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　2017 年 4 月開設予定の静岡理工科大学理工学部建築学科の新校舎です。
　設計は早稲田大学教授の古谷誠章 + ナスカ。
　県内初の建築学科にふさわしく地元の建築家の卵たちを育成し、巣立っていくデザインが印象的な樹状柱に象徴されています。
　内部も設備や構造がスケルトンとなっていて、建物自体が建築を学ぶ生きた教材となっています。「ZEB を目指した環境建築」「天竜杉のルーバー
を特徴とした建築空間」等を体感することができる素晴らしい建築です。

【表紙の写真】静岡理工科大学理工学部建築学科棟「enTree」

静岡理工科大学理工学部建築学科棟「enTree」1 階ホール内観
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会員皆様におかれましては、日頃より中部支

部活動にご協力賜り、心より感謝申し上げます。

時が経つのは早いもので、支部長を拝命しまし

てから３年の月日が経ち、平成 29 年度は今まで

の集大成として、会員皆様と共にますます魅力

の有る事業をご提供して参ります。

この数年の間でも社会動向を俯瞰して見ます

と、全ての事々につきまして、今まで当たり前

と思っていたことを見直さなければならない時

代になってきたと、つくづく感じる次第です。

そうした流れの速い時代に、どの様に対応し

ていくべきか、支部のリーダーとして、また設

計事務所の一経営者として常に想いを馳せ続け

ています。

当協会におきましても、厳しい財政状況の中、

社会から必要とされる団体で有り続けるために

も、早急な改革が必要とされています。安定し

た財政基盤を確立する経営努力をする一方で、

会費につきまして見直しがされたところであり

ます。

皆様には既に周知されました通り、本年４月

より会費が改定され、正会員（所属建築士６名

以上）と協力会員の皆様方には、今まで以上の

ご負担をいただくことになります。

ご負担をいただく以上、支部活動を通しての

情報交換を更に充実させ、実のある還元をさせ

ていただけるよう努めて参ります。また皆様に

ご納得いただける事業を継続していくことが、

ひいては新規会員の入会につながるものと確信

しておりますので、改めましてご理解下さいま

すようお願い申し上げます。

私の大切にしている「明鏡止水」という言葉

があります。

曇りもない鏡や静止している水のように明る

く澄みきった心境を形容している通り、流れに

振り回されて心を乱すのではなく、事々の本質

を見極め自分の心をコントロールすることが 

人生を豊かにする上で大切だと考えています。

中部支部　正会員 164 社、協力会員 134 社の

まとめ役として、皆様がより充実していただけ

ますよう、会運営に精一杯努めて参りますので、

何卒宜しくお願い申し上げます。

明鏡止水の如し

高橋　辰弥

（一社）静岡県建築士事務所協会 中部支部

支部長
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　今年度より研修、業務委員会担当の副支部長として活動させていただいております。建築事
務所の運営が技術的にも経営的にも多くの知識と経験が必要とされる中、協会発の支援の重要
性を認識して、活動しています。研修委員会は建築士事務所が携えるべき建築性の向上のため
に、視察を中心に会員の見識を高めることを目的としています。今年は大瀧委員長の尽力によ
り迎賓館と西洋美術館の見学が実現しました。業務委員会は事務所運営の実務的な支援を目的
としており、今年は北河委員長の下、省エネ法の講習や事務所維持のための書類整備の講習等
を行いました。今後とも、会員の皆さんにとって有意義な事業を企画していきますので、ご協
力のほど、よろしくお願いいたします。

　今年度、総務会員委員会及び会計担当副支部長を務めさせて頂きました。
　役員会・総会運営及び春・夏・冬の全体会議の運営を行なう、総勢約 50 名の新しい委員会で
すが、各会議運営の企画段階から実施段階まで、委員長・副委員長はじめ、委員会メンバー・
事務局のご協力を得て、事業を実施することができました。有難うございました。
　会員同士の深い交流と、活発な支部活動を展開できるよう、次年度も引き続き務めさせてい
ただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

　度重なる天災、停滞する経済、自然環境の変化、様々な社会問題 etc…
　近年、様々な要素から人々の不安定さが浮き彫りになっていますが、大きな原因の一つとし
て『コミュニティーの低下』が挙げられると思います。
　今では当たり前になった『核家族』ですが、気がつくと普通に生活していれば出来上がって
いたコミュニティまでも崩壊。何処か漠然とした寂しさを感じながら生活している人も多く、ま
た若年層の自殺率の上昇も気になるところです。
　憧れていた個人の自由も、行き過ぎれば自分の首を絞めかねないということでしょうか。
　こんな時代だからこそ、人と人との心を繋ぎ、地域をつなぐ建築を産み出すことが建築家の
重要課題になるのではないかと思います。多くの不安定要素を持った世の中でも、安心して安
定した暮らしが出来るそんな環境の提案を今まで以上に心掛けたいと思っています。
　幸い、中部支部はコミュニティーの核は出来上がっており、更なる強化も可能だと思ってい
ます。
　そのようなきっかけを作るセミナーや視察など、益々力を入れていきたいと思いますので、新
年度も変わらずご指導の程、よろしくお願い致します。

清水　誠一

鳥居　久保

山本康二朗

総務会員委員会担当副支部長

研修・業務委員会担当副支部長

技術・耐震委員会担当副支部長

総合建設業

不 動 産 業

産業用クレーン

製造・販売

本　　　社 〒427-0041 島田市中河町 8942-1　TEL 0547-37-9811
西部営業所
H　P http://www.arctokai.com

〒439-0013 菊川市牛淵 2168-35 　TEL 0548-25-5501

株式会社 アーク東海アーク東海
一級建築士事務所

http://www.inabashoten.co.jp/

株式会社 稲 葉 商 店
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　まずは、都市委員会：中村委員長、広報委員会：塚本委員長をはじめ、両委員会のみなさま、
この一年有難うございました。
　両委員長とも、今年から委員長になられ不慣れの中ではございましたが、非力な私を尻目に、
立派に運営をされたと思います。
　来年度は最後の年となります。
　士事協全体では、会員数が減少するなど停滞ムードが漂いますが、思うぞんぶん都市委員会
事業及び広報活動をやって頂きたいと思います。
　私自身は来年度も、両委員会の足を引っ張らずに頑張っていきます。

高木　一滋
都市・広報委員会担当副支部長

　会員拡大委員長を仰せつかって、２期目に入りました。会員の皆様の紹介で本年度も多くの
方に入会していただきましたが、今年度は新たに事務所登録をされた事務所を対象に【新規事
務所登録をされた皆様のための事務所開設セミナー】を開催いたしました。突然のダイレクト
メールにもかかわらず４７社が参加され、アンケート結果でも参加者の方に満足していただけ
たものと思われます。セミナーをきっかけに新規入会された事務所もあり、来年度も是非続け
ていきたいと考えています。

小池　昌範
会員拡大特別副支部長兼委員長

 
 

株式会社 高橋茂弥建築設計事務所
代表取締役 高 橋  弥 辰

〒420-0847 
静岡市葵区西千代田町 29 番 30 号 

Tel 054-246-2731   Fax 054-247-0113  
URL http://www.takahashi-sekkei.net/ 
E-mail info@moya.co.jp 
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　本年度は、総務委員会と会員委員会とが共に活動した最初の年度となりました。
　全体会議の企画運営、支部理事会の設営・議事録作成、春の親睦会・夏の納涼会・冬の親睦
会の企画運営を行いました。盛り沢山の行事に少し手惑いましたが、高橋支部長をはじめ、清
水副支部長・事務局・委員会の皆様の協力により、何とか無事 1 年を終える事ができました。皆
様、本当にありがとうございました。
　新年度は、中部支部の活動の一翼を担い、さらに発展する為の企画運営、楽しいコミュニケー
ションの場を提供したいと考えています。宜しくお願い致します。

　昨年は迎賓館赤坂離宮をメインとした視察研修に７０名を超える多くの皆様にご参加いただ
きました。赤坂離宮の拝観は予約制で、団体での予約がなかなか取れず皆様には大変長らくお
待たせいたしましたが、当日は７０名を超えるご参加をいただき誠にありがとうございました。
本年の昨年以上の視察研修になるよう企画しているのでお楽しみください。

　今年度都市委員会は、「街づくりのあの手この手」をテーマに北山創造研究所の北山孝雄先生
をお迎えして開催致しました。北山先生は、「一人の人で一つのもので一軒の店で街は変わる。」
をスローガンに数多くの街づくりで活躍・成功され、その事例を元に講演して頂きました。個
から始めるという魅力ある街づくりの講演内容は、「街づくり」という一見スケールの大きな
テーマを身近に感じさせ、参加された方にとりましてはとても参考になったのではないかと思
います。
　新年度も魅力ある講演会を提案していきますのでよろしくお願い致します。

杉田　晴彦

大瀧　敬久

中村　博臣

総務会員委員会委員長

研修委員会委員長

都市委員会委員長

株式会社光陽エンジニアリング
ＫＯＹＯ　ＥＮＧＩＮＥＥＲＩＮＧ　ＣＯ． ,ＬＴＤ

本社　〒421-0113　静岡市駿河区下川原4-26-28　   

TEL：054-257-3331　FAX：054-257-3322

営業所：東北（宮城県名取市）　富士（静岡県富士市）　九州（佐賀県佐賀市）

■工場プラント設備　■空気調和設備　■給排水衛生設備　■防災設備

企画・設計・施工・保守管理

シンプル＆シャープ
洗練のトイレ空間を
創出します。

三和のトイレブース
セレブース
KT40-N

静岡統括営業所  054-262-0111
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　今年度、業務委員長を拝命し、委員の皆様の多大なるご尽力により本会事業への協力を含め、
建築士事務所の管理と業務の適正な基準（立入指導上の課題等）の講習会及び業務書類の使用
方法の講習会（9 月）を開催し、盛況にて開催出来ましたことを、この場をお借りして厚く御
礼申し上げます。
　新年度につきましても、担当副委員長のご指導のもと、本委員会の皆様と共に、これからの
建築設計事務所の業務に役立つ情報をお伝えし、本会の繁栄の一助となるよう引続き努力して
まいります。どうぞよろしくお願い致します。

　今年度、技術委員会ではセミナー、視察研修、省エネアンケート事業を行いました。
　セミナーでは、「静岡の特性を活かした環境木造建築の計画」と題し、建築家で早稲田大学教
授の古谷誠章先生にご講演いただきました。地域の気候、風土、文化、特性を活かした建築計
画の考え方、そして最も重要な、そこで生活する「ヒト」の思いを建築として表現することの
大切さを学ぶことができました。
　視察研修では、古谷先生の手がけられた静岡理工科大学理工学部建築学科棟「ｅｎＴｒｅｅ」
を見学。先生より設計主旨等、ｅｎＴｒｅｅの建築デザインについてご説明いただきました。コ
ンセプトは「地域の縁側としての活きた教材」「大きな軒下空間」。ＺＥＢを目指した環境建築、
天竜杉のルーバーを特徴とした建築空間等を体感することができました。
　省エネアンケート事業では、建築物省エネ法に関わる認識についての実態調査を、中部支部
の会員事務所を対象に実施。その後、東部支部、西部支部にもご協力いただき協会全体で回答
を得ることができました。得られた回答は今後、会員事務所のスキルアップにつながる講習会
等の企画に役立ててまいります。
　新年度は、会員拡大につながる魅力的で有意義なセミナーや視察等、今年度以上に力を入れ
ていきたいと思いますので、変わらずご指導の程、よろしくお願いいたします。

北河　利之

栗原　　崇

業務委員会委員長

技術委員会委員長

桧の力で暮らしにプラス！

（株）佐野製材所
静岡市駿河区用宗小石町4-20

TEL  054-259-2120  /  FAX  054-258-3945

info@premiumuwood.jp

本 社･本 店 〒417-0058 富士市永田北町9番15号

TEL:0545-52-3973　　FAX:0545-53-5476

静岡営業所 〒424-0006 静岡市清水区石川本町2番7号

TEL:054-371-9131　　FAX:054-371-9132

藤枝営業所 〒426-0044 藤枝市大東町448番地の1

TEL:054-634-0035　　FAX:054-636-2700

 三島支店･西伊豆営業所･富士宮営業所･御殿場営業所･伊豆営業所

24時間安心サポート

お 客 様 の 危 機 管 理 と 遵 法 を サ ポ ー ト す る ・ ・ ・ 
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　2 月 6 日には耐震委員会の講習会に大勢の参加、誠にありがとうございました。
　今年度は地震被害と耐震設計、耐震研究についての講習会を開催致しました。
　専門家による講習は聞く機会が多くありませんので、大変参考になりました。今回の講習会
の内容を実際の設計に少しでも役立てて頂けたらと思います。
　また、来年度も有意義な講習会が開けるように委員会全員で頑張ります。今年１年、ありが
とうございました。

脇坂　和洋
耐震委員会委員長

　中部支部のメンバーに加えて頂き、同時に広報委員会にお世話になることとなり、3 年目で
委員長という大役を任せられ右も左もよく解らぬまま、あれよあれよと 1 年が過ぎようとして
います。
　この 1 年を何とかやってこれたのも支部長、副支部長と経験豊かな諸先輩方、事務局、協力
会員の皆様のご協力のおかげと心より感謝申し上げます。
　各委員会の活動状況の報告、親睦会、理事会の様子などをホームページに随時更新すること、
THE　TUBE の発行、TUBE LEP 視察などの活動を通して中部支部の魅力を最大限アピール
していき同時に会員拡大に繋げることができれば、これほどうれしいことはありません。
　今年度の反省を生かし次年度も一層、中部支部の魅力をアピールしていきたいと思いますの
で引き続き、広報委員会をよろしくお願いいたします。

　日頃は、中部建築技術会の事業にご理解とご協力をいただきありがとうございます。
　昨年の納涼大会では、雨が心配されましたが１７０名以上の方に出席していただき、懇親を
深めることができました。また親睦旅行でもお天気の心配をしましたが、大勢の方にご出席い
ただき楽しい旅行ができましたこと、かさねてお礼申し上げます。
　何度となく天気に悩まされた一年ではありましたが皆様のご協力のもと無事に事業を行うこ
とができました。
　本年度は昨年にも増して会員と技術会員との親睦を深めるための事業を展開してまいります
ので宜しくお願いします。

塚本　章博

望月　晴生

広報委員会委員長

中部建築技術会会長

代表取締役

〒421-0122 静岡市駿河区用宗1丁目12-22　TEL 054・257・6871／FAX 054・257・6881

望 月 晴 生
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　平成２８年度が早や終ろうとしています。
　建築界では、熊本地震の災害復旧と被害状況から、新しく見地が議論されている事となって
います。
　災害は幾たび繰り返し、人間は賢者となって立ち向かってこられたと思いますが、建物の安
全・安心の最終形は常に我々に問い掛けをして、立ち止まる事を許さないのかな？
　大変難しい話しで「言うは易く、行うは難し」その様な年ではなかったのではと、私は思い
ます。
　新しい年度を迎えるに当たり、役員の皆様におかれては、大変ご苦労と思いますが、会員の
為の事業を展開し、会員の為の運営をしていきましょう。
　本年、平成２９年度もご協力を宜しくお願い致します。

伊村　善郎
中部支部　監事

　今一　景気が上向いた実感が沸かない状況が続いております。
　そう思っているのは私だけでしょうか。
　日頃、監事と言う立場で中部支部の委員会事業を拝見させていただいて　皆さんが積極的に
会員の為に努力されている現実を目の当たりにし頭の下がる思いです。
　1 月 12 日に研修委員会企画の ｢迎賓館赤坂離宮・国立西洋美術館｣ の研修旅行に同行させて
いただきました。参加者が多くバス 2 台での研修になりましたが私の知る限りでは過去にこん
なに多くの参加者を集めた研修旅行はありませんでした。日頃あまりお見受けしない方も多く
参加され　会員の為の事業だったと実感いたしました。
　年会費が年間で約 5 万円ほど上がりました　それによって退会者が増えたことは事実です　
各事務所において「経費削減」がそうさせていったのかと思います　会員拡大特別委員会が新
会員の拡大に努力され　効果も出ております。　然しながら今回の研修旅行の様に次にさらな
る期待を抱くような企画も会員の引き止め・新入会員の入会に繋がるものだと感じました。
　各委員会事業　次年度も本年度事業に勝る企画をしていただくことをお願いし「任期を振り
返って・新年への抱負」とさせていただきます。

望月　　肇
中部支部　監事

＝豊かな経験・最新の技術＝
電気工事・通信工事・ＦＡ工事・メンテナンス・太陽光発電システム

代表取締役 増 田 玲 司

本社／静岡市駿河区曲金 5-17-5 TEL〈054〉284-4111 FAX〈054〉284-6753 
支店／東京・神奈川・東部・中部・西部

THE TUBE Shizuoka Association of Architectural Firms

監事あいさつ
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平成28年度 全体会議 総務会員委員会

総務会員委員会春の親睦会

　本年度は、５月１１日（水）に葵タワーのグランディエールにて全体会議を行いました。
　昨年より更に多数のご参加を頂き、盛況の内に開催することができました。
　「総会」から「全体会議」としての認知も浸透し、議事も27年度の事業と会計の報告、28年度の計画と予算の説明、新年度
の役員の承認とスムーズに進行し、新たな年度のスタートとなりました。今年度も、皆様方のご協力をよろしくお願い致します。

THE TUBE Shizuoka Association of Architectural Firms

各委員会行事

08

theTUBE-106-CC.indd   8 2017/03/24   10:48



中部建築技術会主催ゴルフコンペ

平成28年度 ご苦労さん会（親睦旅行）

　日頃より、中部建築技術会の活動に対して、ご理解とご協力を賜りありがとうございます。
　当日は天気にも恵まれ３７名もの参加をいただき、日頃以上の懇親を深めるためのゴルフコンペを開催することができま
したことはひとえに皆様方のご協力あってのものだと心より感謝申し上げます。

結果 7月22日　ホロンゴルフ俱楽部
優勝 杉村工務店　杉村様
準優勝 三興商事　嶋尻様
3位 望月肇建築設計積算事務所　望月様
BB 清建築設計事務所　清様
BM 高橋茂弥建築設計事務所　高橋支部長
罰金総取り　相羽建設　相羽様

以上の結果となりました

　次回もまた、大勢の方々が参加していただけるよ
うな楽しいゴルフコンペにしていきたいと思ってお
りますので、どうぞ宜しくお願いいたします。

　平成26〜27年度の都市委員会を終えて、委員の皆さんの慰労の意味でかねてから計画していた「ご苦労さん会」を行い
ました。2年前この委員会が立ち上がった時から、任期が終わるときの打上げは旅行で締めくくる、といった暗黙の了解が取
れていて3月の最後の委員会でその行先を「三養荘」に決めました。
　伊豆長岡の三養荘といえば本館は岩崎弥太郎の長男の久弥の別邸であり、新館、別館は村野藤吾の晩年の傑作として名
を馳せてきたものです。現代の世相に根差した豪華さやぜいたくさも「和」の精神性から来る世界観の前では、その尺度の
違いに思わず我に返る瞬間があるものです。「三養荘」とはまさに現代の上滑りな価値観の上に鈍感な日常を送ってきた
我々の頭をはたいてくれる位の、そんな衝撃がある建物群とも言えます
　とにかく、6月10日、11日の2日間、都市委員会のメンバーと事務局、総勢13人は「三養荘」で至極の時を過ごしてまいり
ました。42000坪の敷地に離れ形式の宿泊室が長い廊下で結ばれて、本館、新館、別館と35室が雁行して配置されていま
す。小川治兵衛の庭、部屋に入った時のしつらえの上質さ、屋根が幾重にも重なる日本的景観、部屋ごとに違う天井と床（と
こ）、せせらぎの音や流水の眺め、等々和の啓示がどこからでも降り注いでくるような、文化の流儀と奔放さにあふれた無二
の空間体験をする事ができました。
　平成28年度の新年度を迎えるにあたり13人の旧都市委員会+事務局は「建築」への思いをまた一つ深め、英気を養った
2日間でありました。ここにわずかの枚数ではありますが、その時の写真を掲載しましたのでご覧ください。

中部建築技術会

都市委員会

THE TUBE Shizuoka Association of Architectural Firms

各委員会行事
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夏の納涼親睦会 総務会員委員会

　平成28年8月2日に、建築士事務所協会中部支部の納涼親睦会を開催致しました。
　夕立の中のスタートになってしまいましたが、大勢の皆様方にお越しいただき感謝申し上げます。又、各支部からも浴衣
でご参加頂き有難うございました。
　沖縄の民俗芸能である琉球伝統歌舞のエイサーチーム琉神による舞台は、評判以上の感動を与えて頂きました。又、
じゃんけん大会で運の良かった方は美味しいお土産を持って帰って頂きました。
　猛暑の中ではありましたが、皆様との大変楽しい時間を過ごさせて頂きました。本当に有難うございました。

THE TUBE Shizuoka Association of Architectural FirmsTHE TUBE Shizuoka Association of Architectural Firms

各委員会行事
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新規事務所登録をされた皆様のための事務所開設セミナー

　会員拡大は事務所協会にとって一大事業ですが、毎年多くの会員の皆様にご紹介いただいて、協力会員に関しましては順
調に伸びている状況です。
　今回のセミナー（平成28年10月18日）は特に正会員の獲得を目指して本年度新規に企画された事業です。開催前は一
体何名の方に見えていただけるか、不安と期待の日々でしたが、実態は締め切り後も追加希望があり、想定していた会場で
は収まらないことがわかり、急遽セミナー会場が変更になる状態でした。
　当日は東部、西部を中心に４７社の新規登録事務所の方がセミナーに参加し、充実した講習会が行われました。これから
管理建築士として仕事をされていく皆さんの不安が少しでも解消できればというコンセプトで

1.建築士事務所のリスク管理

2.建築士法及び立ち入り指導について

3.建築士事務所の業務書類の使用方法について

　そして最後に事務所協会の入会案内、田中元会長のご挨拶をいただきお開きとなりました。閉会後は有志で懇親会を開
催、１４社の参加をいただきました。懇親会まで来ていただき、名刺交換、自己紹介とたいへん貴重な時間となりました。今
回来ていただいた方の中からすでに入会の意思表示をされている事務所もありましたが、今後講習会にお誘いするなど継
続的なつながりが多くの入会者の発掘になると思われ、是非とも来年以降も続けていきたいと考えています。
　以上遠藤会長及び会員拡大委員会の皆様のご協力に感謝して報告を終わります。

会員拡大特別委員会

THE TUBE Shizuoka Association of Architectural FirmsTHE TUBE Shizuoka Association of Architectural Firms
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親睦旅行「日光１泊２日」の旅

　９月９日から１０日（金･土）の２日間。埼玉県川越市 蔵造りの街並みや菓子屋横丁自由散策.　栃木県宇都宮市 大谷資料
館. 日光市 華厳の滝.　今年御鎮座４００年の日光東照宮と輪王寺　そして同じ日光市内 渡邊佐平商店での日本酒教室の
コースを３１名のメンバーで訪問先、バス内、宿泊先それぞれ私も含め 初参加者が複数居たにもかかわらず 高橋支部長様、
望月会長様のリードで 終始和やかに楽しく過ごさせたいただきました。
　遠方の歴史ある跡を訪れますと いつも思うことは、現在と比べると昔は はるか原始的な道具と運搬方法と作業環境
だったことを思うと、昔の人の苦労の積み重ねの上で、現在の豊かな生活が成り立っていると改めて実感し,自らの携わる仕
事に対しては常に向上を心掛けなければいけないと今回の旅行を終わり感じました。会員の皆様、参加された方々お世話に
なりました。ありがとうございました。

THE TUBE Shizuoka Association of Architectural Firms

各委員会行事
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中部建築技術会

THE TUBE Shizuoka Association of Architectural Firms

各委員会行事
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平成28年度 業務講習会 業務委員会

建築士事務所の管理と業務の適正な基準（立入指導上の課題等）
　先日行われました業務講習会（平成28年9月20日）にて、建築士事務所の業務書類の使用方法について説明がありまし
た。この使用書類及びそのエクセルデーターは、実際に磐田で設計事務所を開設しています村松様の作成によるもので、
実際の業務に則した大変分かりやすくかつ使いやすい仕様となっております。会員の皆様には、この書式及びエクセル
データーを有意義に使用しまして、業務管理書類を効率的に管理し、実業務の簡素化とデーター処理することで、データー
べース化に活用できれば幸いに思います。

　11月30日水曜日に技術セミナーを開催いたしました。「静岡の特性を生かした環境木造建築の計画」と題して建築家、
早稲田大学教授、古谷誠章様にご講演いただきました。
　大勢の皆様方にご参加いただき厚くお礼申し上げます。講演では、古谷先生の手がけられた作品を中心に、その地域の
気候、風土、文化、特性を生かした建築計画の考え方、そして最も重要な、そこで生活するヒトの思いを建築として表現する
ことの大切さを学ぶことができたと思います。
　3月には技術視察研修として、古谷先生が手がけられた静岡理工科大学理工学部建築学科棟enTreeを会員限定で視察
させていただく予定です。
　完成した建築学科棟を、古谷先生にお話しいただきながらご案内いただく、大変有意義な研修となる予定ですので、是
非ご期待ください。

技術委員会平成28年度 技術セミナー

THE TUBE Shizuoka Association of Architectural Firms

各委員会行事
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平成28年度 講習会「街づくりのあの手この手」 都市委員会

　平成28年12月13日ペガサートにて講師の北山創造研究所の北山孝雄先生をお招きして「街づくりのあの手この手」を
テーマに講演会を開催致しました。「街づくり」という言葉の響きに一見スケ－ルが大きく身近に感じる事が難しいと思わ
れがちなテ－マに対して、北山先生の講演は「一人の人で、一つの物で、一軒の店で街は変わる」というスロ－ガンで数々の
街づくりの実績を元にされた講演内容という事で講演に参加された方には「街づくり」を身近に感じて頂く良い機会に
なったのではないかと思います。本講演会開催にあたり、ご協力して頂いた関係者の皆様、講演会に参加して頂いた皆様、
どうもありがとうございました。

　2月6日の耐震委員会講習会「最近の地震から見る静岡での耐震設計について」に多数の方にご参加頂き、誠にありがと
うございました。迫田先生の「地震被害と耐震設計における課題」では、地震被害と補強効果、構造設計の課題について、
被害写真などを交え話して頂きました。また、松川先生の「近年の地震被害と関連する最近の耐震研究」では、実験結果
を基に、方立壁のRC建物への影響を話して頂きました。協力会員による商品説明も含め、有意義な講習会が開催できたの
ではないかと思います。

耐震委員会平成28年度 講習会

THE TUBE Shizuoka Association of Architectural Firms

各委員会行事
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平成28年度 冬の懇親会

　今回の冬の親睦会は、場所をクーポール会館にて12月6日（火）6：30PMより開催致しました。
　今年は夏の納涼会で活動的なイベントを開催した為、冬は落ち着いた雰囲気の中で会員相互の懇親を深めて頂くという
趣旨で開催いたしました。短い時間でしたが、名刺交換・情報交換・懇親の場として大いに活用されて頂けたかと思います。
ビンゴでは、参加者の皆様に盛り上げて頂きました。
　参加者・関係者の皆様、ご協力ありがとうございました。

THE TUBE Shizuoka Association of Architectural Firms

各委員会行事
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総務会員委員会

THE TUBE Shizuoka Association of Architectural Firms

各委員会行事
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　当日は天候にも恵まれ、例年以上の多くの皆様にご参加いただきました。
　何度もトライした末の念願の赤坂離宮の見学だったので研修委員会としても思い出深い企画となりました。

研修旅行　「迎賓館赤坂離宮・国立西洋美術館」 研修委員会

THE TUBE Shizuoka Association of Architectural Firms

各委員会行事

18

theTUBE-106-CC.indd   18 2017/03/24   10:49



平成28年度 新入会員入会リスト

平成28年度 新入会員入会リスト（協力会員）

事務所名 住　　所 専任者 電話番号 FAX番号
㈱エヌティシー

一級建築士事務所
〒424-0037
静岡市清水区袖師町378-1 坪井賢一 054-366-7433 054-364-9053

㈱ユーディック
一級建築士事務所

〒421-1216
静岡市葵区羽鳥大門町20-20 内野裕介 054-297-4940 054-297-4931

会社名 住　　所 担当者 電話番号 FAX番号

天野工業㈱ 〒422-8058
静岡市駿河区中原712 市川隆寛 054-281-4516 054-282-9267

㈲サカキ 〒430-0006
静岡市葵区若松町13-5 坂口昌樹 054-652-5271 054-652-5272

セイキ販売㈱
名古屋営業所

〒452-0812
名古屋市西区玉池町284 鳴海隆徳 052-503-7811 052-503-7814

㈱エービーシー商会 〒420-0837
静岡市葵区日出町5-1興和ビル6階 亀田能憲 054-273-5669 054-273-5676

岸萬塗装㈱ 〒425-0012
焼津市浜当目890 見城崇行 054-627-8400 054-627-8339

㈱三本工業 〒421-0115
静岡市駿河区みずほ5-1-3-205 梶山秀次 054-258-8904 054-257-9709

ニチハ㈱静岡営業所 〒422-8061
静岡市駿河区森下町1-35静岡Myタワー8階 押田章博 054-283-3505 054-283-1990

㈱遠藤照明 〒420-0851
静岡市葵区黒金町59-7ニッセイ静岡駅前ビル4階 佐藤直樹 054-255-1307 054-251-5778

㈱長谷川建設 〒421-0113
静岡市駿河区下川原1-19-19 長谷川忍 054-258-7103 054-258-7212

㈱丸善遠藤装室 〒420-0816
静岡市葵区沓谷6-8-10 遠藤宏史 054-261-1334 054-261-1339

エスケー化研㈱                     
静岡営業所

〒422-8043
静岡市駿河区中田本町7-25 小橋博之 054-284-1877 054-284-1871

フジテック㈱中部支社　　　　　
静岡支店

〒420-0851
静岡市葵区黒金町20-3 藤澤賢明 054-255-3701 054-255-3702

インタープロダクト㈱ 〒420-0805
静岡市葵区城北2-10-31 丹内直也 054-659-7714 054-248-4714

アーキヤマデ㈱                      
横浜営業所

〒231-0011
神奈川県横浜市中区太田町6-84-2三井生命横浜ビル 高橋寛太 045-661-3563 045-661-3562

㈲葵アドバンスド                    
テクノロジー

〒420-0812
静岡市葵区古庄2-4-18 太田市五郎 054-689-3920 054-689-3220

塗り壁・エクステリアの総合メーカー

TEL.054（286）4111静岡営業課
FAX.054（281）7061〒422－8057 静岡市駿河区見瀬 237ー5

四国化成工業株式会社

株式会社

野村商店Since1922

THE TUBE Shizuoka Association of Architectural Firms
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平成28年度　第１回支部理事会
❶　日　　時

平成28年４月14日（木） 15：00～　役員会本会事務局 

❷　会　　場
本会事務局　大会議室 

❸　会　　議
（１）開会
（２）支部長挨拶

❹　審議事項
① 第１号報告平成27年度委員会報告について　〔資料１〕
② 第２号報告平成27年度収支決算書について　〔資料２〕
③ 第３号報告役員改選について（役員名簿） 　〔資料３〕
④ 第４号報告平成28年度事業計画案について　〔資料４〕
⑤ 第５号報告平成28年収支予算書案について　〔資料５〕
⑥ （一社）静岡県建築士事務所協会出向者について　〔資料６〕
⑦ 全体会議予算書について　　　　　　　　　〔資料７〕
⑧ 委員会名簿について　　　　　　　　　　　〔資料８〕
　 その他

❺　会員拡大プロジェクト会議
① 会員拡大について
② その他

❻　報告事項
① 全体会議タイムスケジュールについて　　　〔資料９〕
② 春の親睦会次第について　　　　　　　　　〔資料10〕

③ 定期無料相談会日程表について　　　　　　〔資料11〕
　 その他

❼　委員会報告
① 総務会員委員会
② 研修委員会
③ 業務委員会
④ 都市委員会
⑤ 技術委員会
⑥ 耐震委員会
⑦ 広報委員会
⑧ 中部建築技術会

※中部建築技術会総会開催について
　平成28年　５月11日（水）
　17：00～開会　グランディエールブケトーカイ
※支部全体会議開催について
　平成28年　５月11日（水）
　17：30～開会　グランディエール　ブケトーカイ
※本会総会開催について
　平成28年　６月３日（金）
　14：30～開会予定　静岡労政会館６階ホール
※次回支部役員会開催について
　平成28年　６月７日（火）
　15：00～　役員会　本会事務局

平成28年度　第２回支部理事会
❶　日　　時

平成28年６月７日（火） 15：00～　役員会本会事務局

❷　会　　場
本会事務局　大会議室

❸　会　　議
（１）開会
（２）支部長挨拶
　　　本会総会の出席者が少ない為、さびしく感じました。 
（３）本会理事会報告

① 第１号議案　新規加入会員の承認について
② 平成28年度委員会構成について
③ 平成28年度関係団体・審議会担当者役員名簿（案）
④ 年間スケジュールについて
　 全国大会は東京帝国ホテルにて開催予定
⑤ 熊本地震への当面の対応について
　 応急危険度判定士の派遣登録をお願いします。
⑥ 耐震改修技術者講習会について

❹　審議事項
① 研修視察旅行について
　 ７月21日（木）赤坂離宮（未定）・国立西洋美術館　CPD
　 扱いにしたい。

② 中部建築技術会親睦旅行について
　 ９月９日～10日　鬼怒川温泉　大谷資料館　日光東照宮決定

❺　会員拡大プロジェクト会議　
① 会員拡大について

❻　報告事項
① 全体会議決算書について
　 平成29年度　全体会議　5月10日に決定
　 （グランディエールブケトーカイ）
② 春の親睦会決算書について
　 予備費の確認
③ 中部建築技術会主催ゴルフコンペについて

多くの皆様に参加いただきありがとうございます。

❼　委員会報告
① 総務会員委員会
　 来賓のところだけでも食事を置いてもらいたい。
② 研修委員会
③ 業務委員会
　 ９月20日（火）労政会館にて講習会開催
　 内容①改正建築基準法　②熊本地震の実情報告
　 　　③協力会員のPR
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平成28年度　第３回支部理事会
❶　日　　時

平成28年７月５日（火） 15：00～　役員会本会事務局 

❷　会　　場
本会事務局　大会議室

❸　会　　議
（１）開会
（２）支部長挨拶 
（３）本会理事会報告

① 第１号議案　新規加入会員の承認について
② 耐震評定実施要領（案）について　メール対応になる
③ 定時総会決算書について
④ 適合証明技術者講習会・既存住宅現況検査技術者講習会
　 について
⑤ 平成28・29年度　役員委員会組織表について
⑥ 2015年改訂版　被災度区分判定基準および復興技術指
　 針講習会について
⑦ 住まい博2016
⑧ 本会年間スケジュールについて　全国大会10月７日開催
⑨ 未納者リストについて

❹　審議事項
① 納涼親睦会について
　 ８月２日　松坂屋北館ビアガーデン開催
　 （雨天の場合８月９日）
② 研修視察旅行について
　 赤坂離宮迎賓館　予約中！（8.25）
③ 業務委員会講習会について
　 立入指導上の講習会開催（9.20）

④ 中部建築技術会親睦旅行について
　 日光編（９月９日～10日）
⑤ 技術委員会事業について
 　アンケート事業を検討中
⑥ 会員拡大委員会講習会について
　 事務所登録新入会員向けの講習会を企画中
⑦ その他

❺　会員拡大プロジェクト会議
① 会員拡大について
② その他

❻　委員会報告
① 総務会員委員会
② 研修委員会
③ 業務委員会
④ 技術委員会
⑤ 都市委員会
　 北川先生講演会　12月13日（火）　ペガサートにて
⑥ 耐震委員会
⑦ 広報委員会
⑧ 会員拡大委員会
⑨ 中部建築技術会

❼　監事所見
役員会の報告は必ず委員会でもすること
事務所登録（新規）講習会は、毎年開催した方が良い！

④ 都市委員会
　 講演会　北山創造研究所の北山芳雄氏
　 静岡市と北山氏とのディスカッションの場を設けてほしい
　 会場は再検討（ペガサートでは、100名でいっぱいでは。
　 →静銀ユーホールは？）
⑤ 技術委員会
　 調査研究助成金申請中（省エネ法の施行に対する意匠設
　 計と設備設計の役割分担がテーマ）
　 補助金を確保し事業化するチャレンジである。
⑥ 耐震委員会
　 講演会については森林経済工学研究所　所長　今井克
　 彦氏の木造トラスはどうか？

⑦ 広報委員会
　 年間事業の確認等　ホームページの更新
　 作品のアップをお願いします。
⑧ 中部建築技術会

❽　監事所見
本会の総会の人数があまりにも少ない。中部支部として
もっと応援するべき
前川氏の建物の研修はどうか？ 
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平成28年度　第４回支部理事会
❶　日　　時

平成28年９月６日（火） 15：00～　役員会本会事務局 

❷　会　　場
本会事務局　大会議室 

❸　会　　議
（１）開会
（２）支部長挨拶
（３）本会理事会報告

① 第１号議案　新規加入会員の承認について
② 新規事務所登録をされた皆様のための
　 事務所開設セミナーについて
③ 平成28年度公共団体への要望について
④ 第40回建築士事務所全国大会（東京開催）について
⑤ 平成29年建築関係団体新年会の日程について
　 平成29年１月20日　アソシアにて開催　　
⑥ 平成29年度定時総会の日程、会場について
　 平成29年５月26日　三島プラザにて開催
⑦ 今後の講習会等スケジュールについて
⑧ まもりすまい保険　木造住宅の「設計施工基準」と「事
　 故事例」セミナーの後援依頼について
　 くらし・環境部企画調整費充当事業調書（案）について
⑨ 未納者リストについて

❹　審議事項
① 冬の親睦会について
② 技術委員会主催のアンケート調査について
③ 技術委員会講習会について

④ 告示15号配布について
⑤ 都市委員会講演会予算書について
⑥ その他

❺　会員拡大プロジェクト会議
① 会員拡大について
　 （事務所登録新入会員セミナーについて）
② その他

❻　報告事項
① 業務委員会講習会について
　 中部支部52名　東部支部6名　西部支部7名
　 非会員40名
② 中部建築技術会主催の親睦旅行（日光編）について
③ 納涼親睦会決算書について
　 その他

❼　委員会報告
① 総務会員委員会
② 研修委員会
③ 業務委員会
④ 技術委員会
⑤ 都市委員会
⑥ 耐震委員会
⑦ 広報委員会
⑧ 会員拡大委員会
⑨ 中部建築技術会

平成28年度　第５回支部理事会
❶　日　　時

平成28年11月８日（火）　15：00～　本会事務局 

❷　会　　場
本会事務局　大会議室 

❸　会　　議
（１）開会
（２）支部長挨拶
（３）本会理事会報告

① 第１号議案　新規加入会員の承認について
② 平成29年建築関係団体新年会について
③ 住宅振興協議会の事務受託の検討について
④ 今後の講習会等スケジュールについて
⑤ 平成28年度第３回理事会議事録の報告について　　

⑥ 会費未納者リストについて
⑦ 平成28年度関係団体・審議会担当者役員等について
⑧ 平成28年度建築士事務所キャンペーン事業実施報告に
　 ついて

❹　審議事項
① 冬の親睦会について
② 都市委員会講演会について
③ 耐震委員会講習会について
④ その他

❺　会員拡大プロジェクト会議
① 会員拡大について（アンケート結果について）
② その他

松 尾 鉄 工 所
   代表取締役社長　　松 　尾　 卓　 明

鋼構造物工事業

株式会社

〒421-0106
静岡市駿河区北丸子１ 丁 目 ６ 番 ５ ０ 号
Ｔ Ｅ Ｌ （ ０ ５ ４ ） ２ ５ ９ － ６ ５ ６ ４
Ｆ Ａ Ｘ （ ０ ５ ４ ） ２ ５ ９ － ８ ０ ２ ６

注目

http://www.issakuya.jp
一作屋

屋内装飾やディスプレーの制作、
お任せください。

一作屋は、松本印刷株式会社が運営しています。

美しいアクリル印刷
ためしてみませんか。

建築士のみなさん！
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平成28年度　第６回支部理事会
❶　日　　時

平成29年１月17日（火） 15：00～　本会事務局 

❷　会　　場
本会事務局　大会議室 

❸　会　　議
（１）開会
（２）支部長挨拶
（３）本会理事会報告

① 第１号議案　新規加入会員の承認について
　 中部支部　正会員　１名　　協力会員　１名
② 平成29年建築関係団体新年会について
③ 第18回「建築と人」フォトコンテスト審査結果につい
④ 会費改定の検討について
　 若い建築士事務所の方々に入会していただく為を目的に
　 １～２名の所員数の事務所は年会費を減らします。
　 会費は変えないで、協力金で補うべきでは？
⑤ 今後の講習会等スケジュールについて
　 ３月１日　２日　本会にて木造の講習会があります。
⑥ その他、関連資料
　 階数に導入しない屋上部分について

❹　審議事項
① 耐震委員会講習会について
　 ２月６日　13：30～　ペガサート６階「最近の地震から
　 見る静岡での耐震設計」
② 技術委員会視察について
　 ３月16日　静岡理工科大学視察　掛川城なしでいいの
　 では？
　 午後のみにし、バス２台とし昼食は検討。

❺　会員拡大プロジェクト会議
① 会員拡大について

❻　報告事項
① 技術委員会講演会決算書について
② 技術委員会アンケートについて
　 東部、西部のアンケートが少なかった。結果を役員に
　 メールしてください。
③ 冬の親睦会決算書について
　 予算書ではなく、決算書に直す。
④ 都市委員会講演会決算書について
⑤ 研修委員会決算書について

❼　委員会報告
① 総務会員委員会
② 研修委員会
③ 業務委員会
④ 技術委員会
⑤ 都市委員会
⑥ 耐震委員会
⑦ 広報委員会
　 ザ・チューブ用のあいさつ文を２月中旬までにお願いし
　 ます。
　 写真を変えたい方は、２月中旬までにメールください。
　 事業スケジュールを載せてください。セミナー新入会
　 員にも送る。
　 各支部へも送付OK　写真の選択を考えてもらいたい。
⑧ 会員拡大委員会
⑨ 中部建築技術会

❽　監事所見
迎賓館研修旅行お疲れさまでした。
柴田先生の耐震本の資料

❻　報告事項
① 技術委員会主催のアンケート調査結果と他支部への調
　 査について
② 技術委員会講演会参加者名簿について
③ 業務委員会講習会の決算書とアンケート結果について
④ 新入会員セミナー決算書について
⑤ 中部建築技術会親睦旅行決算書について
⑥ 本会コピー機使用料について
　 その他

❼　委員会報告
① 総務会員委員会
② 研修委員会
③ 業務委員会
④ 技術委員会
⑤ 都市委員会
⑥ 耐震委員会
⑦ 広報委員会
⑧ 会員拡大委員会
⑨ 中部建築技術会

ｾﾒﾝﾄ・生ｺﾝ・上下水道資材・外壁・基礎工事・
携帯電話販売・環境ﾘｻｲｸﾙ事業

代表取締役社長 肥田 渉

本社 静岡市葵区柚木570番地

TEL（054）265-2222(代)

株式
会社渡邊鐵工所

藤 枝 工 場 静岡県藤枝市善左衛門 1471-12

大井川工場
共通 E-mail：nabetetsu@tokai.or.jp

静岡県牧之原市細江 6218-2
〒426-0053　TEL 054-634-3211　FAX 054-636-7551

K
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　自然エネルギーを利用して発電する施設として昨年度はメガソーラー施設の視察を行いましたが、本年度も
引き続き自然エネルギー発電をテーマに水力発電施設の視察を計画しました。
　1つは比較的小規模な発電施設として、島田市伊太にある小水力発電所『伊太発電所』と大規模な施設として
川根本町にある長島ダムの2か所について視察を行いました。

　国道一号バイパス島田向谷インターを下りて北へ数百メートルに
この施設があります。
　外壁には伊太発電所と施設名がありますが、外観は所謂『水力発
電所』のイメージとは少し違った感じで、電光パネルに今日の発電
量、今年の総発電量の表示がなければここが水力発電所だと気がつ
かないのではないかと思うくらいコジンマリとした印象でした。
　運営管理は農林水産省関東農政局大井川用水農業水利事業所が行
い、年間発電量は最大で430万ｋＷｈ、一般家庭1200万戸の年間消費

電力量に相当する電気を生み出す能力があり、CO2排出削減効果は約1800t以上となっています。
　この施設は、もともと存在した国営大井川農業水利事業で造成された落差工（農業用水路）の改修工事に併
せて水力発電施設を建設したものです。
　大井川から引いた既設水路から山の地下にトンネルを通し引いた水に高低差がある地形を利用して、水位差に
より生じたエネルギーをプロペラ水車により電気エネルギーに変換するシステムとなっています。
　発電エネルギーは売電され、得た収益は施設管理運営の他、関係土地改良区や新たな土地改良区への大井川
用水の供給に活用されているようです。
　内部に入ると建物外観からは想像できない規模の太い管が施設の壁を貫通し、その配管周りには水力を効率
的に電気化するであろう装置が併設されていました。
　入る前には高周波なモーター音がすること想像していましたが、会話も問題な
くできる程度の機械音で、外が非常に寒かったせいか内部はとても暖かく思いの
ほか居心地の良い印象でした。
　すでに稼働している施設のため内部のプロペラ水車（Ｓ形チューブラー水車）は
直接見ることはできませんでしたが、その外観は宮崎駿監督のアニメ「風の谷のナ
ウシカ」に登場するオーム（大型の芋虫）を連想するような外観でした。
　建物規模が比較的小さく感じたのは、この発電施設のごく一部のみ（プロペラ水
車と発電装置及び付属装置、管理設備のみ）が建屋内に収まっていることと、系統
の半分は、地下空間を利用している点にあることがわかりました。
　近年このような施設は県内でも各所に建設されているようですので、比較的身
近な自然エネルギー発電施設として、ぜひ見学してみることをお勧めします。

川根本町の舌鼓スポット
　昼食は川根本町上長尾の『和彩食堂あけぼの』で麦飯で食べる自然薯のとろろご
飯、てんぷらと小鉢、ここでしか食べられない川根焼売を美味しく頂きました。
　そして食後のティータイムは水川の道の駅、『フォーレなかかわね茶銘舘』。
　美しく手入れされた日本庭園を眺めながらお茶室で川根煎茶を頂きました。
　頂いたお茶は「おくひかり」という品種で爽快な香りと旨味が特徴です。
　煎茶の入れ方を教えてもらいながら、まず一煎目を頂きますが、その特徴の通りとてもフルーティーな香り
と、だし汁を飲んでいるかのような旨味を感じ「おくひかり」の素晴らしさと正しいお茶の入れ方を知ること

自然エネルギー発電施設　～水力発電所視察～� 広報委員　　塚本 章博

TUBE L・E・P 2017
いのちの水 “大井川用水 ”の新たな力　～伊太発電所～

THE TUBE Shizuoka Association of Architectural Firms

チューブ LEP

24

theTUBE-106-CC.indd   24 2017/03/24   10:50



ができました。二煎、三煎と頂きますが味の変化も楽しんで頂
けます。ちなみにこれに和菓子とおくひかりでこしらえた香
袋のおまけがついて数百円で煎茶体験ができますので、近くに
お越しの際はぜひ立ち寄ってみてください。売店では地場産
品の販売なども行っています。

　ＳＬ運行で有名な大井川鉄道の終着駅「千頭駅」よりさらに北
に進むと国土交通省が管理する長島ダムが姿を現します。
　堤高109ｍ、堤頂長308ｍ重力式コンクリートダム（コンクリー
トの重量で水圧に耐える構造）総貯水容量7,800万ｔで1977年着工

2002年に完成した比較的新しいダム
となります。
　堤頂通行路を進むと管理事務所が
見えてきますが、平日はここで見学
の手続きをすれば誰でもガイドさん
付きの見学が無料で行えます。

　最初にダムの概要を説明してくれるのですが、今回、この説明の中で大きな誤りに気付く事態が。。。
　今回の自然エネルギー発電施設の視察としてこの施設を選定したのですが、なんとこのダム「治水ダム」の
分類で、洪水調整を行い下流域の水害を軽減することが目的で設置されたダムであり発電は行っていないとの
こと。
　思わず「発電してないの！？」と聞いてしまいました。
　大井川流域で発電する目的で設置されているのは井川ダム、畑薙ダムだとのことで残念なことにこの長島ダ
ムは治水ダムなのでした。

　しかし、そうであってもこの規模のダム内部を見学できる貴
重な機会なので、気を取り直してダムツアーに参加。
　エレベーターで地下2階へ（ダムのちょうど中間あたり）向
かいます。そこから監査廊（通路）を数十メートル歩くと治水
放流ゲートに到着します。このゲートは全部で6つあり日本で

最大級の放流能力があるそうです。ゲートの蓋は金属製で完全に水を密閉できていること
に技術力の高さを感じました。
　そのほかに観測室なども設けられ、最長部からワイヤーを伸ばし変測量を測定すること
でダムの変形量を測定しているそうです。
　余談ですが全国の有名ダムにはダムカードが置いてあり、無料でもらうことができます。
　ただし一人一枚のみ、現地に来た人しかもらえないとのこと。
　ダムマニアの間では全国のダムを回り公式には293枚存在
するダムカードを集めることが楽しみとなっているようです。
　今回の視察の反省点は事前調査の甘さにありますが、その
おかげで川根本町と大井川の魅力に触れることができ収穫も
多い視察となりました。

　ぜひ近場でお出かけする際は、川根町から川根本町をのんびりしてみることを
お勧めします。ダム周辺には寸又峡温泉、接岨峡温泉などもありますので一泊旅
行としても楽しんでも良いかもしれません。

TUBE L・E・P 2017
アプト式鉄道駅　接阻湖上駅が浮かぶ長島ダム
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　私にとっては初めての『theTUBE』の編集作業でした。
　編集作業の中でページをめくる度に、この会を支えてくださって
いる力の多さに感謝の気持ちでいっぱいになります。
　そして各委員会活動の充実ぶり、会員の皆さんの楽しげな笑顔に
この会の一員であること、この編集作業に携わることができたこと
に誇りを感じます。
　広報委員長として 2016 年は、支部長、副支部長、監事、各委員長
の皆さん、事務局そして広報委員の皆さんに支えてもらいっぱなし
の一年でしたが、次年度からは少しずつ新たな展開をしていくよう
に心がけたいと思います。
　次年度、益々の中部支部の発展を願ってこの年度を『the TUBE』
105 号で締めくくります。

広報委員会委員長　塚本　章博

　１年間広報委員会活動に参加させていただきました。どんな活動
を行う委員会なのか、何をすれば良いのか、積極的な意見もだせず
何もできないまま１年間が過ぎてしまいました。来年度は塚本委員
長をはじめ委員の皆様の縁の下の力持ちになれるよう頑張りたいと
思います。

広報委員会委員　山口　礼弘

　塚本委員長のチューブになって早一年たちます、早いものです、紙
ベースの編集後記前回はいつごろだったかと、紐解くともう一年
たっていました。
　西原さんと小生のみの編集後記でした。
　さあ　今年はなんと書こうかしら、いろんな行事をこなしてきた、
のにもかかわらず、記憶がぶっ飛んでいます、過去はともかく新年
度も広報の末席に座らさせていただき、もう一年がんばるつもりで
す、よろしくお願い致します。

　委員会で今年の広報誌の表紙写真は何が良いかとの話になり、県
内で本年度を代表する建築は何だろう？と皆で振り返ってみました。
う～ん・・なかなか思い浮かばない・・・
　静岡の建築業界は一体全体どうなってるんだ、とちょっと不安な
気持ちになりました。幸いご縁があって静岡理工科大学に新設され
る建築学科の新校舎が入稿締切直前に竣工するとの情報を得て撮影
させて頂くことができました。地元の建築家の卵が巣立って静岡に
素晴らしい建築がどんどんできることを祈念して御礼の言葉とさせ
て頂きます。

広報委員会副委員長　坂野　美昭

広報委員会委員　永田　章人

編集後記
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努力を結果に結びつける

模擬基準達成者以外の
受験生合格率

模擬基準達成者以外の
受験生6,724人中／

合格者2,509人
37.3%

その差
ズバリ！23% ※模擬基準達成者…１級建築士設計製図の通学コースの受講者で最終模擬試験（特訓模擬試験）を受験し、採点規定に

よる欠格要件※に該当しなかった方です。
※欠格要件…当学院の採点規定において、「ランクⅣ：設計条件・要求図面等に対する重大な不適合に該当するもの」とし

ています。（例：未完成、指定構造以外、主要な要求室・設備の欠落）

※上記全国累計は（公財）建築技術教育普及センター発表試験結果（1980～2015年）のデータです。

1980～2015年 合格者累計

我が国の１級建築士の半分以上が日建学院出身者です。

日建学院 1級建築士

当学院
合格者の

1級建築士
占有率 54.2%

全国累計1級建築士

2級建築士
宅地建物取引士

121,494人
224,289人※

169,472人
96,518人 ＊1978～2015年累計

＊1980～2015年累計

当学院
本格稼働
35年間の
累計実績！

★ 今年も圧勝！製図も日建学院 ★

と合格率
※1
合格占有率

※2

上記合格率には、通信講座・WEB講座及び模擬試験のみの受講生は一切含まれておりません。

40年を超える経験と実績
29万人を超える建築士を輩出

1級建築士 累計合格占有率でも

合格率

1,164人
合格者
1,929人中模擬基準達成者

2016年度
1級建築士

設計製図試験
合格実績

※1 合格率・・・受講生のうち、どれくらい合格されたのか？　※2 合格占有率・・・合格者全体のうち、受講生合格者がどれくらい占めたのか？

受験予備校を選ぶなら、どちらを重視しますか？

静 岡 校 TEL.054-654-5091 浜 松 校 TEL.053-546-1077
沼 津 校 TEL.055-954-3100 富 士 校 TEL.0545-66-0951
〒422-8061 静岡県静岡市駿河区森下町4-30 メンテックビル6F 〒430-0936 静岡県浜松市中区大工町125 セキスイハイム鴨江小路ビルディング1階

〒410-0801 静岡県沼津市大手町1-1-3 ショウレンビル7F 〒416-0915 静岡県富士市富士町12-20

資料請求・各種お問い合わせは最寄校へお気軽にどうぞ！
あなたの「夢」応援します
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