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もの作りの楽しさ体験させる
事務局長 山口

悟

十勝支部

青年委員 山田

大樹

網走支部では支部創立60周年記念事業の一つとし
て、平成24年より市内の公園広場において親、保護
者と子供たちが一緒に巣箱作りの作業を行い、それ
を通して子供たちが野生動物の保護や、自然環境の
保護に関心を持ち、親子で一緒の共同作業の巣箱作
りで、親子の触れ合いを通して「もの作り」の楽し
さを体験してもらうことを行っています。
「建築士の日事業」としても昨年は７月７日に開
催しました。昨年は子供たち13名参加で保護者含め
て約30名、会員15名が参加しました。
組み立て、釘を打てるだけの巣箱キットに、日頃
「もの作り」に携わっている会員が親子に釘打ち、
組み立てのサポートをしました。完成した巣箱を会
員が脚立を持ってきて、公園の木々に取り付ける作
業も会員と親子で一緒に行います。
巣箱の取り付け様子を親子で見ていて、参加した
子供たちは、
「どんな鳥が巣箱に入ってくれるのか
な…？いつごろ、巣を作ってくれるのかな…？」と
親子で話しているのを見て、私たちは活動のやりが
いを改めて感じました。支部の継続事業として計画
しています。
昨年も継続事業として震災復興チャリティビール
パーティを開催して益金を義援金として日本赤十字
社に寄付しています。現在まで８回目となる高齢者
施設慰問活動として音楽コンサートの支援を続けて
います。

十勝支部青年委員会では毎年「建築士の日」の７
月１日前後に、帯広市内で開催される歩行者天国の
イベントに参加し、木工作作りを通じて建築士会の
ＰＲ活動を行っています。
初めて参加したのは、北海道サミットが開催され
た平成20年で、この時サミットでは、各家庭で電気
を消しローソクの灯りで、地球環境を考える「ガイ
アナイト」が提唱されたことから、それに使う目的
で、「ローソク立て」を歩行者天国参加者に作成し
てもらいました。
「ローソク立て」はランバーコアとビスで、子供
でも簡単に組み立てられるよう設計しました。出来
上がったローソク立てに子供たちは、建材屋さんか
ら無償で分けてもらった磁器タイルを夢中になって
貼っていました。中にはタイルを貼りすぎて重く
なって、持ち運びに苦労している子供もいました。
毎回、子供たちの親に建築士についての簡単なア
ンケートを取っていますが、結果を見ると建築士の
仕事や役割について、まだまだ世間の認知は低いと
感じています。
建築士や建築士会の活動を多くの人に知ってもら
うよう、今年も建築士の日の前後に、本事業を開催
する予定ですので、みなさん十勝に遊びに来てくだ
さい！

巣箱から小鳥が顔をのぞいているのを想像しながら…

製作風景
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「建築士の日」支部事業
各支部、工夫を凝らし行っています。他支部の事業も参考にしてみてはいかがでしょうか。
支部名 開催年月日

札

事

業

計

画

開催場所
ホテル札幌ガーデ
ンパレス

7/2（火）
18：30～

◆ビールパーティー
チケット販売予定数 1,200人分（例年 600～700人来場）
チケット １枚 2,500円（ビール・ソフトドリンク飲放題、軽食付）
その他お酒、イベントゲームコーナー、別途チケット販売

7/6（土）
9/28（土）

札幌市中央区
◆見学会「札幌の景観バスツアー」
札幌市資料館等、札幌市中央区を中心に古い歴史有る建物を貸し切りバスにより
見学する。

幌

千

歳

7/21（日）

◆Jazzストリート 出店
街の活性化に寄与することを目的とし、市内で開催されるイベントに建築士会千 千歳市
歳支部として屋台を出店する。

恵

庭

4/21（日）

◆えにわ住宅新築＆耐震・リフォームフェア
「かんたん“住宅セミナー”コーナー」にて、家づくりのポイントなどを解説

石

狩

函

館

6/28（金）

◆第26回チャリティ「ビア＆ダンスの夕べ」
会員の親睦と市民との交流を図り、
「建築士」の存在をアピールすると共に収益
金の一部を社会福祉関係まちづくり関係団体等に寄付をしている。

桧

山

7/7（日）

◆江差町かもめ島祭りの一行事（全道北前船競漕大会参加）
参加後、会員の懇親会を行う。
（かもめ島祭りのバーベキューチケット協賛購入）

小

恵庭市民会館

◆石狩新港インテリアタウン視察後、懇親会

江差町かもめ島

◆市内の幼稚園（１箇所）に木工品を寄贈し、園児と一緒に組み立てや塗装の作業
を実施する。

樽

◆建築士会の活動についてPRするため、ポスターの展示などを行う。
（検討中）
後

志

岩

内

余

市

古

平

7/1（月）

◆建築士会が地域に貢献できることを計画
◆第11回バードハウスDIY体験会

７月上旬

◆パークゴルフ大会
◆パークゴルフ大会

苫小牧

6/29（土）
10：00～
12：00

空

知

７月上旬

留

萌

７月予定

◆チャリティビアパーティー

6/28（金）

◆第26回チャリティビールパーティー
支部管内において良好な都市環境づくり、
人にやさしい住環境づくりをとおして、
北国の快適で豊かな街つくりに寄与し顕著な功績のあった個人・団体を選考し表
旭川北洋ビル
彰する。
寄付基金贈与
アトラクション・抽選会等

旭

川

士

別

2

◆地域貢献活動として道路の清掃ボランティア（支部設立60周年記念事業）
参加 会員30人を予定。苫小牧市明野南通りの歩道約２キロメートルの清掃

苫小牧市明野元町

◆建築士会空知支部岩見沢分会

第29回

ビールパーティー

岩見沢平安閣

◆建築士会空知支部滝川分会

第24回

ビールパーティー

ホテルスエヒロ

◆建築士の日ビールパーティー
・パネル展示 ・抽選会等
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支部名 開催年月日

事

業

計

画

開催場所

富良野

7/1（月）
予定

◆第26回「建築士の日」親睦ビールパーティー
士会会員、建設関連業界で働く人、友人家族の親睦を目的として開催
参加を予定。

上富良野

7/5（金）

◆「建築士の日」ビールパーティー
会員・家族の親睦ビールパーティー、抽選会など
参加者 会員・家族 200名

名

約200名

寄

◆名寄産業高校建築システム課の生徒を招いて現場見学会

十

勝

7/7（日）
7/21（日）
11：00～
16：00
（予定）

◆「帯広市まちなか歩行者天国」に出店し、建築士についてPR
建築士会の活動をわかりやすく一般の皆様に知っていただくこと、また広くは、
建築の仕事（もの創りの仕事）を次代を担う子供たちに体験していただき、未来
の建築士を夢見る子供たちを育てることを目的として、開催時期が夏休み期間中
ということもあり、木に触れて、木で物を作る楽しみを実感していただき、もの
創りの楽しさや建築の世界を身近に知っていただく為に「親子で作る木工作」を 帯広市歩行者天国
内（西２条通り）
出店。
材料はあらかじめカットしてあり、建築士会メンバーが補助し電動ドリルでビス
止めをおこなう。完成までの所要時間は15分程度で、小学生程度でも作成するこ
とが出来る。材料は約50個分用意してあり、テント内では同時に６人が作れる。
テント内には建築士会活動のパネルを何枚か設置して、建築士会活動のPRも行
う。参加料（材料費）として５百円を頂く予定である。

釧

路

8/3（土）
17：00～

◆ビールパーティー
道東ブロックパネルラリーや折り紙建築のパネルや作品の掲示を行う。

根

室

7/6（土）

◆焼肉懇親会

中標津

6/29（土）

◆第18回建築士の日記念植樹祭・会員交流会

標津町

◆高齢者入所施設へのライブ演奏による、音楽慰問への助成、協力活動

網

北

紋

走

７月予定

見

7/13（土）
18：30～
20：30

別

７月予定

◆「親子で巣箱を作り取り付けよう」
平成24年からの継続事業、今年で２回目。
子供達が巣箱作りを通して、野生動物の保護、自然環境の保護に関心を持ち、親
子での巣箱作りで、もの作りの楽しさを体験してもらい、もの作りの達成感を親
子で体験してほしい。日頃、もの作りに携わっている建築士会会員が指導して、
親子の共同作業にサポートしていきたい。完成した巣箱を林の木々に取り付ける
作業も親子で一緒に行う予定。
参加対象：およそ６歳程度～12歳まで
親子で参加募集
◆2013（一社）北海道建築士会北見支部ビールパーティー
市民と建築士会の交流・親睦を深めることを通じて、
建築士会の普及啓発を図る。
北見経済センター
会員相互の交流・親睦を深めることを通じて、
建築士の資質・技術の交流を図る。
地域貢献活動の一環として収益金の一部から福祉施設へ車椅子の贈呈をする。
道立オホーツク流
氷公園内「まきば
の広場パークゴル
フ場」
（予定）

◆第14回支部長杯パークゴルフコンペ

◆北門神社祭の御輿徒業に地域貢献活動・建築士会のPR活動として毎年参加して
おり、今年も参加予定。

宗

谷

7/5（金）

＊記載のない支部は、「建築士の日」事業予定は未定です。
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「建築士の日」本部事業

市民アンケートに見る

士会活動の認知度低い…もっとＰＲを！
ま す。 設 問 ９ と10の 建 築 士 会 と 士 会 活 動 に つ い て
29％、20％と認知度が非常に低くなっています。
これらの結果から判断すると、建築士はほぼ認知さ
れているが、建築士会はほとんど認知されていないこ
とが窺われます。イベントに参加頂いた方々からは、
概ね高評価を頂きました。建築士会及び活動を広く一
般市民に理解頂くには、単一委員会のイベントを発展
させ、各委員会横通しした合同イベントを開催し、大
きくＰＲしたいものです。

昨年の建築士の日に青年委員会が、札幌駅前通地下
歩行空間（チ・カ・ホ）で建築士会活動のＰＲや、子
どもたちに未来の建築士を目指してもらうためのイベ
ントを開催しました。その機会に来場者341名の内104
名からアンケートを頂きました。貴重なご回答を頂き
ましたので、ここに紹介し今後の活動に役立てていき
ます。
設問４の建築士の知名度は97％とほぼ認知されてい
ます。設問５の建築士の日は93％と圧倒的に知られて
いません。設問７の建築士の仕事は95％とそこそこ認
知されていますが、設問８で94％が設計と回答してい

平成24年度

建築士の日イベント

青年委員会担当副会長

建築士に関するアンケート

青年委員会

吉木

隆

（ ）
内は○％

１．どちらからお越しですか。

札幌82、その他22

総計104

２．性別を教えてください。

男性28、女性76

総計104

３．年齢を教えてください。

10歳以下３、10代４、20代６、30代30、40代34、50代５、60歳以上22

総計104

４．建築士とは何かご存知でしょうか。

知っている59
（57）
、何となく知っている42
（40）
、知らない３
（３）

総計104

５．７月１日は建築士の日であることを知っていますか。

知っている７
（７）
、知らない97
（93）

総計104

６．本日行われている建築士の日のイベント、どのように思われましたか。
とても良かった43、良かった50、普通８、良くない０、その他３

総計104

７．建築士の仕事を知っていますか。

総計104

知っている35
（34）
、何となく知っている64
（61）
、知らない５
（５）

８．下記の中で、建築士の具体的な仕事と思うものはどれですか。
（複数回答可）
設計98（48）、現場監督48（24）、確認審査40（20）
、棟梁３、教育者13、その他１

総計203

９．建築士会とは何かご存知でしょうか。

知っている12
（12）
、何となく知っている18
（17）
、知らない74
（71）

総計104

10．建築士会の活動をご存知でしょうか。

知っている５
（５）
、何となく知っている16
（15）
、知らない83
（80）

総計104

11．建築士に何か聞きたいことがあれば教えてください。
・何が一番大変ですか？
・自然（再生）エネルギーについて
・１級、２級、木造建築士の違いは？
・借家のサッシュ周囲の結露がひどい（換気はしている） ・売れてますか？
・家屋の強度を保つには？
・リフォームではどのくらい建築士の裁量が活かせるのか知りたい
・耐震の相談等も建築士の範囲なのでしょうか
・思い切った設計を！
12．何かご意見ご要望があれば教えてください。
・もっとＰＲしてください
・子どもが楽しんでいました。ありがとうございます！
・楽しいイベントでした
・日本の建築耐用年数が更に長くなるような頑丈な建築づくりを望みます
・子どもが楽しめたようなので良かったです
・依頼したことがあるが、現実な対応ではなく説明不十分であった。資格者の人柄がわからない
・このイベントも７月１日だけではなく他の日でも開催するべきだと思う
・テレビの建てられるのですか？すばらしいやつ‼
・初めての企画ということでしたが、とても良いと思います。来年以降も是非、開催してください
・ありがとうございました

建築士のお仕事体験の子ども達（理想の家を描く、折り紙建築、ブロック玩具でまちづくり）
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ご褒美の通貨で模擬店で買い物

道士会の動き

平成25年度

第三・四期

建築士定期講習

受講案内（予定）

平成20年11月28日施行の改正建築士法により、建築士事務所に所属するすべての建築士は、登録講習機関が
行う定期講習を３年以内ごとに受講しなければなりません。建築士事務所に所属する方で、平成22年度（平成
22年４月～平成23年３月）に建築士定期講習を修了した方及び平成21年度以前に建築士試験に合格し建築士と
して登録した方でまだ受講していない方は、平成25年度中に当該建築士定期講習を受講しなければなりません。
開

催
地
札 幌 市
函 館 市
帯 広 市
室 蘭 市
釧 路 市
旭 川 市
北 見 市
苫小牧市
中標津町
稚 内 市
札 幌 市

開
催
日
平成25年10月23日
平成25年10月23日
平成25年10月24日
平成25年10月30日
平成25年11月６日
平成25年11月13日
平成25月11月21日
平成25年11月28日
平成26年２月19日
平成26年２月28日
平成26年３月頃

講
習
会
場
北海道第二水産ビル
北斗市総合文化センター
十勝産業振興センター
室蘭市市民会館
釧路市生涯学習センター
旭川市民文化会館
北見市民会館
苫小牧市民会館
ウエディングプラザ寿宴
稚内総合文化センター
未定

定

員
300
80
50
50
80
80
50
50
50
50

※受付期間等の詳細は、８月上旬頃にご案内いたします。
※受講案内、受講申込書の郵送も行っております。本部事務局（011-251-6076）までお問い合わせください。
〈講習会受講料割引のお知らせ〉
本会が開催する定期講習を受講された方へは、北海道建築士会本部が主催する講習会を対象に受講翌年の３
月31日迄有効な割引券（受講は１回限り）を発行します。
※割引券は、定期講習当日に配布します。
◆割引額 会員 2,000円
会員外 1,000円

道本部主な委員会・会議報告
◆第２回総務委員会
５月11日（土）
１）会長及び連合会会長表彰について
２）支部消費税の算定方法について
３）支部の会計処理について
４）平成25年度全道大会（恵庭大会）について
５）その他
◆第３回理事会
５月24日（金）
〈議題〉議題はすべて承認済み
１）平成25年度一般会計事業報告及び収支状況報告
（３月末）について
２）平成25年度特別会計事業報告及び収支状況報告
（４月末）について
３）ヘリテージマネージャー特別委員会の設置（案）
について
４）第38回全道大会（恵庭大会）の実施計画（案）に
ついて
５）第38回全道大会（恵庭大会）の決意文（案）につ
いて
６）
（公社）
日本建築士会連合会会長表彰推薦者（案）
について

７）（一社）北海道建築士会会長表彰（案）について
８）継続的な能力の開発の促進に関する規則に基づ
くプログラム審査評議会評議員及び専攻建築士審
査評議会評議員の委嘱（案）について
９）平成26年以降の本部及び支部の予算科目の統一
（案）について
10）支部消費税の算定方法について
11）定款第７条に基づく会員の入会承認（案）につい
て

道本部の主な行事予定
◆支部長・事務局長会議
６月１日（土）
◆第２回被災地応急支援特別委員会

６月15日（土）
◆建築士の日イベント（青年委員会）

６月22日（土）・23日（日）
◆第１回社会貢献検討委員会

６月22日（土）
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青年・女性の窓
カラーブロックで街並み作り
道東Ａブロック（釧路支部）

60

金子ゆかり

委員会活動はアンチエイジング
道東Ｂブロック（斜里支部）

川勝美由紀

道東Ｂブロックは、北見19名、
美幌２名、網走３名、斜里１名で
活動しています。しかし全員集ま
る事が出来ず、自分の企画力の無
さに申し訳なく思っています。
私が就職した当時は、女性委員
会が無く、九州から北海道に引越
して来て、女性委員会を知りまし
た。そして、自分も活動が出来る
事を有難く思います。こうして出
来るのも当初から、会を築きあげ
て来た方々の頑張りと努力があっ
たからこそ！そして共に支え合っ
て来た方々に感謝です！
今年も色々な事業に沢山の方々
が、準備されています。その中に
自分が出来る事が一つでもあれば
嬉しいですし、行事に参加するだ
けよりも、心にもご褒美があるよ
うな気がします。そして、これか
ら若い人たちの活動を応援して行
けたらと思っています。
昨年は、全国女性建築士連絡協
議会、ビールパーティ、道東湯け
むりサミットにも初参加させてい
ただきました。
その中の催しの為、
寝る間も惜しまず準備されてい
て、参加者を楽しませたいと言う
気持ちが伝わってきました。温か
く迎えていただき楽しいひと時を
過ごす事が出来ました。そんな中
で出会った方を通して、連絡が途
絶えていた人との再会や、思わぬ
出会いに繋がりがもてました。本
当に出会いに感謝です。委員会活
動でのふれあいは、私にとって心
6
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のアンチエイジングかも。
人生いつ、何処で何があるかわ
かりません。他の人には何でもな
い事でも幸せに思えれば、これ又
ラッキーです。
普段の仕事の合間に、時間がも
てたら、色々と参加されたらいか
がでしょうか？そして、明日への
パワーになれば喜びです。
「故郷は遠くにありて思うも
の」と思っていましたが、遠くに
思うのは距離だけで、心を近くに
持っていれば、遠くに居る友とも、
昨日会ったように出会える気がし
ます。出会えなくなった人にも、
笑顔を思い出して！

7/26・27開催

しれとこねぷた

今年はブロック活動を、斜里の
ねぷた（7/27）に合わせて集いを
予定しています。遠くの方も観光
のついでに声をかけて下さい。

釧路支部では毎年「くしろ安心
すまいフェア」という北海道釧路
総合振興局主催のイベントに協力
しています。今年も２月16日、安
全な建物で安心した暮らしをする
ためのヒントをゲームや体験学習
を通して子供達に学んでもらおう
とイベントが開催されました。
女性委員会が担当したのはカ
ラーブロックを使って「おうち」
を作るコーナーです。会場の床一
面に色とりどりのブロックを広
げ、参加した子供達に自由な発想
で建物を作ってもらいました。
自分で作った「おうち」を、会
場内にある「分譲地」に不動産屋
さんに扮する担当者の手を借りて
並べて行くのですが、作り方に
よっては移動中に分解してしまう
ため、どのようにブロックを組み
合わせれば丈夫な建物になるのか
も、考えなければなりません。こ
こで、少しでも建物の「安全」に
ついて考えてくれるかな？と、淡
い期待を抱きながら、暖かく見守
る（手は出しません）私達でした。
会場には長時間かけて作成され
た超大作をはじめ、個性溢れる建
物がギッシリのカラフルな町が出
現！参加した子供達・スタッフ共
に和やかに楽しめる事業でした。
最後になりますがブロックを貸
して下さった旭川青年委員会の皆
様、本当にありがとうございまし
た～‼

※昨年、網走支部に１名の若い会
員さんが増えました。建築士会
の希望でもあります。これから
も他の支部でも会員さんが増え
るといいですね！
入会お待ちしています！
すごい集中力の子供達

支部だより

室蘭支部

根室支部

事務局忙し過
ぎます

保育所修繕

支部長

青年部会長

支部長

村上

西塚

半崎

敏裕

我室蘭支部には、年に四回の酒
宴の機会があります。総会のあと、
夏のビアパーティー、秋の全道大
会に合わせた一泊研修旅行（施設
見学）そして忘年会です。いつか
らそうなったのかは、わかりませ
んが、
支部も昨年創立60年を迎え、
歴史の重さを感じるところです。
研修会を除く３回は、ゲーム、抽
選会を余興として企画、景品は予
算の中と各会社から提供していた
だいています。
先日苫小牧の新しい北村支部長
と話す機会があり、支部の事を聞
かせてもらいました。飲み会は、
年１回総会の後の懇親会のみとの
事、少々驚きでした。
親睦会も士会の大切な行事の一
つでありますが、会員の負担も考
えると、見直しも必要な時期に来
ている事も事実でしょう。
３年後の平成28年、全道大会が
ローテーションによると、室蘭と
なりそうであります。ちなみに、
前回の室蘭大会は今から14年前の
平 成11年 で し た。 当 時 の 会 員 数
は、276名、現在178名、賛助会員
66社、現在42社と大変な減少であ
ります。
室蘭支部の実動事務局も、市役
所の中から、私の個人の事務所に
移り、丁度一年がたった分であり
ます。とにかく、忙し過ぎるの一
言。本部からのメールが、いやお
うなしに届く。事務局長、事務局
員は、我事務所のスタッフ、本業
を中断して、対応、悲鳴をあげた
い程である。
他の支部の皆さんは、どうして
いるのでしょうか。

晃仁

根室支部青年部会では、毎年地
域ボランティア活動として、市内
の保育所修繕を行っています。こ
の奉仕活動は、「根室工事業組合
青年部」が長年行ってきた活動で、
平成17年より「建築士会根室支部
青年部会」が引き継ぎ、今年で９
年目になる恒例のボランティア活
動です。事前に各保育所から要望
を聞き取り、現地にて確認調査を
した後、市から支給してもらう材
料を使用して、今年も３月に会員
が市内の保育所４カ所に分かれ
て、作業に当たり汗を流しました。
作業内容としては、棚板の設置、
机・椅子の補修、ハンガーパイプ
の取付、すのこ製作、建具調整な
どです。部会員の中に大工等の技
術者が多いことから、当日は予定
より早く作業を終え、事前に聞き
取りした要望以外の部分も点検・
補修してきました。
毎年、作業終了後に慰労を兼ね
会員の親睦会を図る場を設け、会
員同士の交流も深めております。
しかし、年々支部会員数も減少
しており、今年度は21名まで減少
しましたが、会員の協力のもと無
事、今年度も保育所修繕を実施す
ることが出来ました。いつまでこ
の奉仕活動を継続出来るか、支部
青年部会存続の危機等の不安もあ
りますが、少人数ながら「地域に
貢献する建築士会」としてこれか
らも継続したいと思います。

名寄支部
支部活動
「あらたな芽ぶき」
春雄

３月に名寄産業高校 建築シス
テム科の生徒を対象とした支部事
業を関係教職員と企画を練って開
催した事業の一端を紹介させて頂
きます。
昨秋に新規事業として建築性の
ある講演会を開催したいと事業検
討を行っておりましたが、結果的
には、管内高等学校 建築システ
ム科の生徒対象とした建設現場見
学会のみで終わってしまいました。
総会終了後、事業の創出を考え
ていたところ、産業高校 建築シ
ステム科科長より、１､ ２年生の
生徒たちを対象に将来社会に出て
建築を目指す子たちへ各分野で働
いてる人たちの職能・職域に関連
した講演会的なものをしてもらい
たい。そんな依頼を受けて、支部
検討しなんとか希望に添えないか
打合せし実現させた所です。
この企画に参加してもらった行
政担当者・設計者・建築会社勤
務・会社経営者等、それぞれの立
場における職能・職域を車座・座
談会方式で開催させて貰いました。
今後も、この様に地域に関わり
をもちながらまちづくり参画へと
活動貢献して行ければと思ってい
るところです。
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information
募集期間を延長いたしました

ＣＰＤ認定プログラム（５月認定）

平成25年度

（一社）北海道建築士会会員作品の募集
会員の創意と技術に満ちた作品を紹介することで、会員
の技術力向上とこれを起点としたコミュニケーションによ
る士会活性化を目的とした作品展です。多くの会員の応募
をお待ちしています。
応募対象
①対象建物 平 成21年以降に竣工し、検査済証の交付を受
けた建物で、その用途、規模等は問いません。
ただし、確認申請を要しない建物は、検査済
証は不要です。
②対 象 者

本 会の正会員（応募建物の設計、及び施工管
理者等、責任ある立場で建築に携わった者に
限ります）

③応募作品 １人若しくは１グループで１点とします。
所有者等の了解
予め所有者、管理者等の了解を得てください。
応募締切および提出先

◆建築士向けセミナー「専攻建築士になろう！」
《日程及び会場》６月６日（木）
18：30～19：30
北海道建築士会 会議室
《単位数》
１単位
《問合せ先》 （一社）北海道建築士会札幌支部
℡ 011-232-1843
◆建築士の日イベント
「札幌の景観バスツアー 中央区編」
第１回
《日程及び会場》７月６日（土）
10：00～16：45
第２回
《日程及び会場》９月28日（土）
10：00～16：45
札幌市中央区
《単位数》
５単位
《問合せ先》 （一社）北海道建築士会札幌支部
℡ 011-232-1843

平成25年７月31日（水）必着
［提出先］

各支部からのおしらせ

〒060-0042 札幌市中央区大通西５丁目11番地大五ビル６Ｆ
（一社）北海道建築士会
TEL：011-251-6076

事務局

〈札幌支部〉

FAX：011-222-0924

応募資料
①申 込 書 所 定の申込書を本会ＨＰからダウンロードし
て記入してください。
②提出資料

図 面（平面図・断面図・配置図等）及び完成
写真（内・外装）等の画像データ３点と上記

また、その中から４点程度を選考し「北海道建築士№194」

ホテル函館ロイヤル

図書案内
実務に
役立つ

実務に役立つ
建築法規解説2012

建築法規解説
２０１２

新しい動き ●建築基準法施行令の改正について
●規制改革等の要請への対応について

編集＝全道建築行政連絡会議
◎第46回建築基準法講習会テキスト
◎Ａ５判 ◎定価：3,150円

（平成23年度北海道赤レンガ建築賞受賞建築物）

http://www.h-ab.com/

全道建築行政連絡会議

編 集 後 記
今年は肌寒い日が続き、春の記憶もおぼろげですが、皆さん
の住む地域は今どんな季節なのでしょう？
さて、今月は支部事業にスポットをあてて企画・編集しまし
たが、これからは皆さんの支部でも様々なイベントが増えてく
る季節かと思います。事業の大小に拘らず、地域と共に活動す
るのはとても有意義なことですよね。
本紙面やホームページが、皆様の活動のヒントになれば幸い
です。
※情報委員会では、士会活動の提言等、寄稿をお待ちしてい
ます。
情報委員会
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ホテル札幌ガーデンパレス

0138-27-6858

６月28日（金）18：30～

※詳細は、北海道建築士会ＨＰをご覧ください。
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℡

第26回チャリティ「ビア＆ダンスの夕べ」

に掲載します。
ＨＰ

011-232-1843

７月２日（火）18：30～
〈函館支部〉

申込書を、CD-ROMに記録して提出してくだ
さい。（応募作品は返却しません）
作品掲載
応募作品のすべては、本会ホームページに掲載します。

℡

第21回建築士祭り

森田ゆう子

情報委員会委員長／岡田
隆
副委員長／三浦
浩・天城
委
員／森田ゆう子・岡田
用田 史門・高松

北海道建築士

秀典・神田
光弘・山下
徹・道塚

光英
聡
勉
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