 大分 熊本 宮崎 鹿児島

日時：7月26日

JIA九州支部各地域会　平成31年4月～令和元7月　

佐賀地域会総会

場所：佐賀市内　和食ダイニング　和創 
日時：４月５日 木曜日

以下協議資料（一部）

三団体の緊急連絡網等についての協議を行った。各団体の調整が
必要であるが、早期に協議を進めることが必要と感じた。

被災建築物応急危険度判定業務に関する三者協議

場所：佐賀市　建設会館

佐賀地域会の総会を開催。川津支部長に参加して頂き、平成
30年度事業報告及び決算、平成31年度事業計画及び予算の件
を報告及び承認頂いた。総会後懇親会を開催今後の佐賀地域
会の在り方等の話もでて懇親を深めた。

参加者：佐賀県建築士会、佐賀県建築士事務所協会、日本建築家協会九
州支部佐賀地域会



JIA長崎地域会�平成31年4月〜令和元年7月活動報告
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□新役員構成

・7月インターシップ事業�受け入れ状況について
・9月開催予定の建築展開催日程について

■長崎県立・大村市立一体型図書館（愛称：ミライon図書館）の見学 ���開催日：2019年9月1日（日）�浜町アーケード内
・12月開催の市民向け建築家セミナー開催日程と内容について

○2019年10月5日開館予定の図書館を全国支部長会議開催前日に
�左副会長同行のもと、長崎地域会の会員、協力会員で見学しました
○延床面積:13,506.76m�  構造:鉄骨造 6階建て

出�席����正会員�：15名（開催時の会員数17名）

日�時��2019年4月5日（金）  17：00〜20:00

○蔵書数:収蔵能力 202万冊  1 階:4万冊3 階: 21万冊
���������������閉架書庫:177万冊

■�第 2 回�例会
●�日��時��2019 年 7月  8 日（月）  �18時 00分〜20時00分
●�場��所��総合資格学院 4F
●�出席者         有馬一郎、木場 耕志、佐々木 信明、田中 健一郎、
�����������������������中村 信夫、三好定和

・持ち出し例会・対馬例会開催について
�日時：2019 年8月24日（土）・25日（日）�担当：鼻崎象三会員

会�場�  ザ・ホテル長崎（BW）3Fアメジスト

■ �第1回例会・建築技術セミナー

日��時��2019年5月13日（月）  �18時 00分〜20時00分
場��所��総合資格学院 4F�会議室

■ 2019年度JIA長崎地域会総会・懇親会開催

●�日��時��2019 年6月7日（金）  �14時 00分〜16時00分
●�場��所��大村市
●�出席者        本部副会長�左知子・長崎地域会会員、協力会員
�����������������������参加者合計：����21��名
  
  

�����������������������木場�耕志�����JIA建築相談会議担当
�����������������������鼻崎�象三�� � �国際交流委員会担当
会 計 幹 事����  田中�健一郎����会計担当
監�����査����������三好�定和�����JIAまちづくり会議担当

相��談��役���������中村�信夫����  JIA環境会議�
地�域�会�長��   � 佐々木�信明���  総務委員会担当�JIA災害対策会議担当
副地域�会�長����田中�健一郎����JIA25年賞委員会担当・会計担当
副地域�会�長����松本�隆之�����広報委員会担当･業務委員会担当
幹�����事�����������奥村�信幸�����JIA保存再生会議担当
�����������������������中野�善弘�����建築家資格制度実務委員会担当

●�協議事項
1．支部報告・本部報告
2．2019年度の事業の具体的内容について
���・対馬及び松浦市への持出し例会�日程の説明
���・JIA全国支部長会議in長崎開催   参加・協力について
���・建築展開催について�内容協議
���・建築家市民セミナーについて�内容協議
���・本部建築セミナー2019
����五島列島世界遺産群の見学（本部事業）�状況報告
3.�全国大会at青森（弘前）開催及び参加について

●�技術セミナー（1）
テーマ：ファサードデザイン VS. 防火設備個別認定による制限
�・2019年4月1日より大臣認定防火設備の通則的認定から個別認定に
なります。��これを受けて今回のセミナーではその詳細を学び新しい制限
の中、�開口部のデザインの可能性について議論を交わす機会。

����������������������井上�正雄
●今年度は、正副役員が新しく入れ替わりました
���会員の皆様今年度もよろしくお願いします

�����������オブザーバー参加（法人協力会員）：15社（全19社）

1



JIA長崎地域会�平成31年4月〜令和元年7月活動報告

���全国支部長会議IN開催
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北福岡 福岡 佐賀 長崎 大分 熊本 宮崎 鹿児島

3.例会企画
・九州建築塾報告会 ヴィン設計工房 衛藤さん

日時 2019年6月18日（火） 19:15～20:15 　3/15~3/17まで壱岐にて行われた九州建築塾
場所 J:COM ホルトホール大分　404会議室 　「海流でつながる九州の島々」に参加したヴィン設計 
出席者 35名 　工房　衛藤さんと山下さんの活動報告が行われました
　JIA会員　出席 15名、委任状 4名、欠席 0名（19/19） 　
　協力会員 15名、一般 5名
議事録作成者 常廣竜也
議事録署名人 松田周作

◆内容
1.確認事項 重田副会長

2.報告事項 重田副会長 ・株式会社スズキ様　商品紹介
・九経連・各県連携木造モデル事業に関して 　協力会員の株式会社スズキ　山口さんより会社紹介と
　事務局をJIA九州支部に置く件について継続審議中です 　高輝度蓄光磁器製品「ルナウェア」の商品説明が行わ
・高校生レポーターの件 　れました
　今年度も継続する予定です。普通科高校１、2年生を対象
　にと考えていますが、デザインレビューを今年度行うか
　現在検討中です
・名誉会員、フェロー会員の推薦者について
　名誉会員、フェロー会員ともに大分地域会からの推薦なし
・25 年賞の件（委員：三浦会長）
　役員会で候補作品を選定して、　7月例会時に報告します
・ホームページの件
　九州支部とページを統一させ、同形式での運用を行うと
　維持管理費が安くなるとの事で現在検討中ですが、大分地
　域会の場合は＋Ａという特殊な状況がありますので、役員
　会で整理して後日お知らせいたします
・JIA 本部総会ハガキの返信お願い 4.閉会 竹宮幹事
　6/18朝の時点で九州返信率が37.04％です。必ず返信をお ・竹宮会計幹事より閉会の辞
　願いします
・木造マイスターステップアップ事業について 竹宮幹事
　 県からの補助金￥880,000入金を確認しました
・協力会員 年会費締切が今月末です
　6/18現在12社未納ですので納付をお願いいたします 2019年6月18日（火） 20:30から「豊後魚鮮水産　大分
・トビタテ応援団の件 重田副会長 駅前店」において例会終了後懇親会が行われました。
　6/21、7/5それぞれ18：00~21：00までコンパルホール400
　会議室で、トビタテおおいた勝手に応援団2019と題して
　大分県からトビタテに参加する学生の留学準備をそれぞれ
　の立場から応援する催しが開催されます。途中参加、途中
　退席で構いませんので是非ご出席ください。

■2019年度　第2回例会　懇親会

JIA九州支部各地域会　令和元年6月～令和元年7月　活動報告

■2019年度　第2回例会

出席者人数の確認を行った。
会員数19名の内、出席者総数19名（委任状による出席者数4名含
む）、欠席者0名により、例会が成立する。



北福岡 福岡 佐賀 長崎 大分 熊本 宮崎 鹿児島

３．例会企画講演会
『断固、森を守る』　

日時 2019年7月16日（火） 18:15～20:00 　田島 信太郎氏（田島山業(株)代表取締役）
場所 J:COM ホルトホール大分　408会議室 大分県日田市の林業家田島氏による講演会を行いました。
出席者 41名
　JIA会員　出席 15名、委任状 4名、欠席 0名（19/19）
　協力会員 8名、一般 18名
議事録作成者 足立心也
議事録署名人 常廣竜也

◆内容
1.確認事項 重田副会長

2.報告事項 重田副会長
○支部　ホームページの件
　支部HPへの集約の提案がありました。
　・維持管理…費用（現在￥64,800/年）現在より安価に
　　なる予定。
　・更新方法については確認が必要。
　・＋Ａページをどのように構成するかは要検討。
　会員からの質疑＆意見
　・＋Aについては＋Aのサイトへリンクを貼るか、現在と
　　同じようにJIAのHP内に名簿を掲載する等、何かしら
　　+Aのページを大分地域会へ盛り込むことが必須。
　・もし大分地域会の要望が叶わない場合は、必ずしも
　　支部へ集約する必要はない。
　
○大分地域会
・協力会員年会費について全社入金を確認しました。
・大分市美術館より、磯崎新氏来県シンポジウム（11月
　予定）の広報についてJIA大分地域会に協力要請があり
　ました。（ポスター・チラシ配布。）
　→役員としては受ける方向で検討中。あらためて報告。
・協力会セミナー等の案内　TOTO、YKK

4.閉会 竹宮幹事

日時：2019年7月16日（火） 20:30～22:30
場所：大分個室居酒屋　呑み処　蔵の間大分駅前店
参加人数：14名

■2019年度　第３回例会・講演会　懇親会

JIA九州支部各地域会　令和元年6月～令和元年7月　活動報告

■2019年度　第3回例会・講演会

赤字産業となっている林業において、主伐後あらたに植林を行う
ことが業界的に難しい状況の中で、氏の企業では「断固、森を守
る」という理念のもと必ず植林を行うそうです。そのために企業
のブランディングに力を入れておられ、市場と通さずに木材を流
通させることで原木の明確なトレーサビリティを確保しておられ
ます。そこに注目した竹中工務店をはじめとする多くの企業と提
携し、CLT材としての木材の供給や杉の在来種やぶくぐりの販路拡
大を進めておられます。林業の流通や現在の状況などを丁寧に説
明していただきました。

出席者人数の確認を行った。
会員数19名の内、出席者総数15名（委任状による出席者数4名含
む）、欠席者0名により、例会が成立する。

竹宮会計幹事より閉会の辞があり、会場を移して、田島氏を囲ん
での懇親会が行われました。



JIA九州支部各地域会 平成31年 4月～令和元年 7月 活動報告

北福岡 福岡 佐賀 長崎 大分 熊本 宮崎 鹿児島

1. 開会　　18：30～ 1. 開会　　18：30～

2. 確認事項 2． 確認事項

3. 報告事項 3． 報告事項

　3.-1　ＪＩＡ九州支部第1回役員会 4／20（土） 　3.-1　ＪＩＡ本部・九州支部等報告　

　・2019年度組織表、各委員会の地域会担 4． 協議事項

　・支部持ち出し役員会、事業開催地 　4.-1　第31回熊本の建築家作品展　7／16～7／21

　3.-2　ＪＩＡ九州支部通常総会、会員集会 4／20（土） 　4.-2　2019年「25年選」「25年賞」について

　・2019年度通常総会の報告 　4.-3　次回（6／27）第2回ＣＰＤ認定講座

　・広報委員会　メール版ブルテン2019 配信

4. 協議事項 ■第1回 ＣＰＤ認定講座　20：00～21:00

　4.-1　九州支部持ち出し役員会の要請について 講師 　林田　直樹会員　「私の作品と建築コスト」

　・9月 7日（土）持ち出し役員会の開催を決定

　4.-2　第31回熊本の建築家作品展　7／16～7／21

　・スケジュール、準備

　・特別展のテーマは「歴史的建造物の復興」

　4.-3　地域会の行事・事業・担当について

　4.-4　九州支部30周年記念誌の配布について

　4.-5　役員会出席者（ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ含）への交通費補助 第31回 熊本の建築家作品展

日時：2019年　7月17日（水）～7月21日（日）

■2019年度 熊本地域会 第3回例会 会場：熊本県立美術館分館

日時：2019年　6月27日（木）18：30～21:00

会場：夢ホール熊本市民会館　第1小会議室

出席：10／14名

1. 開会　　18：30～

2． 確認事項

3． 報告事項

　3.-1　ＪＩＡ本部・九州支部役員会等報告

　・支部ホームページのこと

　・中規模木造技術者育成事業の事務局設置について

　3.-2　地域住宅生産者グループに向けた

　　　　　　　 復興説明会の開催 6／28（金）　

4． 協議事項

　4.-1　第31回熊本の建築家作品展　7／16～7／21

　・設営 7／1　15:00～　・撤収 ７／21　17:00～

　4.-2　熊本地震総括の企画について

　4.-3　九州支部持ち出し役員会　9／7（土）熊本開催

　・見学、役員会会場等の準備について

■第2回 ＣＰＤ認定講座　20：00～21:00

　・民法（改正）に関する研修会

　・講師 　山口　和哉　弁護士

　 「民法改正おける建築への影響」

■2019年度 熊本地域会 第1回例会 ■2019年度 熊本地域会 第2回例会

日時：2019年　4月25日（木）18：30～21:00 日時：2019年　5月23日（木）18：30～21:00

毎年開催している【熊本の建築家作品展】を本年も開催致
しました。ＪＩＡ会員から11作品、会員以外から9作品の
出品がありました。熊本地震関連の特別展として、本地域
会から「川尻公会堂」の耐震改修や「柴藤家」の復旧工事
など、会員受賞作として「くまもとアートポリス推進賞」
「第24回木材利用大型施設コンクール熊本県賞」を受賞し
た「尚絅大学短期大学付属こども園」などの展示をしまし
た。週末は台風5号の影響もあり、あいにくの天候でした
が延べ279名のかたに入場していただきました。

熊本地域会の最若手！林田会員による自作の
紹介と建築にかかったコストについて、解説
による学習をしました。林田さんは住宅を中
心に設計活動をされており、今後の活躍に期
待しています。

会場：夢ホール熊本市民会館　第1小会議室 会場：夢ホール熊本市民会館　第1小会議室

出席：11／14名（年8回開催） 出席：10／14名



北福岡 福岡 佐賀 長崎 大分 熊本 宮崎 鹿児島

・スケジュール協議

宮崎地域会例会　第2回

議案
・スケジュール協議
・リーフレット協議
・作業分担協議
・告知方法協議

・予算協議
・担当者協議
・告知方法協議

JIA九州支部各地域会　令和元年7月　活動報告

日時：6月17日月曜日15：00～16：00
場所：宮崎市民プラザ
参加人数：6名（JIA：2名・建築士会：2名・事務所協会：2名）

日時：7月19日金曜日15：00～16：00
場所：宮崎市民プラザ

議案
・JIA新人賞受賞者【塚田氏、大西氏、百田氏】による講演会
・11/23（土）に開催
・会場協議

建築セミナー実行委員会　第1回 建築セミナー実行委員会　第2回

参加人数：4名（JIA：1名・建築士会：2名・事務所協会：1名）

日時：7月8日月曜日19：00～21：00

参加人数：3名
場所：ジョイフル

議案
・支部役員会（6/15）報告及び協議
・協力会員PRシート



北福岡 福岡 佐賀 長崎 大分 熊本 宮崎 鹿児島

日時：平成 31年 4月 16日 火曜日 日時：令和 1年 6月 4日 火曜日（18:30-）
場所：ホテルマイステイズ鹿児島天文館 場所：サンエール鹿児島、参加者：11名（鰺坂、岩田、上鶴
参加人数： 47名（来賓 6＋会員 18＋協力会 23）
■2019年度 鹿児島地域会 通常総会 ■例会

・2019年度/事業計画、収支計画/報告

■懇親会/九州支部より原田副支部長が参加

日時：令和 1年 5月 14日 火曜日（18：30-）

　本部委員就任：職責委員会（下山/新任）、
　支部 3事業（支部大会･建築塾･地域交流会）開催地候補
　全国大会2019青森「津軽からの再生」について 　持出し役員会：9/7（土）熊本に決定

　2019年度、支部事業計画内容
・地域会報告協議 ・地域会報告協議

・4/26（金）建築家「水野 宏」講演会　テーマ【建築はたのしい】 会場：鹿児島大学稲盛会館（ＪＩＡ鹿児島地域会後援）

JIA九州支部各地域会　令和（平成31）元年 7月　活動報告

■役員会

　国際交流日程：11/15-17（金土日）に韓国から迎える事で決定
「鹿児島県･全羅北道交流30周年記念式典」in全州への参加予定

　　　　　に了解を得るよう手配する（県住宅政策室が窓口）
　建築展：日程会場が「住まいと建築展」と重なる為、主催者側
・地域会報告協議：25年建築、講演会、建築展、国際交流
　「東住吉まちづくり隊」について、各支部建築賞の案内
　「九州建築選2018」販売案内、みやぎボイス2019案内

2019年度 総会（通常総会・講演会・懇親会） 第一回　例会

第一回　役員会

･司会/中山･挨拶/原田･挨拶/宇都･乾杯/松尾技監･締め/山崎

日時：令和 1年 7月 9日 火曜日（18：30-）

来賓：県建築技監（松尾様）、市建築部長（吹留様）、

　　教育表彰委員会･優秀建築選タスクフォース（鰺坂/継続）

 　　　　川島、下山、髙﨑、中山、肥後、藤﨑、宮﨑、宇都）

　　　　　　　　　　　　　、下山、中山、肥後、藤﨑、宇都）

　JIA25年建築選募集、JIA新人賞作家講演会（鹿大と共催）

・支部活動報告： 6/15、支部役員会報告

場所：Loft（ロフト） 、参加者： 11名（鰺坂、石川、岩田、
　　　　　加塩、下山、中山、西、肥後、藤﨑、蓑田、宇都）

・支部活動報告： 4/20、支部役員会報告、支部総会報告
■役員会

・支部活動報告： 全国大会in青森/支部行事、バンド募集

　県建築士会会長（守真様）、県事務所協会会長（古川様）

■講演【デザイン分野における実験心理学の活用について】

講師：李 志炯（イ･ジヒョン）先生/第一工業大学工学部

・2018年度/事業報告、収支決算、会計監査報告/承認

第二回　役員会

場所：和総（わそう）、参加者：9名（鰺坂、石川、岩田、加塩

　DeaignReview高校生ﾚﾎﾟｰﾀｰ募集、支部HPと地域会HPの統合

　8/20 髙﨑正治 講演会フライヤー、10/5 馬場兼伸 講演会･講評会準備
　鹿児島建築展、KIRA国際交流、基幹行事について報告協議 　鹿児島建築展、KIRA国際交流、基幹行事について経過報告協議

　建築塾in壱岐(長崎)3/15-17｢島にまつわる、島独特の課題｣
　福岡県弁護士会館ＪＩＡ発注者支援パンフレット作成 　中規模木造技術者育成事業の事務局業務をJIA九州支部引受

　建築塾2019：福岡にて地域交流会との同時開催を検討中
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