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　富士宮市の富士山本宮浅間大社近くに 2017 年 12 月にオープンし、開館後一カ月で 6 万 3000 人が来場。
設計は 2014 年の公募型プロポーザルにて選定された坂茂（ばん　しげる）建築設計。
富士山の湧水を張った水盤に逆さ富士の形をした建築が映り込む独創的なデザインで、観光客だけでなく、道行く人が建物の前で記念撮影をする
など、地元でも話題の名所となっています。
逆円錐形の展示空間を覆っている 8000 ピースにも及ぶ富士ヒノキ材は 3 次元加工されて組み上げられており、複雑な納まりと高度な加工技術の
見事な結晶として、日本の高い技術力を国内外に示すものとなっています。
また、富士山の湧水は浅間大社内の湧水地からセンター敷地横の神田川に流れており、年間を通じて約 15℃前後に保たれているため、建物内の
空調の熱源として利用された後に、トイレの洗浄水や水盤の気化冷却に活用されています。

【表紙の写真】静岡県富士山世界遺産センター

赤鳥居越しに見る静岡県富士山世界遺産センター
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中部支部に感謝

高橋　辰弥

（一社）静岡県建築士事務所協会 中部支部

支部長

高木　一滋

都市・広報委員会担当副支部長

副支部長

　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。さて唐突ではございますが、諸般
の事情により本年度をもちまして、中部支部長の任を終了させていただくことになりました。２期４年に亘っての支部長という大
役を無事に終えることができ、そして高木支部長予定者へと滞りなく引き継ぐことができましたのも、ご関係者皆様のご理解ご支
援の賜物と、この誌面をお借りし改めまして深謝申し上げます。
　この４年間を振り返りますと、各年度とも５月の全体会議から始まり、おおよそ月１回・年 12 回という非常に多くの事業が開催
されました。その一つ一つの事業は、委員会や役員会で議論しつくされた高い密度の内容となり、まさに本広報誌のタイトルのよ
うに「ＴＨＥ・ＴＵＢＥ」（中部支部ここに在り！）と言わんばかりの実績として、会内外からご好評いただけた実感がございます。
そして非会員への情報発信や新規事務所登録者へのアプローチなど、新たな発想の中での事業は、本会でも継承されることになり
ました。
　主催者側の立場としましても、本当に充実した４年間を全うさせていただき、支部長冥利に尽きます。皆様、本当に有難うござ
いました。
　また本誌がお手元に行き渡る頃には、既に次年度への活動方針が決まり、新体制のもと動き始めております。特に、当協会が日
本建築士事務所協会加盟 30 周年という大きな節目の年度を迎えるにあたり、中部支部の役割が非常に大きくなって参りますので、
微力ではございますが、この４年間の経験を活かしながら、できる限り力添えできればと思います。
　そして、高木支部長予定者の強いリーダーシップのもと、皆様とともに中部支部をさらに盛り上げて参りましょう。本当に長い
間、有難うございました。

「この度、急遽来年度の支部長を拝命致すことになりました。
30 年と言う歴史の重みを感じ大変不安ですが、どうぞみなさまご協力の程、お願い申し上げます。
楽しい支部活動にしていきましょう」

今年度を振り返っては、まずは中村委員長、塚本委員長、委員会のみなさま、有難うございました。
優秀な両委員長に支えられ、ほとんど何もしていないなというのが実感です。

特に、広報については初めてであり、ただただ委員会事業の足を引っ張らないこと
を気を付けていました（足を引っ張っていたらゴメンなさい）
都市委員会については、東利恵さんを向かえ、星野リゾートをはじめたとした
お話が聞かせて頂き感動しました。

改めて、この一年、有難うございました。
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　2017 年度の今年は、2016 年度に引き続き研修、業務委員会担当の副支部長として活動さ
せていただき、任期２年の２年目を終えようとしています。「建築は世を映す鏡」と言われ
るように建築が持つ価値は世の中の価値観と相似形であります。ある時有用だった建築も、
時代が変わればその価値や存在に疑義を持たれることも珍しくありません。従って、建築
事務所が建築を生産していく上では、時代性や時代観にいつも敏感であるべきです。そう
した文脈で言えば、私が担当する研修委員会と業務委員会の両委員会は、社会に向かって
どのような価値観の下に設計し経営すべきかを、常に問うて発信できる委員会であるべき
でしょう。
　今年の研修委員会は岐阜県に出かけ、コンテンポラリーな価値を発し続ける「岐南町役
場」や「メディアコスモス」を視察しました。また業務委員会は「女性視点での建築士事
務所経営」と銘打って現代の働き方改革にも通ずる経営の新たなフェーズを示唆してくれ
ました。このような両委員会の時代に即した活動と情報提供は大いに評価されるべきもの
であり、士事協中部支部の会員の創作意欲と経営ビジョンを掻き立てるとても良い企画
だったと思いました。今年一年、大瀧委員長、北河委員長本当にご苦労様でした。今後の
士事協中部支部にご期待頂き、副支部長としてのあいさつに代えさせて頂きます。ありが
とうございました。

　技術委員会、耐震委員会の担当副支部長を拝命され 2 期目となりました。
１期目は様子を見ながらスタートした各委員長並び各メンバー達も、2 期目となる今年度
は耐震委員会では昨年より温めておりました『杭と地盤改良の監理』の企画を実行。
技術委員会では委員会メンバーが講師となり委員会内での『省エネ・構造セミナー』の実
施や、大型バス２台を使っての視察研修など、大いに盛り上がる有意義な事業となりまし
た。
委員長を中心に委員会が様々な活動を通し、中部支部を盛り上げ、全体に影響を与える様
な魅力ある１年になった事に感謝致します。

　今後とも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。

鳥居　久保

山本康二朗

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
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　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。
　支部の役員会や、春・夏・冬の全体会議を運営させて頂きました。50 名超の大所帯の委
員会ですが、各会議運営の企画から実施まで、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、無事に事業を実施することができました。まことに有難うござい
ました。今後も、会員同士が楽しみながら交流を深め、活発な支部活動が展開されるよう
努めて参ります。今後とも会員の皆様のご協力をお願い申し上げます。

清水　誠一
総務会員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 4 年の任期が満了となりました。会員の退会が進
む中、何とか歯止めをかけようと、皆様の紹介で多くの方に入会していただきました。特
に協力会員の増加は目を見張るものでした。
また正会員獲得のために始めた、新たに建築士事務所登録をされた事務所を対象にした【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】は今年度より支部の事業から本
会事業に移行し、西部、東部でも開催される運びとなりました。今後毎年開催することに
より、若干名でも正会員が増える仕組みを作ることができたのではないかと思っています。
今後は新たに入会された方が事務所協会に入ってメリットがあったと言っていただけるこ
とがさらなる会員拡大につながるのではないでしょうか。入会された方のケアも今後の課
題と考えています。
委員会の皆様、紹介していただきました会員の皆様にはこの場をお借りしてお礼申し上げ
ます。

小池　昌範
会員拡大特別副支部長兼委員長
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　総務委員会と会員委員会とが共に活動して 2 年が過ぎました。
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
睦会の企画運営等を行いました。多くの行事を皆様と共に楽しく過ごさせて頂きました。
あっという間に 2 年間が過ぎてしまったという印象です。行事には毎回、予想を上回る多
くの方々が参加していただき大変感謝しております。失敗もあり、笑いもあり、60 数名と
いう委員会人数に戸惑いながらも、高橋支部長をはじめ、清水副支部長・事務局・委員会・
会員の皆様のご協力により、何とか無事任期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を皆様と共に考えていきたいと思います。宜しくお願い致します。

　今年度、技術委員会では 建築家 坂 茂 氏設計の静岡県富士山世界遺産センターへの視察
研修を実施しました。昨年度に続き、バス２台での視察研修となり、80 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。
視察では公式な開館前に視察させていただき、坂茂建築設計の菅井様、静岡県富士山世界
遺産センター開設準備事務所の石川様より、基本構想、設計コンセプト、施設概要などを
直接ご説明いただきました。
 基本コンセプトである「守る＝オフィスゾーン」「伝える＝展示ゾーン」「交わる＝エント
ランス・カフェゾーン」「極める＝研究ゾーン」を坂茂氏の建築デザインによりカタチと
なった建築空間などを体感することができ、大変有意義な視察研修となりました。
 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など、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。

　今年度、都市委員会では「居場所の風景」をﾃｰﾏに東環境・建築研究所の東理恵先生をお
迎えして開催致しました。東先生は、「暮らしの中に心地よい風景をつくる。」をスローガ
ンに数多くの作品を手掛けられ、その事例を元に講演をして頂きました。都市委員をはじ
め関係者の皆様のご協力のおかげで女性も含め大勢の方に参加をして頂き、とても有意義
な時間を過ごす事ができました。どうもありがとうございました。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

栗原　　崇

中村　博臣

総務会員委員会委員長

技術委員会委員長

都市委員会委員長
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　1 昨年は、「建築基準法・建築士法改正の解説」及び「建築士事務所の管理と業務の適正
な基準」といった、建築士事務所の経営に必要な講習会を開催しました。
今年度は、支部長の積極的に女性の会員を増やしていきたいといった基本方針に従って、

「女性事務所経営についての講座」と「省エネ法改正の解説」の講習会を開催しました。当
初の委員会方針に沿った「建築士事務所の経営に必要な講習を行う」といった方針では一
定の成果を上げれたと考えています。
しかしながら、今年度の講習会では、募集のコピーをしっかり議論せずに、「女性視点の建
築士事務所経営」といった女性でないと受けられないようなイメージのコピーで募集を
行ったため、思ったように人を呼ぶことができず悔いが残る結果となりました。講習会の
内容が素晴らしかっただけに残念でした。
任期 2 年を終えまして、委員会で開始したかった建築士事務所の経営に関する講習をやり
きれなかったことに悔いが残っています。
個人的には、委員長という大任を仰せつかり、委員会メンバーと会話することで、色々な
側面での考えを聞くことができ非常に有意義な委員会活動ができたことに感謝いたします。

　この度、研修委員長を終えるにあたり、多くの皆様に委員会の事業にご協力いただいた
ことに感謝申し上げます。
研修委員会は、管理建築士の講習・所属建築士の定期講習の設営と、日帰りの視察研修を
担当させていただきました。特に当委員会の目玉事業である視察研修は、毎年委員会でも
議論を交わし、会員の皆様にとって魅力的な視察となるよう努めてまいりました。見学先
には東京の赤坂離宮や岐阜のメディアコスモスなど常に話題となる視察先を選定し、食事
会場も建物としても見どころがある牛鍋屋としたこともありました。委員会メンバーの力
を借りて、タイル工場の見学を組み込むなど、新しい試みにもチャレンジさせていただき
ました。おかげさまで、2 年ともに多くの皆様にご参加いただけたこと委員会メンバー一
同感謝しております。任期中は、委員長という立場を通して、委員会メンバーや会員の皆
様から多くのことを学ばせていただいたことに御礼申し上げ任期を終えての挨拶とさせて
いただきます。

北河　利之

大瀧　敬久

業務委員会委員長

研修委員会委員長

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

＝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
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　2 月 22 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。
今年度で耐震委員長仰せつかり 3 期 6 年となりました。振り返ってみると、耐震委員会で
は毎年講習会を開催しました。テーマは津波、耐震天井、基礎地盤、液状化、耐震設計、そ
して今年度は杭と地盤改良についてでした。毎年専門家による講習は大変参考になりまし
た。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、また、構造だけでな
く意匠の方も参加しやすいテーマを委員会一同で考えてきました。中には構造に特化した
年もありましたが、タイムリーなテーマを取り上げて講習会を開催できたのではないかと
思います。
これもひとえに担当副支部長並びに委員会メンバー、関係者の皆様のおかげと思っており
ます。今までありがとうございました。新年度からも微力ながら支部活動を支えていける
ようにしたいと思います。

脇坂　和洋
耐震委員会委員長

　広報委員長を仰せつかって早くも２年が過ぎようとしています。
昨年同様、広報誌『ＴＨＥ ＴＵＢＥ』の発行、ホームページの更新、各委員会活動イベン
トの取材と目まぐるしくも楽しい一年でした。
これも支部長を始め監事、副支部長、経験豊富な諸先輩方、委員の皆さん、事務局、協力
会員の皆様のおかげと心より感謝申し上げます。
益々中部支部が盛り上がり、そのエネルギッシュな活動を余すことなく発信することが広
報員会の仕事だと考えます。
引き続き正会員、協力会員の皆さんに有益な情報を提供すると共に中部支部の魅力を最大
限アピールできるように日々意識をしていきたいと思います。

　平成 24 年度から　監事の責を務めさせていただいております。
その間　理事役員の若返りもあり大変積極的な委員会活動に頭の下がる思いでおります。
特にこの一年で感じたことですが、支部の委員会の企画に大勢の会員の皆様が興味を抱き
期待してくれていることだと思います。それが、委員会事業への参加者の増加に繋がって
いるのではないでしょうか。
毎回、前年以上の企画をと理事・役員の方は苦労されていると思いますが今後も会員の為
に有意義な企画を続けて頂けることを期待しております。
景気も横ばいから多少上向きになってきているように思います。
会員の減少も止まりこれからは会員増加の方向に向かってくれればと思っておりますし今
後我々が積極的に取り組んでいかなければならない課題と位置付けております。
理事・役員の皆様又、会員の皆様　1 年間ご協力をいただき有難うございました。

塚本　章博

望月　　肇

広報委員会委員長

中部支部　監事

THE TUBE Shizuoka Association of Architectural Firms

各委員長あいさつ

06

theTUBE-107-CC.indd   6 2018/03/16   15:22



　平成 29 年度が終に当り、会員の皆様には大変お世話になり、協会活動に協力頂きありが
とうございました。
役員の方々に対しても、ご活躍にご苦労様でした。本協会は、業務団体として資質向上・
会員相互の切磋琢磨をもって会が成り立っていると思います。
法を遵守する事を基本理念として、設計業界を主働する会であって欲しいと思います。
最近、地質について調べる機会が有り静岡県の成り立ちについて述べたいと思います。
東中西と静岡県は、地学的にも三つに分類されています。
0.1 百万年～ 100 百万年の新四紀～白亜紀では東部の火山帯は、富士川－糸魚川－静岡構造
線で区分され、中西部は静岡構造線の西側に位置しています。
中西部は、十枚山構造線－中央構造線－それに光明断層－赤石裂線で構成されています。
この様に断層、活断層、地震断層より新第四紀地層が現代の地質で構成されています。一
度地質調査書を見る機会が有りましたら、その土地の成り立ちを把握されると良いと思い
ます。

伊村　善郎
中部支部　監事

　今年度で 2 年一期の役員も、4 年二期を務めさせていただき節目の年となりました。
中部支部会員の皆様、建築技術会の皆様のご協力をいただき、ゴルフコンペ、納涼大会、親
睦旅行と本年も多くの事業をさせていただきました。
そして協力会員の為に各社のＰＲ活動の場を設けていただき大変ありがとうございました。
この 4 年間を振り返ると本当に皆様に協力していただき、支えられてやってこれたことを感
謝しております。私にとっては会長という大役を務めさせていただいたことは、大変貴重な
経験にもなりました。会員同士の親睦も深まり、たくさんの仲間も作ることができました。
本当に事務所協会に入会して良かったと思えた４年間でした。
是非一人でも多くの方に事務所協会中部支部の良さをわかっていただければと願っておりま
す。
会員数も増え、これからもますますいろいろな事業に取り組み皆さんにとって実りのある会
になっていくことは間違いありません。
是非これからも楽しみながら、大勢の方に参加してもらえる中部支部になればと思っており
ますので、今後も引き続きご協力のほどよろしくお願いします。

望月　晴生
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

THE TUBE Shizuoka Association of Architectural Firms

監事あいさつ
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平成29年度 全体会議 総務会員委員会

　本年度は、５月１０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。
　昨年と同様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。
　議事も28年度の事業と会計の報告、29年度の計画と予算の説明とスムーズに進行し、春の親睦会では、新メンバーの紹介、
今回も少しでも被災地に貢献したいという思いで熊本産の商品を景品テーマに争奪しビンゴと楽しい時間を過ごす事が出来ま
した。
　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
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春の親睦会 総務会員委員会

THE TUBE Shizuoka Association of Architectural Firms

各委員会行事
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本会総会＆東部視察研修 総務会員委員会

　今年度の本会総会は三島プラザホテルで行うこととなり、中部支部ではバス1台をチャーターし約40名で参加しました。
　折角の東部視察ということで昼食は沼津港市場食堂街で新鮮な海の幸を堪能し、その後沼津駅北口付近のプラザヴェルデ
の建物視察を行ってきました。
　天候は暑くもなく、寒くもなく晴天とは言えないまでも雨も降らず気持ちの良い日となりました。
　沼津市場食堂街は３０店舗以上の食事処、２０店舗以上のお土産処、その他海産物販売など沼津港周辺のグルメスポットと
して整備され、深海魚水族館と共に観光スポットとして平日とは思えぬほど大変賑わっていました。

　昼食後は2014年に長谷川逸子氏が設計されましたプラザヴェルデの愛称で親しまれている「ふじのくに千本松フォーラム」
の視察を行いました。
　地域で愛されてきた「千本松原」をモチーフに景観、環境の調和を目指した設計とのことで、ホール内やエントランス、ロビー
などには千本の松をイメージする木のデザインが随所に見られとても興味深いものでした。

　午後3：00には三島プラザホテルへ入館し、今回のメインイベントとして現地集合のメンバーと共に本会総会への出席となり
ました。
　その後行われた懇親会では東部、西部のメンバーの方々とも親交を深めることができ非常に有意義な時間を過ごすことが
できましたことを心より感謝申し上げます。

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

各委員会行事
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岐阜県視察 日帰り旅行

　今年は、岐阜方面に向かい、「みんなの森　ぎふメディアコスモス」や、「多治見市モザイクタイルミュージアム」、「岐南町役
場」を見学しました。食事もご当地飛騨牛を堪能し、地元の主要産業であるタイル工場の見学も行いました。盛りだくさんの視
察研修できっと満足していただけたと思います。本年もたくさんの方にご参加いただき、ありがとうございました。

研修委員会

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

各委員会行事
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平成29年度 中部建築技術会主催ゴルフコンペ 中部建築技術会

　事務所協会に入会してから毎回幹事を務めております有限会社渡会工業の渡会です。
　入会当時の山崎会長に「今度ゴルフコンペをやりたいので、お前段取りしろ」といきなり振られ、設計事務所の先生方に失
礼が無いか心配で、組み合わせ、商品などの設営に苦労しました。当時から望月肇さんに協力して頂き、今まで問題無く済ませ
て来ましたが、最近は上手な方からも罰金を頂くルールなど、少しずつですが皆様に楽しんで頂ける設営をしていきたいと思い
ます。長期にわたり続いているコンペなので、何かの節目で海外とは言いませんが、県外遠征でのプレーなんか企画出来たら
良いかなと思います。

THE TUBE Shizuoka Association of Architectural Firms

各委員会行事
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平成29年度 夏の納涼親睦会 開催!!

　平成29年8月23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。
　天気にも恵まれ、過去最高200人近くの皆様方にお越しいただき感謝申し上げます。
　又、東部支部・西部支部からも多数ご参加頂き有難うございました。
　Arenui Tahiti(藤枝)のタヒチアンダンスのショーは、夏にふさわしい雰囲気を醸し出し、皆様のダンスへの参加もあり、評
判も上々でした。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。

総務会員委員会

THE TUBE Shizuoka Association of Architectural Firms

各委員会行事
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親睦旅行 「南国高知＆一生に一度ことひら」1泊2日の旅

　2017年9月8日(金)早朝6時42分総勢38名の参加者が名古屋方面行きのひかり号に乗り込みました。車内は平日ですので通
勤や出張で仕事に向かう人ばかりです。そこへ大きな声で「乾杯！」とこの旅は始まりました。ビールにハイボール、焼酎に日本酒
と酒量と音量がどんどん上がり車掌さんから何度も叱られました。まわりの皆さんごめんなさい。
　名古屋でのぞみに乗り換えあっという間に岡山へ到着、ここからはバスで四国を目指します。まずガイドさんから紹介がありま
した。「かわいい」と誰もが思う笑顔が素敵な19歳の大日南のぞみさんです。一生懸命勉強してきた名所や歴史の話をしてくれま
した。おかげでバスの中も飽きることなく楽しく過ごすことができました。
　四国に入り香川の琴平で名物の讃岐うどんを頂き、金丸座を見学し、金比羅宮の長い石段の参道をのぼりました。本宮まで
行った人、途中で断念した人も、みんな汗だくで疲れ果てましたがきっとご利益があると思います。
　バスは予定通り夕方4時頃高知城に到着し、江戸時代から現存する天守閣の最上階まで登りました。高知市内を一望できる絶
景は初代藩主の山内一豊も満足していたに違いありません。その後幕末のヒーロー坂本龍馬の生まれた町記念館を見学しホテル
に到着しました。

THE TUBE Shizuoka Association of Architectural Firms

各委員会行事
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　宴会は小説「陽暉楼」の舞台となった土佐老舗料亭「得月楼」の皿鉢料理で食べて飲んで遊んでと豪快な宴
うたげ

となりました。
仲
なかいがしら

居頭さんの「♪ベロベロの神様は〜♪」の音頭に乗せられ高橋支部長はじめみんな良い気分でベロベロになってしまいました。
　２日目は早朝より巨大な龍馬像が立つ桂浜を散策し、四国巡礼31番札所の竹林寺で厳かな苔の庭と納骨堂を見学し、高知市
内のはりまや橋近くで昼食を食べました。
　午後からは帰路の途中に徳島のかずら橋や大

お お ぼ け

歩危峡の遊覧船で舟遊びを楽しみました。
　バスはその後再び瀬戸大橋をわたり岡山に到着、ここでガイドののぞみちゃんとお別れです。みんなの姿が見えなくなるまで手
を振ってくれたのが印象的でした。
　今回の旅はとにかく坂道をたくさん歩いて、お酒をいっぱい飲んで、いろんな話を大きな声でおしゃべりし、大変楽しくにぎや
かな旅行となりました。最後に幹事役の望月会長の細かい配慮に感謝いたします。来年もよろしくお願いします。

THE TUBE Shizuoka Association of Architectural Firms

各委員会行事
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女性視点での建築事務所経営 業務委員会会

　９月１９日に開催されました講習会では、たくさんの方々のご協力を賜りまして誠にありがとうございました。本講習では、
内閣総理大臣賞をいただき日経アーキテクチャーにも紹介されました籠田淳子様をお呼びし、女性の活躍できる建築業界へ
の取り組みについて解説をしていただきました。いつもの講習会に比べて、女性の参加者が多かったことは、成果であったと思
います。それに反しまして、反省点としましては、講習会参加費の設定や案内文のキャッチコピーが悪かったせいか例年に比べ
て少ない参加者になったことは、反省点です

THE TUBE Shizuoka Association of Architectural Firms

各委員会行事
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「居場所の風景」～おもてなし建築、おもてなし空間～

　平成29年12月15日ペガサートにて東環境・建築研究所の東利恵先生を講師にお招きして「居場所の風景」をテーマに講演
会を開催致しました。星野リゾ－トで手掛けられた6つの作品（星のや軽井沢、星のや京都、星のや竹富島、星のや富士、星の
や東京、星のやバリ）を元に設計コンセプト「暮らしのなかに心地よい風景をつくる」について講演をして頂きました。
　「機能性・利便性を追求する事は、日々の暮らしにとって重要ですが、それだけを追求すると心地良さが失われる事がある。
美しいおもてなしの心は、暮らしの中に風景をつくり、その風景を含めた空間にこそ心地良さがある。」�と。「魅力ある建築・
空間」とは何かという問いに本講演がとても参考になったのではないかと思います。
　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。

都市委員会

THE TUBE Shizuoka Association of Architectural Firms

各委員会行事
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総務会員委員会平成29年度 冬の親睦会

　今回の冬の親睦会は、場所をフレックスミュンヘンにて12月15日（金）6：30PMより開催致しました。
　今年のアトラクションは、世界で活躍されているサンキュー手塚さんによるパントマイムショーでした。コミカルな動きの中に
ほっこりした笑いがあり、場の雰囲気を温かくしていただきました。
　短い時間でしたが、名刺交換・情報交換・懇親の場としても大いに活用されて頂けたかと思います。支部長とジャンケンゲーム
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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耐震委員会講習会

　2月22日の耐震委員会講習会「杭と地盤改良の選定方法と設計(現場)監理について」に多数の方にご参加頂き、誠にありがと
うございました。ジャパンパイル株式会社は杭について、株式会社テノックスは地盤改良について、専門家をそれぞれお迎えして
施工方法、管理方法のお話をして頂きました。また設計監理についてもポイントなどを聞くことが出来ました。この講習会で多少
なりとも実際の設計や設計監理の役に立てたらと思います。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」としての講習会は今回で終わりとなります。今まで耐震委員会の委員会、講習会等の活動に協力して下さった皆
様、ありがとうございました。

耐震委員長

THE TUBE Shizuoka Association of Architectural Firms

新入会員紹介
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平成29年度　第１回支部理事会
❶　日　　時

平成29年　４月13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
　　　会員拡大の協力をお願いします。

❹　審議事項
①第１号報告平成28年度委員会事業報告について
②第２号報告平成28年度収支決算書について
　例年並みでよい決算です。
③第４号報告平成29年度事業計画案について
　再度、細部確認！
④第５号報告平成29年収支予算書案について
⑤（一社）静岡県建築士事務所協会出向者について
⑥全体会議・春の親睦会内容等について
⑦来賓について
　流動的である。
⑧本会総会参加への視察研修について
⑨中部建築技術会主催親睦旅行の件について
　９月８日～９日決定　場所は後日検討する。

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 定期無料相談会日程表について　　　　　　〔資料９〕
② あんしん建築相談室（ミーナ葵）日程表について　　〔資料10〕

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
　９月19日講習会決定
④都市委員会
⑤技術委員会
　女性委員会立ち上げを念頭に置いて、何ができるか？
⑥耐震委員会
⑦広報委員会
⑧中部建築技術会

❽　監事所見
各委員会の幹事まで本会総会に出席するようお願いする。

平成29年度　第２回支部理事会
❶　日　　時

平成29年６月14日（水）　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
　　正会員　　①丹澤建設　丹澤　②アーキラボステラ　田原
　　協力会員　①三協立山アルミ　②森田硝子　森田
② 耐震診断及び耐震改修に係る業務料算定のための資料について
　　市町に対する見積参考である。近々ホームページに

アップします。
③ 今後の講習会等のスケジュールについて
　　全国大会（和歌山）　10.6

❹　審議事項
① 研修視察旅行について
　 岐阜方面で決定　8.2
② 中部建築技術会親睦旅行について
　 高知方面（９月８日～９日） 

③ 納涼親睦会について
　 ８月23日に決定（雨天24日）
　 場所は、松坂屋屋上ビアガーデン
④ 技術委員会視察について 
　 富士山世界遺産センターに研修申請書を申請する。

❺　会員拡大プロジェクト会議　
① 会員拡大について
　 ６月20日　事務所開設セミナーを開催します。

❻　報告事項
① 全体会議決算書について
② 春の親睦会決算書について
③ 本会総会視察（東部）決算書について
④ 中部建築技術会主催ゴルフコンペについて
　 ７月26日　ホロンゴルフ

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
　 中村拓志氏に講演依頼
⑤ 技術委員会
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平成29年度　第３回支部理事会
❶　日　　時

平成29年７月５日（水）　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　〔資料１〕
② 日事連全国大会（和歌山大会）への参加について　〔資料２〕
③ 「建築士事務所の管理研修会」に対する知事指定の要望
　 について　　　　　　　　　　　　　　　　〔資料3〕
　 日事連の事業、広く一般への周知
④ 既存住宅状況調査技術者講習の開催について　〔資料４〕
　 空き家対策、講師のための講習、支部から２人推薦
　 日帰り、交通費支給
⑤ 静岡県住宅振興協議会からの事務受託等について　〔資料５〕
　 本会担当、支部に協力要請あるかも
⑥ 耐震診断・耐震改修計画に係る業務料算定支援ツール
　 について　　　　　　　　　　　　　　　　〔資料６〕
　 民間はそれぞれだが官庁相手ではこれを採用してほしい
⑦ 『透明のレシピ』の寄稿のお願い　　　　　　〔資料７〕
　 物件をもっている人は協力してほしい
⑧ 事務所開設セミナーについて　　　　　　　〔資料８〕
　 知っている人がいたら声をかけてほしい
⑨ 木造耐火セミナーについて　　　　　　　　〔資料９〕
　 興味のある人はどうぞご参加ください
⑩ 2017年度建築文化研究会について　　　　　〔資料10〕

　 興味のある人はどうぞご参加ください
⑪ 平成29年度ふじのくに木使い建築ガレッジ受講者
　 募集について　　　　　　　　　　　　　　〔資料11〕
　 興味のある人はどうぞご参加ください
⑫ 今後の講習会等のスケジュールについて　　〔資料12〕

事務局夏季休暇について　平成29年８月11日（金）～16日（水）

❹　審議事項
① 業務講習会について　　　　　　　　　　　〔資料１〕
　 県、まりセン、商品サービスを前半、講座を後半
　 報酬の書き方を考える
② 都市委員会講演会について　　　　　　　　〔資料２〕
　 ストーりーの組み立て方を考える

❺　会員拡大プロジェクト会議
① 会員拡大について

❻　委員会報告
① 中部建築技術会親睦会について　　　　　　〔資料3〕
② 研修旅行参加者名簿について　　　　　　　〔資料４〕

❽　監事所見
今回の役員会は副支部長の欠席が多いことが気になりました。
これからは、出席してもらうよう、高橋支部長にも配慮し
てほしい

※ 次回支部役員会開催について
　 平成29年９月13日（水）　15：00～　役員会本会　事務局

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

❽　監事所見
多くの参加お願いします。
告示について定着させる努力をお願いします。

※ 次回支部役員会開催について
　 平成29年７月26日（水）　15：00～　役員会　本会事務局
※ 平成30年５月９日（水）　全体会議＆春の親睦会
　 グランディエールブケトーカイ

株式会社

野村商店Since1922

THE TUBE Shizuoka Association of Architectural Firms

理事会報告

21

theTUBE-107-CC.indd   21 2018/03/16   15:23



平成29年度　第４回支部理事会
❶　日　　時

平成29年９月13日（水） 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 次期役員会選考委員の設置について
③ 平成29年度公共団体等への要望について
④ 平成29年度「開設者・管理建築士のための建築士事務所
　 の管理研修会」について
⑤ 平成29年度既存住宅状況調査技術者講習について
⑥ 富士山世界遺産センター　企画書について
⑦ 今後の講習会等のスケジュールについて

❹　審議事項
① 技術委員会視察について
② 冬の親睦会について
③ 都市委員会講演会について
④ 告示15号配布について
　 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

❻　報告事項
① 研修旅行（岐阜編）決算書について
② 納涼親睦会決算書について
③ 未納者リスト
　 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 会員拡大委員会
⑨ 中部建築技術会

❽　監事所見
※ 次回支部役員会開催について
　 平成29年11月６日（月）　15：00～　役員会本会事務局
　 11月８日（水）を変更！

平成29年度　第５回支部理事会
❶　日　　時

平成29年11月６日（月）　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
　　　日事連会長が辞職
　　　会長候補として西部支部　（井上　泉氏）
（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
　 正 会 員　山本建築　（入会）
　 　　　　　ケンセイ二級建築士事務所（退会）
　 協力会員　ダイムワカイ・中田建材・青島ポンプ・
　 　　　　　スルガフロント・横山事務器
② 静岡県建築士事務所協会30周年記念事業の取組みについて

　 平成30年11月２日（金）　ブケトーカイにて
③ 静岡県教育委員会との災害復旧に関する協定の検討について
　 非常時契約事務ができないので協定締結必要
④ 建築関係団体新年会について
　 平成39年新年会は実施しない
⑤ 今後の講習会等のスケジュールについて
　 別紙

❹　審議事項
① 都市委員会講演会について
　 東理恵パンフレット資料・代表作　星のリゾート
　 12月15日（金）　午後3時30分～
　 ペガサートプレゼンテーションルーム６階
　 ＣＰＤ申請中です。
② 耐震委員会講習会について
　 平成30年２月22日（木）　ペガサート７階
　 杭と地盤補強の選定と監理構造だけではなく意匠に
　 対しての案内文面を考える

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
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平成29年度　第６回支部理事会
❶　日　　時

平成30年１月17日（水） 15：00～　本会事務局
役員会　終了後　新役員会予定者会　開催

❷　会　　場
本会事務局　大会議室 

❸　会　　議
（１）開会
（２）支部長挨拶（清水副支部長代理）
（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
　 正会員　166名　　協力会員　136名
② 静岡県学校施設に係る災害復旧協定締結方針について
③ 「建築家坂茂氏講演会」の開催について
　 200人程度
④ 次期役員候補の選考について
⑤ 第19回「人と建築」フォトコンテスト審査結果について
⑥ 今後の講習会等のスケジュールについて

❹　審議事項
① 静岡市まちかどコレクション2018事業計画（案）について
② 耐震委員会講習会について

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技術委員会視察決算書について
②冬の親睦会決算書について

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 都市委員会
⑤ 技術委員会
⑥ 耐震委員会
⑦ 広報委員会
　 「ザ・チューブ」原稿依頼
⑧ 会員拡大委員会
⑨ 中部建築技術会

❽　監事所見
皆で協力してください。
30周年、事務所協会は初心に戻って行政にもちかけるよう
になりたい。行政に対してのアピール。

※ 次回支部役員会開催について
　 平成30年3月７日（水）
　 15：00～　役員会　本会事務局

❺　会員拡大プロジェクト会議
① 会員拡大について
　 新入会員勧誘リストをメールでながしますので協力
　 お願いします。

❻　報告事項
① 中部建築技術会主催親睦旅行（高知）決算書について
　 望月会長から報告がありました。大勢の参加
　 ありがとうございました。
② 静岡県富士山世界遺産センター参加者名簿について
　 大型バス２台（８７名）の参加者です。
　 スリッパのみ持参！
③ 業務講習会決算書について
　 決算書について交通費の項目を作成すること。
④ 会費未納者リスト

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

　 参加者が少なかったのは、女性を全面に押すことに
　 なっていた為
　 参加費が高かった為
④ 都市委員会
⑤ 技術委員会
⑥ 耐震委員会
⑦ 広報委員会
　 11月22日～23日　鈴与菊川ガスプラント視察
⑧ 会員拡大委員会
⑨ 中部建築技術会

❽　監事所見
支部役員選考委員会をスタートします。メーリングリスト
にて出向者を承認してください。
視察の際、非会員を呼べないか今後考えてほしい。
一般の方を呼ぶ企画も考えたら良いのでは？

※ 次回支部役員会開催について
　 平成30年１月17日（水）
　 15：00～　役員会　本会事務局
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　この数年間は自然エネルギー発電施設に重点を置き視察を行って参りました。
　一昨年は太陽光を利用したメガソラー施設、昨年は水力を利用した水力発電施設、そして今回は農業残渣な
どを発酵させ生じたガスを燃料にして発電を行うバイオガスプラントを視察してきました。
　当初の計画では掛川城周辺の視察、小國神社参拝などを併せて計画しておりましたが生憎、天候に恵まれず
急遽予定を変更し掛川市内にある資生堂アートハウスを見学することとなりました。

『鈴与菊川バイオガスプラント』に行ってきました。
　恒例の『地域エネルギー施設を学ぶ旅』ですが、原子力、天然
ガス、太陽光、小水力に続き、今年はバイオガス発電施設です。
鈴与商事㈱様のご協力を頂き、菊川のつま恋リゾートにほど近
い『鈴与菊川バイオガスプラント』を視察させて頂きました。
同社では再生可能エネルギーに関する取り組みとして、未利用
バイオマスの研究を進め、同じ鈴与グループで食品製造業のエ
スエスケイフーズ㈱から排出される食品残渣、農業生産法人の
ベルファーム㈱から排出されるトマト残渣を活用し発電を行う”
バイオガス発電プロジェクト”に着手し、上記廃棄物のみならず、

地元の刈草や農業残渣も混合し、湿式メタン発酵により発生するバイオガスを燃料として発電を行っています。
　また、発酵処理過程で生じるメタン発酵消化液の農業利用や、発電で生じた排
気ガス（ＣＯ２＋ＮＯｘ）を回収し、不純物であるＮＯｘを除去した上で炭酸ガ
スとして光合成促進に利用する先進的な取り組みにより、未利用資源の地域循環
を図っています。
　地球温暖化防止活動の一環として、廃棄物の減容、エネルギーの有効利用によ
るゼロエミッションの実現を静岡県、菊川市、及び地元自治会と連携して推進し

ています。
近年、バイオガスプラントは各地に建設さ
れてきていますが、本施設ではメタンガス
を専用発電機で発電すると同時に、熱回収
とＣＯ２回収を組み合わせた『トリジェネ
レーション』の取り組みが行われ、全国でも
貴重な実証の場となっています。
従来の方法では膨大な処理費が掛かり、地
域にも地球にも大きな負担となる廃棄物を
有効に活用するバイオマスの施設。
食品製造業や施設農業において全国屈指の
地域でもある静岡県にとって非常に有意義
な存在であると感じました。

自然エネルギー発電施設　～バイオガスプラント視察～� 広報委員　　永田 章人

TUBE L・E・P 2018
鈴与菊川バイオガスプラント
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資生堂アートハウス
　掛川市役所から東海道新幹線を挟んで南側、資生堂掛川工場に隣接
する立地となります。
　言わずと知れた化粧品業界のトップメーカー資生堂が、近現代のす
ぐれた美術品を収集・保存、そして一般公開することを目的に建設され
た美術文化施設となります。
　設計は谷口吉生氏と高宮真介氏の両氏設計作品となり、谷口氏の初
めての受賞作品（日本建築学会賞）として有名な建物となります。

　鉄骨造2階建一部鉄筋コンクリート造　1978年（昭和53年）開館となる施設です。
　2002年にはリニューアルを行いより機能性を増したものとなっています。
　外観はあえて派手な演出はしていないシンプルなものでありながら、パラペット笠木やサッシ下水切などを
設けないエッジの効いたシャープな印象の建物でした。
　内部は順路に高低差を作るすることで変化を感じさせ、回廊には大開口を設けることで視覚的にも楽しめ、
小規模な美術館でありながらそれを感じさせない仕掛けがすばらしい建物でした。
　展示されている美術品は、東京銀座の資生堂ギャラリーを会場に開催されてきた「椿会美術展」や「現代工
藝展」などに出品された絵画、彫刻、工芸品となります。

　同敷地内には企業資料館も併設され、資生堂が創業した1872
年からの企業のあゆみ、ポスター、新聞広告、テレビＣＭ、化粧
文化などが観ることができ当時の自分と重ねながら懐かしい時
間を過ごすことができます。
　週末や仕事ついでに寄れる場所にこのような施設があること
はありがたく、ぜひ皆さんにも立ち寄ってもらいたい施設です。

舌鼓スポット
ランチは掛川市弥生町の『江戸菊』さんへ～
　周辺は住宅地ながら建物は新しく和風な店内も落ち着いた雰囲気でおいしく昼
食を頂くことができました。
　料理はお寿司屋さんだけあり、魚がおいしく茶碗蒸しや小鉢などがついて大変
満足な昼食となりました。来店者の評判も良くお奨めできるお店です。

お茶休憩は菊川市堀之内のサングラムカフェ（san grams）さんへ～
　日本茶を本格的に味わうならサングラムさんにぜひお越しください。
　お茶の種類は十数種類あり深蒸し、浅蒸し、かぶせ茶、粉茶、芽茶、
茎茶、ほうじ茶、玉露、抹茶などからお好きなお茶をチョイスします。
　お茶受けもうれしく、イングリッシュガーデンを眺めながらのんび
りとした時間を楽しむことができます。
　人気店だけあり店内はランチ時間を中心に込み合うようなので、ゆっくり楽しみ
たい場合はランチ時間をさけるのがベターかもしれません。
　ちなみに建物は第8回静岡県景観賞優秀賞作品で、小川博央建築都市設計事務所の
小川氏設計で建築雑誌『商店建築』でも紹介されました。
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平成29年度 新入会員入会リスト

平成29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

㈲丹澤建設 424-0013
静岡市清水区下野緑町5-9 丹澤光一 054-366-3838 054-366-4041

Archi-Lab Stella 426-0223
藤枝市清里1-27-16 田原国博 054-374-0209 054-374-0209

㈱WEST COAST 422-8057
静岡市駿河区見瀬78 S-2

バストン
デレック 054-208-5955 054-208-5956

山田誠一建築設計事務所 420-0841
静岡市葵区上足洗2-2-24-7 山田誠一 054-295-9895 054-295-9896

一級建築士事務所
山本建築

424-0029
静岡市清水区吉川209-1 ファミール狐ヶ崎102 山本崇之 054-364-7766 054-364-7766

会社名 住　　所 担当者 電話番号 FAX番号

森田硝子㈱ 421-0103
静岡市駿河区丸子7-1-28 海野弘文 054-257-9898 054-257-6852

㈱藤枝事務器商会 426-0027
藤枝市緑町2-2-8 一言久雄 054-641-3754 054-643-8189

㈱小池弥太郎商店 420-0922
静岡市葵区流通センター16 小池祐一郎 054-263-2280 054-263-6163

㈱きんぱら 421-0101
静岡市駿河区向敷地1434-1 金原大元 054-259-6643 054-259-6639

スルガフロント㈱ 422-8004
静岡市駿河区国吉田1-6-30 松芳秀和 054-261-3429 054-262-5474

㈱横山事務器 422-8067
静岡市駿河区南町1-13 風間雅貴 054-285-4165 054-285-4169

㈲中田建材工業 422-8046
静岡市駿河区中島995 望月昌仁 054-286-3281 054-286-3282

㈱ダイムワカイ 420-0804
静岡市葵区竜南3-17-22 望月篤仁 054-340-0011 054-340-0022

青島ポンプ工業㈱ 425-0022
焼津市本町6-14-10 青島一貴 054-628-2153 054-628-2156

菊水化学工業㈱
静岡営業所

422-8004
静岡市駿河区国吉田1-10-54 児玉亮二 054-655-5150 054-655-5151
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今年度も『the TUBE』を発行するにあたり、ご協賛頂きました皆
様方の多大なるご貢献に心より感謝を申し上げます。
支部長を始め副支部長、監事、各委員会及び委員長、事務局の皆様
にも大変お忙しい中、ご協力を頂き誠にありがとうございました。
次年度は創立3０年と言う節目の年となり、本会が益々活発に活動
する一年となりそうです。皆さんのご協力のもと、本委員会も各媒
体を活用し大いに広報活動に邁進していきたいと考えております。
引き続きよろしくお願いいたします。

広報委員会委員長　塚本　章博

広報委員会も今年で 10 年ほど務めさせて頂きました。ホームページ
と年間広報誌の 2 本立てとなってから早いもので 4 年目となります
が、このように充実した広報を実施している単位会の支部活動は全
国でも珍しいのではないかと思います。今後も益々中身の濃い広報
としていきたいと思います。塚本委員長はじめ委員の皆様、2 年間
の任期お疲れ様でした。

広報委員　永田　章人

一般ユーザーへ協会の活動内容などをホームページから微力ながら
情報発信の力になれればと思いました。
協会の情報更新を行うことで、少しづつではありますが身近に感じ
られるようになればと思います。

株式会社シズデン　代表取締役　増田　洋健

編集後記

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
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