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

                                     
 
青葉が目に染みる頃となりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。 

 

 この度の新型ウイルス感染拡大にともなう「非常事態宣言」の発令により、会員の皆様

におかれましては不安な日々をお過ごしかと存じます。 

しばらくの間はお仕事や日常生活で厳しい状況が続くかもしれません。 

くれぐれもご自愛いただき、日々健やかにお過ごしになることを願っております。 

 
 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。 
お蔭さまで支部長の任期が 5 月 22 日の総会で終了いたします。2 年の間、皆様のお力添え

により会務と事業を進めて行くことができました。先ごろお届けしました総会資料に、各

担当者により詳しく書かれておりますが、ここで 2019 年度の取り組みの概要を報告いたし

ます。 
 
 2018 年度より進めておりました九州支部 30 周年記念誌が完成し、皆様のお手元や関係

各所にお届けすることができました。「福岡県弁護士会館」での発注者支援の経験を活か

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

周知を行うパンフレットを作成し配布しました。利用ご希望の際は、事務局へご連絡くだ

さい。 
 例年行っております文化財修復塾による建築見学会に加え、大牟田市庁舎本館保存活動

の為にシンポジウムを行いました。この活動は今後も継続する方針です。 
 九州建築塾と地域交流会は、福岡地域会の主催で本年の初めに行うことができました。 
学生実行委員会とともに準備を進めてきたデザインレビュー2020 は、今回の事態に福岡の

会場での本選は中止し、オンラインにより開催し、SNS で配信を行いました。九州建築塾

とデザインレビュー2020 の記録誌を今後発刊する予定です。 
 各地域会独自に行われている国際交流事業を、支部内で共同で取り組む企画・研修を行

いましたが、九州支部モデルの立ち上げには至らず、今後の宿題として残りました。 
 建築相談活動は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つ

つあります。  
 新しい取り組みとして、教育機関への建築家の派遣事業は、昨年福岡地域会で実践しま

した。今後は会員皆さまにより、お住まいの地域や出身の小中学校へ積極的にアプローチ

してこの事業を実施していただき、支部の中でスキルの蓄積と共有を進めたい所存です。

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

募る事業に、各地域会より７名の高校生のエントリーがありました。残念ながらデザイン

レビュー2020 の本選が中止になったことで実行できませんでしたが、次年度に続く活動が

できました。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

建築家やクライアントだけでなく建築に理解のある人を育てたいという気の永い事業です。 
 熊本地震から 4 年になり災害復興住宅完成により一区切りつくことで、九州支部での地



震後の活動をまとめた記録誌を企画し、次年度の発行を目指してます。 
 九州各県と九経連の主催による「木造ビル構造標準モデル研修会」の事務局を引き受け、

情報の収集と収益を兼ねた事業にもチャレンジし、無事終了しました。 
 
 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」が重要であるという考えからの計画と実践でした。私達の

職能がきちんとした形で認知されるように、皆さんのお力でこれらの活動を広めていただ

きたいと願っております。この２年間で道筋のついたもの、着手できたばかりのものと様々

ですが、続く皆さんが選択とアレンジをしながら新しい九州の活動モデルを作っていただ

けるものと期待しています。 

 

 この度の新型ウイルス感染拡大の影響だけでなく、今後ますます私たち建築家という職

能を取り巻く環境は厳しくなっていくものと考えられます。私達自らが動かないと何も変

わりません。日々の仕事の大切さと同じように、将来の我々のそして次の世代の環境を創

るため、今後も支部活動にご協力、ご支援をよろしくお願いします。 



北福岡 福岡 佐賀 長崎 大分 熊本 宮崎 鹿児島

大会に今年は、ＪＩＡも仲間に加えていただいて参加しました。 開設２０周年を記念するセミナーと懇親会が開催されました。

　会は違うが、同じ市内等、同じ業界にいる仲間でもあり、日頃 　振り返ると２０年というのは、建築業界でも様々な問題が起き

の良好な人間関係が、いざという時も大きな威力を発揮するのは、 大きく揺さぶられながらも、様々な分野の同じ建築仲間で共に

先の熊本地震等での災害対応でも証明されており、積極的に進めて 乗り越えて来たと思います。

行きたく、参加させていただきました。 　セミナーは、昨年と今年に、大きく変更になった建築基準法に

　ＪＩＡのみならず、同じ業界の他団体や、審査機関や、業者さん ついての解説がなされました。主に規制緩和に関する改正でもあり

多数加わり、楽しみながら、人間関係の促進と、日頃の運動不足の 多くの会員が参加して、今後の展開について、情報と知識の習得に

解消に努めさせていただきました。 努めました。

　これまでゴルフ関連事業はありましたが、様々なスポーツ等を 　終了後は、建築他団体や、業者さん等々、様々な参加者と交流を

介し、多様な参加者との交流は必要性を感じる機会になりました。 深める機会にさせていただきました。

JIA九州支部各地域会　令和1年8月～令和2年3月　活動報告

建築士事務所協会合同ボーリング大会＆懇親会

参加人数：38名

日時：令和1年8月23日 金曜日
場所：コロナボーリング他

　毎年、福岡県建築士事務所協会さんが主催されているボーリング

日本ＥＲＩ２０周年記念セミナー＆懇親会

日時：令和1年8月28日 水曜日
場所：小倉カンファレンスセンター　ホールＡ他
参加人数：約90名

　日頃より、建築の審査で御世話になっている日本ＥＲＩさんの



北福岡 福岡 佐賀 長崎 大分 熊本 宮崎 鹿児島

　今年初めての試みとして、海外研修を企画しました。九州支部の 　主な訪問先は、福岡→仁川→ローマ→ラクイラ→ペスカーラ→

トレント→ベネチア→ウィーン→仁川→福岡で、著名な建築や震災

　ＣＬＴの先進事例を直接現地で体験すべく、5泊6日で、イタリア 復興等を視察しました。帰国後、九経連さんのＣＬＴ事業の公募に

オーストリアを訪問しました。 弊会会員で構成されたチームも選ばれ成果を挙げた。

　

国際事業の一環としても位置付け、大分地域会さんとの合同企画

JIA九州支部各地域会　令和1年8月～令和2年3月　活動報告

研修ツアーin欧州

参加者：北福岡地域会会員（5名）、九州支部会員（3名）、学生等3名

日時：令和1年9月9日 月曜日～令和1年9月14日 土曜日
場所：イタリア～オーストリア



北福岡 福岡 佐賀 長崎 大分 熊本 宮崎 鹿児島

　

JIA九州支部各地域会　令和1年8月～令和2年3月　活動報告



北福岡 福岡 佐賀 長崎 大分 熊本 宮崎 鹿児島

　昨年に続き、今年も、弊会相談役（元本部理事）の熊谷さんに

開催が危ぶまれました。状況を打開すべく、韓国を表敬訪問し、 御自宅を開放いただき、地域会員の交流会を開催しました。

直接現地の大学の先生方とお会いして、互いの状況確認し、問題点 　諸先輩方からＪＩＡについてを学ぶと同時に、建築家協会なので

の解決を図り、この困難な政情にも関わらず、例年通りの規模での 御互いにもっと建築の話をしましょう！という機会を積極的に作る

来日と建築展への参加をしていただけるようになりました。 企画の一環です。

　これまで先輩方が長年築いていただいた交流の基礎を更に固め、 　今年は、前週の韓国訪問の報告、翌週から始まる全国大会in弘前

来年以降も更なる発展を進めるべく、飲食を共にしながら、相互 翌々週の、日韓合同学生コンペを中心とする建築展２１の決起集会

理解図って来ました。毎年お会いしているのに、最初は何か御互い の位置付けもあり大変意義のある、充実した時間を持つ事ができま

固い雰囲気がありましたが、それも徐々に解けて、良い時間を共有 した。

できました。雨降って地固まればと期待しています。

　翌日は、参加校の１つである、東亜大学を訪問してきました。

　昨今の日韓関係の悪化を背景に、今年の日韓合同学生コンペの

地域交流会in田川

日時：令和1年10月12日 土曜日
場所：熊谷邸
参加人数：8名

JIA九州支部各地域会　令和1年8月～令和2年3月　活動報告

建築展　表敬訪問＆事前協議in釜山

参加人数：4名

日時：令和1年10月4日 金曜日～5日 土曜日
場所：釜山　東亜大学他



北福岡 福岡 佐賀 長崎 大分 熊本 宮崎 鹿児島

忙しい中、今年も１１名と大変多くの皆さんに遠方まで参加して

いただきました。

　前川國男さんの作品が多い街でも有名で、時間を作っては、前川

建築を見て回りました。

　全国大会は、参加者それぞれが、自分の得意分野等の行事に参加

され、有意義な時間を持てたと思います。

　今年は、このような遠方まで多くの皆さんに参加いただいたので、

初めての試みとして、北福岡ナイトを企画しました。平素より御世

話になっている大分地域会さんや、鹿児島地域会の皆さんにも参加

いただき、名物の津軽三味線を目の前で楽しみ、交流を深めさせて

いただきました。

　青森県弘前市で全国大会が開催されました。秋は行事が多く、

JIA九州支部各地域会　令和1年8月～令和2年3月　活動報告

全国大会in弘前＆北福岡ナイト

参加人数：11名

日時：令和1年10月17日 木曜日～令和1年10月19日 土曜日
場所：弘前市民会館他



北福岡 福岡 佐賀 長崎 大分 熊本 宮崎 鹿児島

講師に御招きして、セミナーと合わせて開催しました。今年は

する建築展が、今年も開催されました。２１回目となる今年は例年 留学生の参加も多く、大変国際性豊かな建築展になりました。

のワークショップ形式から設計コンペ形式へ換えて開催しました。 危ぶまれていた、韓国からの参加も例年並みとなり、今年の

例年通り、ＪＩＡ新人賞を受賞された方（今年は百田有希さん）を 建築展も成功の内に終了しました。

JIA九州支部各地域会　令和1年8月～令和2年3月　活動報告

建築展２１(日韓合同学生設計コンペ他)

参加人数：学生80名　会員等約20名

日時：令和1年10月26日 土曜日
場所：門司　赤レンガ倶楽部

　１年で一番大きな行事である、日韓合同学生設計コンペを中心と



北福岡 福岡 佐賀 長崎 大分 熊本 宮崎 鹿児島

JIA九州支部各地域会　令和1年8月～令和2年3月　活動報告



北福岡 福岡 佐賀 長崎 大分 熊本 宮崎 鹿児島

及び北九州市立大学の留学生）を対象に、観光バスを貸し切っての

日本建築＆日本文化に触れていただくツアーを企画しました。

　例年、時間と費用をかけて参加いただいても、北九州近郊のみを

見学して帰られる事を心苦しく思っていました。今年は、厳しい

日韓情勢にも関わらず多くの先生や学生さんに参加いただいた事も

あり、メディア等で悪く言われる事も多い日本ですが、我々が大切

にしている建築や文化を、若い彼等に直接肌で体感してもらい、本

当の姿を持ち帰ってもらいたい。そして、今後続く後輩達が、これ

まで以上に積極的に日本へ、北福岡地域へ来ていただく事を期待し

企画しました。当日は、台湾・中国、韓国、ベトナム、インドネシ

ア、スーダンから参加いただき、喜んでいただきました。

　建築展の翌日、参加いただいた外国人（釜山からの先生・学生、

JIA九州支部各地域会　令和1年8月～令和2年3月　活動報告

建築展２１(DISCOVER　JAPANツアー)

参加人数：49名

日時：令和1年10月27日 日曜日
場所：錦帯橋～厳島神社～広島平和センター



北福岡 福岡 佐賀 長崎 大分 熊本 宮崎 鹿児島

　毎年、我々の活動を多方面から御支援いただいている建賛会 　近年事業として定着してきた忘年会を、今年も開催しました。

8日に建築展のパネル展が開催され、全ての事業が終了してからの

今年は、日鉄高炉セメントさんとＣｌｏｖｅｒ　Ｏｎｅさんの 開催で少し遅い時期の開催となりましたが、21名に参加いただき

商品説明があり、高炉セメントＢ種、及び全空気式床輻射冷暖房 2019年の活動を共に振り返り、交流を深めました。

システム(ユカリラ）の説明を行っていただきました。

　

(協力会員)さん主催の、商品説明会が開催されました。

地域会忘年会

日時：令和1年12月20日 金曜日
場所：小倉北区　癒猿
参加者：地域会会員（21名）

JIA九州支部各地域会　令和1年8月～令和2年3月　活動報告

三団体合同商品説明会

参加者：地域会会員（10名）＋他団体(KAC)＋建賛会

日時：令和1年11月26日 火曜日
場所：小倉北区　TOTO



北福岡 福岡 佐賀 長崎 大分 熊本 宮崎 鹿児島

　新年を行政、建築業界で共に祝う賀詞交歓会が、開催されました。 　会員の三迫さんが設計された小倉競馬場が２０年を迎えたのを期に

今年も、北橋北九州市長をはじめ、議長、建築部署の管理職の方々 設計者本人による現場説明亜付の見学会を開催した。当日は冬の

建築他団体、賛助会の皆さんと一同に集まりました。 レース開催日で、多くの観客の中、案内していただいた。見学後は

　今年は、当番団体の建築士会会長と、北橋市長が冒頭の挨拶を、 通常入れない特別席で観戦させていただき、日常、馴染みの薄い

最後はＪＩＡ松島が挨拶と一本締めで終了となりました。 我々も社会勉強をさせていただきました。

　

場所：小倉北区　クラウンパレスホテル小倉　ダイヤモンドホール

小倉競馬場　見学会

日時：令和2年1月25日 土曜日
場所：小倉競馬場
参加者：地域会会員（10名）　他地域会会員(1名)

JIA九州支部各地域会　令和1年8月～令和2年3月　活動報告

北九州市建築六団体新年賀詞交歓会

参加者：地域会会員（25名）　その他団体・行政・賛助会(139名)

日時：令和2年1月9日 木曜日



北福岡 福岡 佐賀 長崎 大分 熊本 宮崎 鹿児島

行政連絡委

建築相談定例会風景＠事務局

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。10月から11月は下記の4件の相談対応を行いました。
○10月10日 分譲マンションを購入したときの長期修繕計画の妥当
性について（担当：月形・高司）　　　　　　　　　　　　　○
11月14日ハウスメーカ建設の基礎ヒビ補修工事見積もりの相談
（担当：川津・西村）
○11月14日施工不良によるやり直し工事の対応と監理についての
相談（担当：川津・西村）
○11月28日書庫として利用するために賃貸マンション契約を検討
中。耐荷重超過とならないかの相談（担当：川津・西村）
また11月28日は相談員相互の事例の検証、相談回答の統一化を目
的とした建築相談定例会を事務局にて行いました。定例会終了後
は懇親を図るため、「建築相談室忘年会」（11月）を開催しまし
た。相談会定例会には長年相談員を務められている経験豊富な会
員が参加されるため、若手相談員は相談対応などの助言をいただ
いて今後の相談活動に活かしていきたいと思います。
（11月相談会定例会参加者：酒見・加藤・上塘・武本・永田・樋
口・川津・西村・有吉 計9名）

場所：福岡県吉塚合同庁舎

「福岡県建築確認円滑化対策連絡協議会総会」

日時：12月5日（木）10時　　開催予定

■日時：令和元年11月1日金曜日19：00-
■報告事項   学生実行委員と社会人実行委員による次回デザイン
レビュー開催に向けての経過報告打合せ
■日時：令和元年12月19日木曜日19：00-
■報告事項   学生実行委員と社会人実行委員による次回デザイン
レビュー開催に向けての経過報告打合せを予定している

JIA九州支部各地域会　令和元年10月～11月　活動報告

福岡市都市景観賞 デザインレビュー

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」の選考委員会が終了し、各入選作品が決
定しました。さらにその中からWebによる市民投票が行われ、市
民賞が決定しました。今後、それら作品を紹介する展覧会及び表
彰式の準備を進めます。

　また、関連イベントとして11月9日に、福岡市都市景観賞をめぐ
る「インスタ景観バスツアー」を行いました。景観賞を受賞した
8ヵ所を、ランドスケープデザイナーの解説付きで巡りました。終
了後のアンケートでは「福岡の景観を再発見できた」等といった
感想が上がり、景観に対する意識、景観賞についての認識高揚に
繋がるイベントとなりました。
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JIA九州支部各地域会令和元年12月～令和2年1月活動報告

福岡地域会　忘年会

■日時：令和元年12月14日（金）19：00-21：00
■会場：博多八仙閣本店
■参加人数：76名
年末恒例の福岡地域会忘年会が博多八仙閣本店にて開催されまし
た。招待者、正会員、準会員、協力会員が集い、2019年の労をね
ぎらい親睦をはかることができました。忘年会ではその年に入会
した新入会員や新入協力会員の自己紹介が行われ、今年も魅力的
な余興で年の瀬の楽しく盛大な忘年会となりました。

福岡地域会役員会（第5回）

■日時：令和元年12月14日土曜日16：00-18：00
■参加人数：13名
■報告事項
審議事項
1. 入退会について
2. その他：福岡地域会選挙管理委員会委員長選任を承認。
3.九州支部委託事業の「建築塾in福岡」へ予算配分を承認。
協議事項
1. 国際交流の件
2. 「建築塾in福岡」の件
3. 地域交流会/エキスカーションの件
4.2020年度事業計画案・予算案の提出時期等について
1. 会長報告
・１月２４日に新年の集いがANAクラウンホテルで開催される。
2. 九州支部長報告
・支部ホームページリニューアルの件
・登録建築家のアンケートの件
・沖縄首里城再建への寄付金の件
・DRの高校レポータの件
・来年度全国大会の件
3. 事業室報告
・登録建築家制度の現状について報告
・毎年、協力会との関係が良好になっている
4. 企画運営室報告
・支部ホームページ公開予定の件
・３月に支部と地域会のブルテンの件
・１月３１日に例会を開催予定の件
・都市景観賞写真展の件
5.その他
・地域交流会/エキスカーション
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エクスカーション　昼食風景 九州支部役員会風景

1月31日の福岡地域会例会に始まり、2月1日、2日の支部役員会、
地域交流会、建築塾を3日まとめて開催しました。支部役員会終了
後、18時よりホテルオータニ博多にて地域交流会を行いました。
31名の参加があり、会員や建築塾生との交流も行われ盛会で終了
した。2月2日のエクスカーションは9時30分に博多駅筑紫口に集
合し、20名で九州大学伊都キャンパスを視察に向かいました。大
学内ビッグオレンジにてキャンパスの説明を受け、バスでキャン
パス全体、椎木講堂を視察しました。その後建築塾の塾生プレゼ
ンテーションに合流し、塾生の2日間の成果を聞き、批評や意見の
交流が行われました。

エクスカーション　九州大学伊都キャンパスで記念撮影

JIA九州支部各地域会　令和2年1月～2月　活動報告

地域交流会

九州支部地域交流会にて末光氏の挨拶＠ホテルニューオータニ

九州支部地域交流会集合写真＠ホテルニューオータニ



JIA九州支部長崎地域会　2020年　3月活動報告
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「市民公開建築家セミナー」  開催報告 JIA長崎地域会第６回例会・第７回例会の開催

「ローカルで思考する建築」 第６回例会
講師：建築家　松山 将勝　氏 日時：2020年1月15日水曜日　18：00～20：00
日時：2019年12月13日 （金）18:00～20:00 参加人数：９名
場所：長崎県美術館　2階ホール 協議事項：
参加人数：125名　懇親会22名 ・3月に講演会の開催について
１部では「ローカルで思考する建築」と題しての講演。　　　　　　
２部では「地方の可能性について」と題してパネルディスカッショ
ンの２部構成。九州を拠点に幅広い地域で活躍する松山さんが福岡
を拠点に活動する思いや意味、建築に対する思考プロセスなど、住
宅建築や医療建築を中心にさなざまな思考から生み出される「松山
建築」を堪能する時間となりました。2部では長崎地域会から壱岐
の松本隆之氏、島原の佐々木信明氏が加わり、ローカルアーキテク
トとして何故そこに構えて設計活動をしているのか！自由なトーク
が展開された。参加を呼びかけた高校生や大学生に向けて、建築設
計を通して地方で仕事をする楽しさやその可能性などを伝える場と     

なり、有意義な時間を皆さんで共有した。
 

ドレスデン工科大学　ゲージンマーコート教授講演会　　　　　　
「社会福祉と建築デザイン」　長崎大学との共催　　　　　　　　
日時：2020年3月19日　場所：長崎大学医学部坂本キャンパス         
※ 新型コロナウイルスの感染拡大懸念から中止となりました

　　

第７回例会
日時：2020年3月9日月曜日　18：00～20：00                                         
参加人数：9名                                                                                            
協議事項：                                                                                                 
・学生会員の入会金・会費について                                                            
・2020年度総会/4月3日（金）開催に向け                                                 
→役員交代の件、事業日程と内容について                                                     
※ 総会開催/懇親会中止、書面決議にて進める(3月30日決定）

「松浦の建築と集落 」まち歩きと見学会 「建築を学ぶ / 横尾病院(精神病院）」 見学会
開催地：松浦市 開催地：諫早市
日時：2019年11月16日（土）  10:30～16:30 日時：2020年2月24日（月/休日）  10:00～12:00
目的：松浦在住の会員との交流・松浦の建築文化を学ぶ 目的：最新の医療施設を様々な観点から学ぶ会
・松浦市登録有形文化財　「旧長醫家住宅主屋」見学         　 　　　
・古民家活用事例「泉の家」見学                       　　　               
・松浦の歴史や文化、まち並みの見学を開催                   　  　　　
・参加者：１５名（内JIA会員５名、協力会員２名）             　　
□松浦地方特有の＜ひゃーし＞のある二つの集落まち歩き        　
□市立図書館に併設された＜まちの広場「みんなの子育て広場 　
URACCO」の見学（ワークビジョン西村氏設計）        　　 　　
□松浦市在住辻田会員が設計した食堂で昼食                      　 　
□登録有形文化財　「旧長醫家住宅主屋」見学                    　　
□古民家活用事例「泉の家」見学ー辻田会員が所有・運営       　　
とても魅力的な生活風土に根ざしたまち並みと、歴史、風土をたん
のする有意義な交流会となりました。

参加者：23名(長崎地域会会員を中心に他地域会からも参加)  

設計概要:

 ▫︎ 設計：建築家　松山 将勝氏　                        　　　　　　　　　
▫規模・構造：鉄筋コンクリート造３階建、10,900㎡　　　　　　　
▫病床数：250床

・設計の委託から基本設計、実施設計、コスト管理、施工者選定、
計画地周辺への配慮、施主とやりとり・設計時、現場監理時におけ
る様々な葛藤や奮闘など設計者の生の声が直接耳に届いた貴重な見
学会となった
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日時 2020年2月5日（水） 13:00～17:30 日時 2020年2月12日（水） 13:00～17:30

場所 J:COMホルトホール大分　404会議室 場所 J:COMホルトホール大分　409会議室

出席者 25名（受講生　15名、JIA大分　7名） 出席者 30名（受講生　16名、JIA大分　9名）

主催 JIA九州支部大分地域会 主催 JIA九州支部大分地域会

協力 大分県 協力 大分県

参加費 無料 参加費 無料

◆内容 ◆内容

◆講座

13:00 ガイダンス

JIA大分地域会副会長　重田信爾

13：10～14：10　実技講座③-1

　木造マイスターの活用事例とこれから

◆講座 (有)佐藤建設　佐藤啓之

13:00 ガイダンス 14：20～15：20　実技講座③-2

JIA大分地域会副会長　重田信爾 　助成対象の中規模建築物を木造でつくる

13：10～14：10　実技講座②-1 小川建築設計事務所　小川公一

　地域の伝統的な家づくりの実践 15：30～16：40　実技講座③-3

　～職人の技術を次世代へ繋ぐ～ 　持続可能な社会の実現に向けて

杢のすまい設計室　和田恵利子 (有)石井建築研究所　石井鏡成

14：20～15：20　実技講座②-2 16：50～17：30　修了式

　もくあみの杜が出来るまで

もりのわ設計室　板場奈美

15：30～16：40　実技講座②-3

　松田周作建築設計事務所の木造と

　　　　　木質化と木に関すること

松田周作建築設計事務所　松田周作

16：50～17：30　座談会

　※役員都合等により中止

　※新型コロナウィルス感染拡大の影響を考慮し中止

■2019年度　2月例会

■2019年度　3月例会

　大分県内の建築士等に対し、林業における素材生産から製材加

工及び流通までの専門知識や改正建築基準法の施行に伴う建築物

の設計・施工技術等を習得してもらい、地域材を活用した建築物

を推進する建築士等（大分県木造マイスター）の育成を目的と

し、本講習会を開催。

　1月に開催した実技講座第1回に引き続き、実技講座の第2回と

して開講いたします。今回は、大分県木造マイスターである方3名

（うち1名はJIA大分地域会　松田周作会員）を講師に迎え、木造

建築の設計スキル向上を目指したより実践的な内容とし、実際の

設計への展開を目標とした講座を行います。

JIA九州支部各地域会　令和2年2月・3月　活動報告

■第6回　令和元年度 木の匠育成事業　木構造設計講習会 ■第7回　令和元年度 木の匠育成事業　木構造設計講習会

　令和元年11月から開催してきた本講習会の最終となる第3回実

技講座です。今回は、大分県木造マイスター2名とJIA大分地域会

石井鏡成会員を講師に迎え、木造建築の設計スキル向上を目指し

たより実践的な内容とし、実際の設計への展開を目標とした講座

を行います。

　なお最終講義終了後は、修了式を開催いたします。
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■2019 第32回 JIA Xmas Lighting Party

　　作品の発表・審査

　　　　　オープニング　八戸ご夫妻による独唱

 メセナよりの豪華賞品の数々
受賞に喜びバクハツ

■2019年度熊本地域会 第8回例会
日時：2020年 2月27日（木）18：30～21:00

　女性にもてもての？田中副支部長の挨拶と乾杯 会場：夢ホール熊本市民会館　第1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・九州支部等 報告
　3.-2　第21回JIA九州建築塾in 福岡 報告
4．協議事項
　4.-1　2020年度 熊本地域会通常総会の準備

　　力作揃いの作品たち 　4.-2　九州支部熊本地震総括事業について
　4.-3　第22回 JIA九州建築塾in熊本について

5. その他
　5.-1　CPD認定講座について
　5.-2　2019年全国大会参加者への補助

　例年より多い来場者、話がはずみました。

JIA九州支部各地域会　令和元年 12月～令和2年 2月　活動報告

日時：2019年12月 6日（金）18：30～20:30
会場：熊本市中央区上通 同仁堂4Fスタジオライフ
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第2回 地域会セミナー

第3回 建築セミナー実⾏委員会

宮崎地域会例会 第4回

テーマ
・⾮⽊造向けアルミ樹脂複合窓の紹介

・Si センサーコンロの紹介
 宮崎ガス㈱ 野邊純⽮⽒

 YKK AP㈱ ⽥中勝⽒

・広報協議

 ・地盤と建築の関係を書き換えて構築した住宅
 ・地盤が積層する住宅

・第2回地域会セミナー報告
・第5回⽀部役員会報告及び協議
・建築セミナー
・今年度事業
・次年度役員

参加⼈数：7名

議案
・第3回例会報告

 ・多賀町公⺠館

参加⼈数：60名

 ・O+H オフィス
 ・⼤学院⽣時代の作品

「物質と構築」
 塚⽥修⼤建築設計事務所 塚⽥修⼤⽒
 ・イントロダクション

JIA九州⽀部各地域会 令和元年8⽉〜令和2年3⽉ 活動報

⽇時：9⽉9⽇⽉曜⽇19：00〜20：00
場所：宮崎ガスリビング
参加⼈数：4名

 ・⼆重螺旋の家

⽇時：11⽉23⽇⼟曜⽇18：30〜20：30
場所：宮崎市⺠プラザ

議案
・建築セミナー報告
・第3・4回⽀部役員会報告及び協議

宮崎地域会例会 第3回 建築セミナー

「⼈を愛する建築」
 ⼀級建築⼠事務所⼤⻄⿇貴＋百⽥有希 / o+h 百⽥有希⽒

 ・7つの⽞関がある住宅
 ・受賞作品【Good Job! Center KASHIBA】

 ・ひな壇造成地の住宅
 ・受賞作品【組積の⼩屋】を含む鉄⼯所施設群

⽇時：11⽉11⽇⽉曜⽇19：30〜21：00
場所：ジョイフル

⽇時：9⽉9⽇⽉曜⽇20：00〜21：00
場所：宮崎ガスリビング
参加⼈数：14名

⽇時：10⽉24⽇⽊曜⽇15：00〜16：00
場所：宮崎市⺠プラザ
参加⼈数：5名

議案
・当⽇スケジュール協議
・作業分担協議
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・第7回⽀部役員会報告及び協議
・今年度事業報告
・学資会員の会費に関して協議

・新⼊会員紹介
・第5回例会報告
・第3回地域会セミナー報告

参加⼈数：4名

議案

⽇時：3⽉9⽇⽉曜⽇19：00〜21：00
場所：ジョイフル

宮崎地域会例会 第6回

 また⾃⾝の作品のプレゼンテーションの実施。
・越⼭会員から、今年度の全国⼤会の報告。また弘前市を中⼼とした
 ⻘森県の建築の紹介。

・DesignReview2020⾼校⽣レポーターに関して協議 ・河野会員から、視察で訪れたドイツの調和のとれた景観。そして先進
・次年度事業計画案・事業予算に関して協議  するドイツの幼児教育の現場を建築⽬線から紹介。

・今年度建築塾に参加した⼟持様から、今年度の塾の状況報告。

・建築塾参加者に関して協議
・2019年度地域交流会に関して協議
・九州⽀部HPに関して協議

議案
・第4回例会報告
・第6回⽀部役員会報告及び協議

場所：ジョイフル
参加⼈数：5名

⽇時：1⽉14⽇⽕曜⽇19：00〜21：00

宮崎地域会例会 第5回

参加⼈数：26名 参加⼈数：16名

JIA九州⽀部各地域会 令和元年8⽉〜令和2年3⽉ 活動報

宮崎地域会忘年会 第3回地域会セミナー

⽇時：12⽉18⽇⽔曜⽇19：00〜21：00 ⽇時：2⽉12⽇⽔曜⽇19：00〜21：00
場所：和kitchen しん介 場所：宮崎ガスリビング



北福岡 福岡 佐賀 長崎 大分 熊本 宮崎 鹿児島

場所：ホテルマイステイズ鹿児島天文館、参加者：全18名 　参加者：全45名(会員 17･協力会 23･一般 5)

◎地域会報告協議

　25年建築2019推薦なし、みやまコンセール候補検討中

　建築家｢馬場兼伸｣講演会･合同講評会：10/5（土）鹿児島大学

　➱JIAから審査担当４名決定(岩田･宮崎･加塩･宇都)

　鹿児島建築展：10/18-20（県民交流センター）

　KIRA国際交流：2019訪日中止、パネル交換は例年通り

　県設計団体懇談会：8/28予定、九州懇談会は10/7予定

　奄美支部企画「若手で語る奄美の建築」への補助承認

　合同例会懇親会費の値上げ承認(次回以降は５千円)

   「髙﨑さんお帰りなさい」 　記念の焼酎贈呈

日時：令和 1年 8月 28日 水曜日（16：30-）

　参加者：全80名(会員18･協力会22･一般40)、その他(記者等) 場所：鹿児島県建築設計会館３階会議室（意見交換）

　14才で夏休みの自由研究を海外の建築家へ送って以来の 　参加者：全16名(建築士会 3･事務所協会 8･JIA 5)

　世界を跨ぐ建築家活動について思いを語って下さいました JIA参加者(下山･藤﨑･肥後･加塩･宇都)

■議題 1-2）業務報酬に係る告示(平成31年･98号)
の各方面への周知如何について

　3000㎡に満たない規模の業務については人･時間数の基準が

　大幅に削減されている事態➱別添資料(事務所協会様提供)

　を受けて各方面への周知は行わないことに決定した

　九州支部の他県地域会にも意見を聞いて欲しい

■議題 3）イベント開催時の情報配信メールについて
設計団体相互間での共有化

　建築士事務所協会:事務局間の共有OK、お互いの会員へ配信

　建築士会:会報に折り込む為、困難。ただしHPに掲載は可能

■議題 4）DRへの高校生レポーター募集
への情報提供について

　建築士会:｢建築甲子園｣作品募集で高校へ募集を行ってきた

　JIAの募集も可能性あるが、旅行の保険等、細目について

　聞かれるので答えを準備した方が良い

　建築士会･事務所協会で募集代行はしない

■建築家「髙﨑 正治」講演会【私の建築家人生】

（菊池、木元、鰺坂、石川、岩田、奥平、加塩、上鶴、下山、髙﨑、
中山、西、肥後、藤﨑、水本、蓑田、宮﨑、宇都）

2019(令和1)年度 鹿児島県設計団体懇談会

8月度 鹿児島地域会合同例会
日時：令和 1年 8月 20日 火曜日（17：00-） ■懇親会

■例会
参加者：16名　（鰺坂、石川、岩田、奥平、加塩、上鶴、下山、髙

﨑、中山、西、肥後、藤﨑、水本、蓑田、宮﨑、宇都）



北福岡 福岡 佐賀 長崎 大分 熊本 宮崎 鹿児島

場所：和総、参加者：全 9名 ■建築展
（石川、岩田、加塩、下山、中山、肥後、藤﨑、水本、宇都）  会員作品パネル：40枚、KIRA全北会員作品パネル：19枚

　学生作品パネル＋模型：20枚（作品）

　（鹿児島大学、第一工業大学、鹿児島県立短期大学）

　熊本城復興見学会、支部役員会、懇親会（下山・肥後／2名参加） 　入場者数： 300 名

　熊本地震総括事業（原田）：今後1年かけて冊子にまとめる

　フェロー会員推薦（松島）：鈴木会員（北福岡）を推薦

　中規模木造技術者育成事業他、事業運営（川津）

　ＤＲ高校生見学、国際交流助成（松山）、支部ＨＰ（村上）

　支部長・本部理事報告（川津・柴田）

　北福岡建築展・日韓合同学生ＷＳ開催案内（松島）

　全国大会in青森（10/17-19）、役員会・九州ナイト（松山・越山）

・地域会活動報告： 8/20合同例会、8/28鹿児島設計3団体懇談会

・2019鹿大前期設計課題合同講評会・講演会（鹿大・JIA共催）

　大学側：講師手続きとフライヤー、ＪＩＡ側：旅行手続き

　建築家｢馬場兼伸｣講演会･合同講評会：10/5（土）鹿児島大学

　JIA担当４名(岩田･宮崎･加塩･宇都)、手順を鹿大（朴）と協議

・ＪＩＡ建築展2019（藤﨑・⽔本）10/18-20、県⺠交流センター 館内の様子（第一工業大学・KIRA全北）

　搬出入の手順・分担：計画作成（藤﨑）、他行事との調整必要

　KIRA全北からのパネル手配、鹿大の他、第一工大に展示依頼

　県立短大は川島会員と搬出入の協議（出品ＯＫ）

　フライヤー作成（水本）

・ＪＩＡシネマ祭2019（中山）10/18-20、ガーデンズシネマ

　【人生フルーツ】【FOUJITA】の2作品、11/1迄上映延長あり

　チケット販売計画（中山）

大学生作品（鹿児島大学）

課題テーマ4つ

・住宅（2）

・保育園（2）

・美術館（3）

・集合住宅（3）

短大生作品（鹿児島県立短期大学）

　　 合同講評会の様子

講演会終了後の記念写真 JIA会員の作品（一部）

当日馬場さんと
JIAにて講評す
る作品を選定、
公開にて審査講
評を行った

「機能」から始
める従来の手法
と異なり「材料
⇒構法⇒構造⇒
形態⇒機能」へ
と導く手法を熱
弁されました

■役員会
・支部活動報告： 9/7、支部役員会in熊本報告（肥後）

鹿大前期設計課題 合同講評会・講演会
■建築家「馬場 兼伸」講演会【出来事の建築】
　参加者：全150名(会員13)、教員その他(学生)、会場：01教室

（鰺坂、馬場、石川、岩田、加塩、川島、酒井、下山、柴田、肥後、
藤﨑、宮﨑、宇都）

9月度 鹿児島地域会役員会 2019 JIA 鹿児島建築展・シネマ祭
日時：令和 1年 9月 17日 火曜日（17：00-） 日時：令和 1年 10月 18-20日 金土日

会場：鹿児島県民交流センター6Fギャラリー2



北福岡 福岡 佐賀 長崎 大分 熊本 宮崎 鹿児島

■シネマ祭 ■見学会
参加者：全 9名（会員家族3名、会員外1名を含む）

　　（会員5名：川畠/講師、岩田、加塩、藤﨑、宇都）

　フライヤー作成（水本）

　教室を改装して店舗化 　　　ツリーハウス 校長室はツインルーム Good Design 賞

2019 オープンハウスカゴシマ（ＪＩＡ鹿児島地域会 後援） ツアー参加　5名

       「鹿児島県内にある優れた近現代建築をすべての人に対して無料で紹介する」

実行委員長：鰺坂会員（鹿児島大学教授）

2019 JIA 鹿児島建築展・シネマ祭 建築見学会
日時：令和 1年 10月 18-20日 金土日 日時：令和 1年 11月 16日 土曜日　　11:00～14：00

会場：ガーデンズシネマ（マルヤガーデンズ内） 会場：ユクサおおすみ海の学校/設計：川畠会員



北福岡 福岡 佐賀 長崎 大分 熊本 宮崎 鹿児島

場所：ホテルマイステイズ鹿児島天文館、参加者：全35名 　参加者：全 35名(会員 15･協力会 20)

◎九州支部活動報告

　募集）DR高校生派遣事業、建築塾･地域交流会の紹介

◎地域会報告協議

　2020年度地域会総会日程：4/14（火）、講演者募集中

　新規正会員申込「志賀隆行（志賀建築設計室）」様

　奥平正会員休会（資格停止）病気療養中

　参加者：会員 18名（会員主宰事務所所員を含む）

　参加者：全32名(会員17･協力会15)、新建築201809号

　景勝地にあります。プライベートビーチ付、サイクリング

　愛好者には有名なロケーションです。Good Design賞他、受賞多数 

■見学会

　上鶴正会員退会届提出、柴田正会員は退会または休会の検討中

■建築家「川畠 康文」講演会【ユクサおおすみ海の学校】

　廃校した小学校をリノベーションした宿泊施設･研修所

　行政を伴う事業化の道筋、経営の苦労話を順序良く明瞭な

　説明で熱弁されました。日本一海に近い小学校と言われた

参加者：会員 15名　（鰺坂、岩田、加塩、川畠、下山、武田、中俣、中山、肥
後、藤﨑、水本、蓑田、宮﨑、志賀、宇都）

　登録建築家アンケート、首里城支援、HP建築家MAPデータ募集

　JIA建築家賠償責任保険勉強会：2/4（火）建築家会館･田辺氏

　2019年度JIA鹿児島会賞審査会：2/17（月）卒業設計に贈る賞

　2020年度地域会役員改選：2月立候補受付、3/17（火）開票

建築見学会
【谷山腎クリニック／設計：蓑田 満康 正会員】

　2020年度韓国国際交流：来鹿前提にて計画、有無を夏までに判断

1月度　鹿児島地域会合同例会

日時：令和 2年 1月 21日 火曜日（17：45-） ■懇親会

■例会 　東京五輪を半年後に控え、新年の展望を大いに語り合いました



北福岡 福岡 佐賀 長崎 大分 熊本 宮崎 鹿児島

◎講評

（岩田、下山、藤﨑、水本、宇都） 　審査員毎の

　評価説明と

　意見集約

◎ＪＩＡ建築家賠償責任保険について

　「賠償責任保険」「有資格専門職業人」「専門職業人賠償責任保険」

◎事故事例の紹介

◎審査の様子

　最後まで

　議論したが

　落選する

　力作も有る

勉強会後の懇親会

◎受賞作品

☆金賞　久保田 未咲 鹿児島大学

　　「寄り道して帰ろう」

☆銀賞　相木 雅史 鹿児島大学

　　「改札と改札の間で」

☆銅賞　柴田 南 鹿児島大学

　　「ここから」

☆奨励賞　中薗 和希 第一工業大学

　「川内高城温泉活性化に向けた温泉街の空家等整備計画」 　銀賞(相木君)

場所：第一工業大学建築デザイン学科(午前)、鹿児島大学建築学科(午後)

参加者：会員 7名（蓑田、下山、岩田、加塩、上鶴、藤﨑、宇都）

審査結果：受賞 4作品（実行委員長：蓑田 滿康 正会員）

ＪＩＡ鹿児島会賞　2019年度　審査会

■特別例会

　「ＪＩＡ建築家賠償責任保険の特徴」「団体賠償責任保険の各種比較」

　8つの事例説明、オプション各種（サイバーリスク補償等）

　万一事故が起きた時は？、重要事項等の説明、図解事故例集

日時：令和 2年 2月 17日 月曜日（10：00－17：00）

ＪＩＡ建築家賠償責任保険　勉強会 ＪＩＡ鹿児島会賞　2019年度　審査会

日時：令和 2年 2月 4日 火曜日（18：30－21：30）

場所：サンエールかごしま/勉強会、和総/懇親会、参加者：会員 5名

講師：田辺 靖(建築家会館)、輿 尉(日本設計)、中原史陽(損保ジャパン)
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