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「全道から青年建築士70名が一堂に」

全道青年委員会連絡会議
本部青年委員　原　　　一　彦（旭川支部）

　３月25日（土）教育文化会館研修室にて、平成29
年「全道青年委員会連絡会議」を、北海道建築士会
の各支部青年委員長をはじめとする全道の青年建築
士が70名の参加で開催しました。会議は、一年間の
青年委員会の事業方針、事業計画及び予算について
報告するとともに、地域社会の期待に応えられる建
築士の育成を目的とした研修会等を行い、青年層の
資質の向上を図る場としました。今回は、「ひろげる」
というキーワード（地域や一般の人達に建築及び建
築士会を広めていく）を実践していく為の意識向上と、
ヒントの持ち帰りを目的とした研修会を行いました。

□連絡会議
１．事業方針　　「ひろげる」
　昨年からの方針「ひろげる・つなげる」の本年は
「ひろげる」というキーワード（地域や一般の人達
に建築及び建築士会を広めていく）を実践していく
為の意識向上を説明しました。

２．事業計画
①「全道青年委員会連絡会議」の開催
・開 催 日　３月25日（土）
・開催場所　教育文化会館 研修室
・参集規模　全道各支部 100名
②「青年建築士の集い」の開催
・開 催 日　５月20日（土）
・開催場所　苫小牧市（道南ブロック）
・参集規模　全道各支部 100名
・内　　容　地域実践活動発表選抜選手権 他
③建築士（会）周知イベント
・開 催 日　６月17日（土）・18日（日）
・開催場所　�新さっぽろアークシティーサンピア

ザ 光の広場
・参集規模　一般市民 1,500名
・内　　容　�建築士（会）のＰＲや、将来を担う子ど

もたちに建築について興味をもっても
らうことを目的に、一般市民（子ども）
を対象とした建築のお仕事体験イベン
トや、建築関連セミナー、建築士会活
動のパネル展示を行う。

④全道大会青年サミット及びＣ分科会の運営
≪全道大会青年サミット≫
・開 催 日　９月29日（金）
・開催場所　倶知安町
・参集規模　全道各支部 100名
・内　　容　親睦を深めるための懇親会

石塚青年委員長による説明

連絡会の様子
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≪全道大会Ｃ分科会≫
・開 催 日　９月30日（土）
・開催場所　倶知安町
・参集規模　全道各支部 80名
・内　　容　検討中

□研修会
【第一部　各支部活動報告会】
　各支部青年委員長に支部の活動についての報告を
行ってもらい、各支部の活動を認識することで、こ
れからの自分達の活動のヒントを得ると同時に、青
年委員長の顔と名前を憶えてもらうことも狙いの一
つとしました。各支部の会員減の現状や予算、アイ
ディアを出し合って活動していること、他団体と共
同で活動していることなど、報告書だけでは伝わら
ない部分などが伝わりました。
○�支部で行っている活動について、写真を使って紹
介してもらう。
○持ち時間は、３分。
○使用するデータは写真のみ。

【第二部　全国大会（大分大会）
地域実践活動発表会のVTR鑑賞会】

　昨年の全国大会（大分大会）で開催された地域実
践活動発表会の模様を、北海道の青年の皆様にも体
感してもらいました。北海道から全国大会に参加出
来る人は数少ない為、実際に全国でどのような活動
が行われているのか、ということについて分からな
い人が多いのが実情でしたが、全国各地で行われて
いる、地域を巻き込んだ活発な活動を目の当たりに
することで、これからの活動の刺激やヒントになる
ような鑑賞会になりました。

【第三部　各ブロックに分かれての意見交換会】
　今後のブロック活動において、「ひろげる」とい
うキーワードをどのように組み込んでいくか・・・
ということについて、各ブロックで意見交換をおこ
ないました。支部単位ではできないこともブロック
で協力するといった意見もあり今後の活動がさらに
活発になりそうです。最後に各ブロック長より、ど
のような意見が出たかの発表を行ないました。

□懇親会
　近年恒例の建築士クイズを行いました。大変盛り
上がりました。
　最後に「ひろげる・つなげる」のとおり、建築士
会活動に参加するたびに建築士の仲間が増えること
を実感しています。ぜひたくさんの若き建築士も参
加していただきたいです。

全道大会後志大会の案内

各支部からの活動報告の様子

各ブロックに分かれての意見交換の様子

全道青年建築士の面々
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　総務委員会
　委員会報告 

　副委員長
　大原　公子（札幌支部）

　毎年、春になると「今年の夏は
暑いのだろうか」、秋になると「今
年の冬は雪が多いのだろうか」そ
んな思いを繰り返し六十数余年、
私事ではありますがこの３月末日
をもって現役を引退（退職）しま
した。
　建築士会は建築士として仕事や
活動をしている人々の中核となる
場所だと考えていますので、私は
退職をしますが、建築士であると
いう自覚だけは持って活躍できる
時に備えて日々精進して行きたい
と心を新たにしています。後は、
総務委員会に“面白いこと”を考
えて貰って、我々高齢組を活用し
てくれることを期待します。
　委員会報告ですが、４月15日に
開催した委員会の主な議題を紹介
します。
１）全国大会の大会テーマ
　平成31年開催の北海道大会（函
館）の大会テーマに18件の応募が
あり、今後、実行委員会で検討し、
９月には理事会で決定する予定と
なっています。
２）全道大会（後志大会）
　９月30日（土）に倶知安、ニセコ
で開催します。分科会、宿泊等の
詳細は７月号本会誌に掲載される
予定です。来年の士別大会は10月
６日の予定です。
３）建築士会会長表彰
　表彰規定改正により、「会員歴
30年以上表彰」が新設されるなど
対象者の拡大が図られました。現
在、18支部から30名の推薦があ
がっています。30年以上表彰者に
は「記念徽章」が贈呈されます。
　デザイン等はタスクフォースを
編成し検討し、５月中に決定しま
す。

　女性委員会
　 全国の女性建築士

の動き
　副委員長
　新海　直美（札幌支部）

　都道府県ごとに設立されている
建築士会を束ねている建築士会連
合会。その中にも女性委員会があ
り、私は2016年７月より北海道の
担当委員となっています。委員会
は全国各地から10名の委員で構成
されていますが、小樽支部の本間
恵美さんが副委員長をされていて
とても心強いです。
　連合会女性委員会の活動は、大
きくふたつです。ひとつは全国大
会交流セッションの担当、もうひ
とつは全国女性建築士連絡協議会
（略称：全建女）の運営です。全
建女は年に一度、全国から500名
程の女性建築士が集うイベントで
す。委員はそのためのテーマを考
え、基調講演をどなたに依頼する
かを決めたり、分科会の内容を全
国の活動報告から選び、実際に取
り組んでいる方に発表して頂く準
備などを行っています。全国の女
性建築士の多様な取り組みを目に
するのは大変面白く、活動のヒン
トや新しい動きなどを知ることが
でき、貴重な体験が出来ているな
と感じています。
　今年の全建女は７月15・16日東
京で開催されます。テーマを「未
来へつなぐ居住環境づくり“和の
空間を考える”」とし、１日目は
全体会として中川武先生の基調講
演と被災地を含めた活動報告、２
日目に分科会の構成となっていま
す。全体会では北海道の住教育活
動報告も決まっており、全国の方
に紹介の機会が頂けてとても嬉し
いです。８つの分科会では、既存
ストックの活用や防災、まちづく
りなど様々なテーマの取り組みが
発表されます。これから会報誌で
ご案内となりますので、興味を持
たれた方は是非、ご参加ください。

　被災地応急支援委員会
　委員会活動 

　委員
　土田　浩貴（上富良野支部）

　被災地応急支援委員会の委員と
して１年と半年が経ちました。昨
年度は北見市で開催した机上訓練
で講師として参加し解説を経験し
ました。解説と言うより自分自身
の勉強になりました。
　今年の３月に１回目の委員会も
終わり、６月には地元上富良野支
部での机上訓練が予定されてます。
　また７月には青年委員会道央ブ
ロック協議会に合わせて、小樽市
での机上訓練、10月には新ひだか
町でDoHUG避難所運営ゲーム
（Do�北海道　H�避難所　U�運営　
G�ゲーム）を建築士会会員、新ひ
だか町役場、町内会の方々を交え
ての実施予定となっております。
DoHUGは昨年の全道大会（室蘭
大会）で青年委員会の分科会でも
行いました。
　数々の予想もできない出来事が
カードに記載されていて１枚ずつ
クリアーしていかなければならな
いというのは実際にそういう場面
になった時も同じことなんだろう
と思いながら、避難所を運営する
時はもっと沢山の色々な出来事が
あるかもしれない。それを事前に
体験することによって生かせる場
面があれば、たかがゲームでの体
験ですが頭の片隅にでも記憶とし
て残っていれば、いつかは役に立
つかもしれません。各自治体に配
布されていると思いますので、
カードを見てみるだけでもいいか
もしれません。
　応急支援委員会では今後も机上
訓練やHUG等で全道の支部さん
のところにお邪魔するかと思いま
す。その時は是非参加してみては
いかがでしょうか。

実行委員会報告
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防水技術セミナー報告

　2017年３月29日に東西アスファルト事業協同組
合、北海道防水改修事業センター、田島ルーフィン
グ株式会社主催による「防水技術セミナー2017� in�
札幌」が東札幌にある北海道職業能力開発支援セン
ターにおいて開催されました。満席になるほどの盛
況振りでした。
　セミナーの内容は、アスファルト防水の寒冷地で
の納まりや防水の下地処理に関する座学と、防水施
工のデモンストレーションの２本立てでした。
　座学によるセミナーには機会があれば参加してき
ましたが、実演のあるセミナーが札幌で開催される
ことは稀でしたので今回のセミナーはとても興味を
持って参加しました。
　まず座学の前半では、アスファルト防水の変遷に
ついての説明から始まりました。建築業界の動勢を
交えながら防水の歴史概要が説明された後、各防水
工法の特徴が説明されました。
　特に興味を持ったのは無釜型アスファルト防水工
法（BANKS工法）です。他の工法による防水の耐
用年数が15年に対して25年と10年長いため年単価が
抑えられることや、使用材料の半減により運搬作業
の省力化を図れることに興味を持ちました。
　休憩を挟んだ座学の後半では改修工事における防
水の各工法の特徴について劣化事例を交えて撤去工
事と下地処理工程について説明がありました。
　特に参考になったのはアスファルト防水保護コン
クリート仕上げの改修事例です。以前仕事でこの工
法を用いた防水の劣化に遭遇しましたが、その原因
と対策を探るのに悩んだことがありました。その経
験から今回のようなセミナーでの説明はとても勉強
になりました。
　座学を終え、場所を移して防水工事のデモンスト
レーションが行われました。内容はバーナーを使っ
た改質アスファルト防水工法（トーチ工法）や
BANKS工法の施工実演や下地処理工事の不具合再
現等です。
　実際の工事現場では見ることができないトーチ工
法とBANKS工法を並べての施工の比較実演は各工
法の施工性や施工速度を確認するのにとても参考に
なりました。
　また、不具合再現では様々な材料に下地材料を塗
布した実演が行われました。下地材料に合わせた処
理を適切に行われないことで簡単に防水層がはがれ

てしまうことが実感できました。
　設計に携わる人は、普段の設計・監理業務では仕
様書・要領書等の確認や現場の立ち会いで各種工事
の概要は知識として持っています。しかし、各種工
事の使用する道具や工程等の具体的な施工方法を実
感として知ることは少なかったように思います。こ
のような実演を伴うセミナーは知識や技術を習得す
るのにとても勉強になります。

　最後になりますが今回のセミナーを開催してくだ
さった主催者に心より感謝申し上げます。今後も今
回の防水セミナーのような実演を含めたセミナーで
学ぶことができればと思います。

防水技術セミナー2017　　　　
　　　　　　in 札幌に参加して

札幌支部青年委員会　川　島　　　亮　

アスファルト防水工法の施工比較実演

下地処理工事不具合の再現
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　青年委員長
　林　　裕馬

　去年から函館支部青年委員会の
青年委員長をやらせてもらってい
ますが最近の函館支部青年委員会
は勢いがあるなってとても感じて
います。どうゆう所が勢いあるか
というと新しい事にチャレンジし
たり行動を起こす事ができている
という所です。
　例えるなら青年委員会で新しく
始めたイベントの木で遊ぼうマイ
はしづくりです。今年で３年目に

なりますが、いまだに試行錯誤し
て成長しているイベントです。
　このイベントは今までやったこ
とがないイベントでした。新しい
イベントを企画、行動するのはと
てもエネルギーを使う作業でした。
　けど今の函館支部青年委員会に
はとても勢いがあります。なぜな
らとても良い仲間がいるからです。
　毎年、１級、２級建築士試験合
格者にターゲットを絞り、合格者
を祝う会を開催して建築士会およ
び青年委員会に勧誘していまし
た。地道な勧誘活動が実り毎年、
青年委員会の主要メンバーになる

素晴らしい仲間が１人、２人、と
着実に増えてきました。
　参加してくれる人が増えると何
をするのも、とても楽しくなって
きてその気持ち想いがみんなに伝
染してさらに面白い事をしてみよ
うって気持ちになってきていま
す。自分達の仕事も忙しく多忙な
中、頑張っていけるのは良い仲間
がいるからだと思います。
　まだまだ函館支部青年委員会は
これからも成長を続けると思いま
す。

函館支部 最近の函館支部青年委員会

Coffee Break  

　支部長
　佐藤　　久

　当支部は会員52名（Ｈ29.4.1現
在）で活動しています。少数では
ありますが現有の会員数を維持し
ながら、新加入の会員増に向け、
相互の情報の共有と事業に参加し
易い場の提供、地域の他団体
（人々）との協働をモットーに取
組んでいます。
　今年の主な事業として継続事業
－地域貢献活動（江差景観形成
ワークショップ）江差小学校６年

生を対象に平成22年から行われて
いる教室及び一休み公園での「景
観ワークショップ」の取組み。７
月「建築士の日事業」として支部
アピールの場として北前船競漕に
参加。（昨年は波高く中止でした）
８月には支部間交流のとして38回
目となる青森・函館・桧山の３支
部の交流会を桧山支部が当番とし
て開催いたします。桧山ならでは
の特色あるものとしたいです。９
月江差産業祭りにおいて檜山振興
局建築指導他と共同で子供を対象
にしたイスの製作。10月四会交流
親睦パークゴルフ大会を函館、桧

山の士会・事務所協会の仲間と交
流。また、昨年上ノ国町の上ノ国
高等学校において、本部女性委員
会の取組みで「建築士による住教
育出前講座」が開催されて参加見
学しました。受講された生徒さん
の中には将来建築を志す生徒さん
もいて、「がんばれ」と思わずエー
ルを送りました。今年も桧山管内
の他校での開催に向けて進めてい
ただければ幸いです。若い人たち
に関心持っていただければいいで
すね。

桧山支部 これからの活動

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

１番札所、礼文島・船泊港
「浮き」が動かないので爺ィはイロンナ事考えた。（ヤッパリ俺に、釣りは、向いて、ないかも！。
何か、イイ方法ナイかイ？ニンニクダメなら、蜂蜜漬け、とか、黒砂糖まぶし、はドーだロ？。
バター炒め、天ぷら、でもやってみるか？
にわか太公望は、ロクナ事考えない。
初日は、河豚の子１匹
と、「アッ、浮きが無いッ！」。ドコ行った！。眼を更にして海面探し
たが無い。「変だな」と竿上げた。するとグ、グッと手応え、「ツ、釣
れたァ～」。ドキドキ胸が高鳴った。が手応えが軽い。（エ、コレ、鮭
エ？）なんぼ何でもソレは違った。ナント上がって来たのは、小さな
河豚の兄ちゃん。
それでも釣りバカ爺ィは“俺様の初めて釣った魚”と、笑ってる隣の人にムリに頼ん
で「記念写真」。写真撮られた「河豚の兄ちゃん」、何が気に入らないのかプーッ、と
膨れた。
小さくとも河豚、初心者に釣られて、プライド傷ついたか？。アッチ向いて、ホイした。
が、放してやると、喜んで、元気に海へ帰って行った。� 完

笠原爺ィの釣り日誌 ～ DNAと背後霊「魚釣り八十八か所」の巻～� �-2

「笠原爺ィの釣り日誌」は本号をもちまして終了いたします。長い間ご愛読頂きありがとうございました。
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支部名 開催年月日 事　　　　業　　　　計　　　　画 開催場所

札 幌

６月30日（金）
18：30～

◆第25回建築士祭り
　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

ホテル札幌ガーデ
ンパレス

７月８日（土）
９：30～

◆見学会「札幌の景観バスツアー（白石区編）」
　札幌景観資産、札幌市都市景観賞受賞作品等を見学

札幌市白石区

千 歳 ７月（中旬）
◆イベント　出店
　�建築士会のＰＲ及び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歳支部として屋台を出店

千歳市

恵 庭

３月18日（土）
10：00～
16：00

◆第５回「えにわ新築・リフォームフェア」（＊後援事業）
　＊相談ブース【新築・リフォーム（９社）・不動産・住宅ローン・耐震】
　＊住まいのセミナー等を開催

恵庭ＲＢパーク

８月19日（土）
10：00～
20：00

◆第12回「ＹＥＧフェスティバル」出店（主催：恵庭商工会議所青年部）
　�建築士会のＰＲを目的に恵庭支部青年部が主体となって「えにわ焼き鳥店」を
出店

　＊目標　1,800本完売！

恵庭市役所「駐車
場」

９月10日（日）
９：00～
15：00

◆市内中学校　第８回「手づくり木工教室」開催（＊共催事業）
　�若年技能者人材育成事業の一環として、中学生に「手づくりで・・・ものづく
りを楽しんでもらう」そして「技（わざ）」のおもしろさに少しでも興味を持っ
てもらうことを目的として、毎年、市内中学校２校とし１校あたり生徒６名を
派遣してもらい、２×４ベンチ（長さ1,820㎜、幅400㎜、高さ400㎜）を１校あ
たり「６脚」製作

恵庭市職業訓練セ
ンター　１階「実
習場」

石 狩 ６月22日（木）
◆石狩市内　観光交流バスツアー
　�サーモンファクトリー⇒厚田道の駅⇒浜益区の名称、史跡、旧跡、建築物の視
察⇒増毛

石狩市内

函 館 ６月30日（金）
◆第30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ともに
収益金の一部を社会福祉・まちづくり関係団体等に寄付

ホテル函館ロイヤ
ル

桧 山 ７月２日（日） 第39回全道北前船競漕大会に参加
江差町かもめ島
江差港南埠頭

小 樽 ７月（初旬）
◆�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

◆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実施
小樽市

後 志
６月24日（土）
７月15日（土）

◆�会員相互（賛助会員含む）の交流事業：パークゴルフ大会及び交流会（倶知安
ＰＧ場）

◆地域事業への参画：ニセコ倉庫邑のイベントに参画（ニセコ中央倉庫群）

倶知安町、ニセコ
町

岩 内 ７月１日（土） ◆第15回ＤＩＹ体験会
岩内地域交流セン
ター

余 市 ７月中 ◆パークゴルフ大会・交流会 未定

７月１日は建築士の日。
今年も各支部で様々な事業を企画しています。ぜひ、他支部ものぞいてみてはいかがでしょうか。

「建築士の日」支部事業
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支部名 開催年月日 事　　　　業　　　　計　　　　画 開催場所

室 蘭

８月５日（土）
18：30～

◆親睦ビアパーティー：会員の懇親を深める為、ビンゴ大会・抽選会・ゲーム等
ログハウス
レストラン
ビアキャビン

10月１日（日） ◆支部視察研修会：会員の資質の向上と会員の親交を深めるのを目的として開催 未定

苫小牧
７月
（予定）

◆地域貢献活動として道路の清掃ボランティアとむかわ町施設見学会の実施
　施設見学会と道路清掃が終了後に、パークゴルフ大会を予定

むかわ町（穂別地
区）

空 知 ７月１日（土） ◆第28回建築士の集いビールパーティー
滝川　ホテルスエ
ヒロ

北空知 ８月中 第33回建築士と仲間の集い　青年部（パネル展）
深川　プラザホテ
ル板倉

留 萌 ７月（上旬） ◆チャリティビアパーティー 留萌市産業会館

旭 川 ６月30日（金）

◆第30回チャリティビールパーティー
　・建築士賞の表彰
　　�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、顕著な功績があった個人・団
体を選考し表彰

　・寄付金贈呈・アトラクション・抽選会等

トーヨーホテル

士 別 ７月１日（土）
◆建築士の日ビールパーティー
　・パネル展示　・抽選会等

士別グランドホテ
ル

富良野 ７月１日（土） ◆第29回「建築士の日」親睦ビールパーティー
アトリウム　タマ
リーバ

上富良野 ７月（上旬）
◆「建築士の日」ビールパーティー
　士会と町民との交流及び活動のＰＲを目的。

上富良野町公民館

名 寄 ６月30日（金） ◆支部交流のジンギスカンパーティー
名寄駅前交流セン
ター　「よろーな」

十 勝 ７月30日（日）
◆�【７月１日建築士の日】に合わせ建築士会として毎年ブースを出店し、木工作
や古建築展示を通じて子ども達や一般の方にも「ものづくり」の楽しさや興味
を持ってもらう活動

オビヒロホコテン
帯広市西２条８丁
目会場

釧 路 ７月28日（金）
◆建築士会釧路支部恒例ビールパーティー
　「建築士の日」事業開催

アクアベール

根 室 ７月（上旬） ◆焼肉懇親会 明治公園

中標津 ７月１日（土）
◆建築士の日記念事業（ベンチの製作、寄贈）
　標津町の特別養護老人ホームへ木製ベンチを４台程度、製作並びに寄贈

社会福祉法人標津
福祉会　標津はま
なす苑

網 走
７月１日
（予定）

◆第23回親睦ビールパーティー開催 網走市民会館

北 見 ７月８日（土） ◆（一社）北海道建築士会北見支部ビールパーティー 北見経済センター

紋 別 ７月（初旬） ◆第18回支部長杯パークゴルフコンペ「まきばの広場パークゴルフ場」 紋別市

宗 谷 ７月５日（水） ◆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 稚内市
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information

◆第１回まちづくり委員会ＷＥＢ会議
〈開催日〉５月27日（土）
〈議　題〉１）まちづくりフォーラムについて
　　　　　２）景観整備機構について
　　　　　３）全道大会（後志大会）分科会について
　　　　　４）連合会まちづくり委員会について
　　　　　５）その他

関係機関等会議参加予定（６月）
９日（金）　建築技術教育普及センター理事会

高野会長出席
19日（月）　日本建築士会連合会正副会長会議

高野会長出席
20日（火）　日本建築士会連合会通常総会

高野会長出席・吉木副会長出席

道本部の主な行事予定（６月）
■支部長・支部事務局長会議
〈開催日〉６月３日（土）　ポールスター札幌

◆応急危険度判定士机上訓練（上富良野町）
《日程及び会場》６月17日（土）
　　　　　　　　13：30～16：10
　　　　　　　　�上富良野町保健福祉総合セン

ターかみん（上富良野町）
《単位数》　　　２単位
《問合せ先》　　（一社）北海道建築士会上富良野支部
　　　　　　　　℡　0167-45-6981

ＣＰＤ認定プログラム（５月認定）

編　集　後　記
　今月の「建築士の日」支部事業の掲載にありますように、来
月は各支部で様々な事業を企画しているようです。昨今、各支
部が会員減少による事業縮小や予算削減など厳しい現状の中、
事業を行っているようです。これを通じて「建築士の日」とい
う各支部のイベントで、積極的に支部活動をアピールして、多
くの方に周知していただき、特に若い建築士の方の会員増加に、
つながると良い思います。
　お時間があれば、近隣の支部事業へ積極的に参加して、短い
北海道の夏を楽しんでは、どうでしょう！

情報委員会　鈴木　雅人（釧路支部）

道本部の主な会議報告（５月）
◆第２回理事会
〈開催日〉５月19日（金）
〈議　題〉１）�平成29年一般会計収支予算の補正（案）
　　　　　２）�平成29年一般会計事業報告及び収支状

況報告（３月末）
　　　　　３）�平成29年特別会計事業報告及び収支状

況報告（３月末）
　　　　　４）�平成29年全国大会特別会計事業報告及

び収支状況報告（３月末）
　　　　　５）�第42回全道大会（後志大会）の実施計

画（案）
　　　　　６）�第43回全道大会（士別大会）の開催日

程（案）
　　　　　７）�平成29年（公社）日本建築士会連合会会

長表彰推薦者（案）
　　　　　８）�平成29年（一社）北海道建築士会会長表

彰推薦者（案）
　　　　　９）�専攻建築士の認定審査に関する基準を

定める規則（審査基準）の改正（案）
　　　　　10）�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及び専
攻建築士審査評議会評議員の委嘱（案）

　　　　　11）�定款第６条に基づく会員の入会承認（案）

 　道士会の動き

お 知 ら せ
建築のお仕事体験　～７月１日は建築士の日～
　主催　（一社）北海道建築士会青年委員会
　日時　平成29年６月17日（土）～18日（日）
　　　　10：00～18：00
　場所　新さっぽろアークシティ
　　　　サンピアザ　光の広場
第10回　IFDA　国際家具デザインフェア旭川
　６月21日（水）～25日（日）　旭川デザインセンター
　http://www.ifda.jp/

既存住宅状況調査技術者講習
■開催地・開催日
◇新規講習／札 幌 市【６月６日（火）】　　旭川市【６月９日（金）】
　　　　　　帯 広 市【６月９日（金）】　　函館市【６月13日（火）】
　　　　　　北 見 市【６月16日（金）】　　釧路市【６月20日（火）】
　　　　　　苫小牧市【６月23日（金）】　
◇移行講習／函 館 市【６月１日（木）】　　旭川市【６月１日（木）】
　　　　　　釧 路 市【６月９日（金）】　

講習会のご案内


