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いよいよ函館で全国大会「北海道大会」開催
大会実行委員会

副委員長 山

会員皆様の元に「建築士４月号」第62回建築士会全国大会「北
海道大会」へのいざない特集号が届いたと思います。また、毎
年の全国大会の様子は、翌年２月号に報告特集で詳しく載って
いますので、そちらも見ながらこの記事をごらんになって頂け
ればと思います。

田

良

彦（函館支部）

９月20日(金）
プログラム
① 記者会見
② 連合会理事・士会長合同会議
③ 全国建築士フォーラム
④ 歴史的建造物見学会
(全国HMN協議会総会参加者対象）
⑤ 全国ヘリテージマネージャーネットワーク
協議会総会

▲

函館アリーナ

時間
13:30～14:30
15:00～17:00
16:00～21:00
14:00～16:30

会場
花びしホテル(2F) ライラック
花びしホテル(2F) 芙蓉
ホテル函館ロイヤル(3F) ロイヤルホール
函館市内

17:00～21:00

金森ホール

■９月20日(金）
大会の前日になりますが、19日から函館入りして
いる実行委員会および大会スタッフが中心になり準
備作業を開始します。会場のアリーナでは、朝から
委託業者による会場設営作業が行われます。午後か
らは、実行委員および大会スタッフにより別室で当
日参加者へ渡す資料の「袋詰め」作業（約3000個）
を行います。
別会場の花びしホテルでは連合会会長による「記
者会見」をはじめ関連行事として「連合会理事・士
会長合同会議」が開催されます。
ホテル函館ロイヤルでは、青年委員会主催の「全
国建築士フォーラム」が、金森ホールでは非会員の
方々も参加する「全国ヘリテージマネージメント
ネットワーク協議会総会」が歴史的建物見学会と併
せ開催されます。それぞれが懇親会もセットとなっ
ており、参加案内や登録は別途手続きとなっていま
すが、それぞれ年一度の交流会であり楽しい前夜祭
となることでしょう。

■９月21日(土）
大会当日の午前は、函館アリーナと花びしホテル
を会場にセッション（分科会）が行われます。建築
士４月号第62回建築士会全国大会「北海道大会」へ
のいざない特集号の「参加希望申込書」により参加
登録された各セッションの当日資料（手提げ袋）を
受け取りください。連合会の各委員会が担当する８
セッションが用意されていますので、関心がある
セッションに参加登録をしていただければと思いま
す。
参加者が楽しみにしている昼食については、事前
申し込みで用意している弁当（北海道らしさの素材
に拘った「みかど弁当」）と、屋外（ともえ広場）
でテントを張り「屋台村」が用意されています。各
種キッチンカーや地元食材を使った料理などを提供
します。
北海道の秋、青空の下で気持ち良く、あずましく、
アルコールもちょっぴり嗜み、楽しく過ごして頂き
ます。
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９月21日(土）
プログラム

時間

⑥ 総合受付

9:00～17:30

函館アリーナ(1F) ホール

⑦ 青年委員会セッション（地域実践活動発表会）

9:30～12:30

函館アリーナ(1F) 武道館Ａ

⑧ 女性委員会セッション

10:00～12:00

函館アリーナ(1F) スタジオＢ

⑨ 景観・街中（空き家）まちづくりセッション

10:00～12:00

函館アリーナ(1F) 武道館Ｃ

⑩ 福祉まちづくりセッション

10:00～12:00

函館アリーナ(1F) 多目的会議室Ｂ

⑪ 防災まちづくりセッション

10:00～12:00

函館アリーナ(1F) スタジオＡ

⑫ 環境部会セッション

10:00～12:00

函館アリーナ(1F) 多目的会議室Ａ

⑬ 情報部会セッション

10:00～12:00

函館アリーナ(2F) ホール

⑭ 歴史まちづくりセッション／
第７回ヘリテージマネージャー大会

10:00～12:00

花びしホテル(2F) 芙蓉の間

⑮ 記念講演

13:00～14:30

函館アリーナ(1F) メインアリーナ

⑯ 大会式典

15:00～17:00

函館アリーナ(1F) メインアリーナ

⑰ 大交流会

17:30～19:15

函館アリーナ(2F) サブアリーナ

⑱ 函館夜景バスツアー（アリーナ発貸切バス）

20:00～22:00

函館山展望台

⑲ 記念展示（作品賞等パネル展示）

10:00～15:00

函館アリーナ(2F) ホール

⑳ 企業出展ブース

10:00～17:00

函館アリーナ(1F) メインアリーナ回廊

 北海道物産コーナー

10:00～15:00

函館アリーナ(1F) ホール

 昼食（事前申込～弁当配布）
昼食（当日販売～屋台村）

11:00～13:00
11:00～14:00

函館アリーナ(2F) ホール
函館アリーナ(屋外) ともえ広場

午後のメインアリーナでは海外でも活躍している
北海道出身の建築家、藤本壮介氏の「記念講演会」
と、引き続き「大会式典」が開かれます。
大会式典のオープニングは、江差追分の唄と踊り
です。北海道といえば江差追分、日本遺産認定を受
けた江差町から第25回江差追分全国大会優勝者の菊
地勲氏（上席師匠）が出演します。菊地氏は昨年８
月５日に札幌で開催された「北海道150年記念式典」
で天皇皇后両陛下の御前で唄われた江差追分の第一
人者です。静寂の中で聴く江差追分は、厳しい環境
の中、北海道開拓を担った先人達を偲び、きっと、
全国からの参加者の胸を打つことでしょう。
夕刻には、２階サブアリーナで「大交流会」が行
われます。趣旨は、文字のごとく懇親会ではなく、
大交流会です。年一度、再会を楽しみに集いあう建
築士仲間との名刺交換、交流の場です。
また、その土地ならではの食の楽しみの場でもあ
ります。今回の大会で、実行委員会として、一番拘っ
たのが北海道らしさ、地元らしさの料理内容でした。
最近の傾向として、ホテル会場が多いせいか、あ
まり印象に残るような料理が少ないのが一寸物足り
なかったようです。そこで今回は、会場の火気使用
制限がある中、
テーブル料理はホテルから持ち込み、
その他の地元料理（Ｂ級グルメもあり）は会場（屋
外）で調理をして提供することにしました。
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さらに、今回は毎年、全道大会で恒例の各支部・
地域から提供していただいている北海道の地酒、ワ
イン、チーズ、珍味などを各テーブルに用意、全国
からの参加者に飲・食で「北海道らしさ」を味わっ
てもらおうと考えています。
■全国からの参加者は当然、その土地の歓楽街での
二次会を楽しみにしていますが、今回は、函館山か
らの夜景（「世界三大夜景」と呼ばれていました。）
を満喫してもらおうと貸し切りバスによる「函館夜
景バスツアー」を企画しています。せっかく函館に
来た以上は函館夜景を楽しんでいただきたいと思い
ます。（旅行日程や天候などにより、残念ながら観
られないことがあります。）また、函館山からの帰
りは宿泊施設のある函館駅前、五稜郭・本町、湯の
川温泉を経由し、それぞれの付近で降車できるよう
配慮しています。

北海道大会PRブース（2018年埼玉大会）

■９月22日(日）
地域交流見学会エクスカーションでは、５コース
を用意しています。
・Ａコース歴史的建造物街並み見学は、徒歩２㎞、
３時間で函館らしさを感じてもらう函館観光の目
玉コースの歴史的建築物を案内します。１班15人
ごとに観光ガイド（観光ボランティアガイド「一
會の会」の会員）が案内します。
・Ｂコース函館の重要文化財見学は、函館駅から貸
切バスで五稜郭タワーと箱館奉行所（平成22年に
復元）を経由、耐震改修工事中の遺愛学院と旧函
館区公会堂などの重要文化財指定建築物を見てま
わります。ガイドは建築士と現場担当者が行いま
す。
・Ｃコース函館の近代建築見学は、徒歩２㎞、2.5
時間で函館大火復興事業により形成された街並み
と耐火建築物を見て歩きます。
・Ｄコース日本遺産「江差いにしえ街道」散策は、
貸切バスで江差の街並みと江差追分全国大会の決
勝戦の観覧もします。
・Ｅコース縄文遺跡とニセコ小樽の街並み見学は、
世界遺産登録を目指している縄文文化に触れ、車
内でかにめし弁当、全国で有名となったニセコ（酒
造）
、余市（ニッカウヰスキー）
、小樽運河（宝川）
を見学、
ほろ酔い気分で札幌までご案内いたします。

■毎年開催されている全国大会に毎回参加できる会
員は少ないと思います。
当支部でも、
函館開催が決まっ
てから初めて参加した会員が多く、支部会員のなか
でも20人程度です。やはり、地元北海道大会への参
加は貴重な経験となります。13年に一度の滅多にな
いチャンス、日頃の活動とまた次元が違い、建築士あ
るいは建築士会というものを見直すことができます。
そして、全国大会に参加する会員・仲間との交流
を図ることにより、自分自身も建築士会も変わる
きっかけとなると思います。
実行委員会としては、北海道建築士会・会員とし
て大会の大成功のため、会員一人ひとりが「おもて
なし」の精神で全国各地から参加する会員を迎えて
参りたいと考えています。どうか皆様、この機会に
一人でも多く全国大会に参加してください。
そして、「おもてなし」のお手伝いをよろしくお
願いいたしま
す。各支部を
結集してご参
加ください。
各支部から
のご協力をお
願いいたしま
す。お待ちし
函館市内を走る路面電車
ております。

９月22日(日）

地域交流見学会（エクスカーション）
プログラム

コース名称

時間

１日コース

Ａコース

函館の歴史的建造物街並み見学

9:00～12:00

Ｂコース

函館の重要文化財見学

9:00～16:45

Ｃコース

函館の近代建築見学

9:30～12:00

Ｄコース

日本遺産「江差いにしえ街道」散策

8:30～17:20

Ｅコース

縄文遺跡とニセコ・小樽の街並見学

8:00～18:00

函館山からの夜景

大会会場の函館アリーナ

参加申込について
建築士会全国大会「北海道大会」参加申込書・詳細は、「建築士４月号」に掲載されています。所属支
部事務局へ期日までに参加申込書をご提出ください。（期日は支部によって異なりますので所属支部へお
問合せください。また、ホームページの方でも案内しておりますのでそちらもご覧ください。）
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フロアマップ
函館アリーナ会場案内図
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まちづくり会議報告

道士会まちづくり会議

胆振東部地震から考える ～建築士・建築士会ができること～
常務理事・まちづくり委員長 針ヶ谷
「胆振東部地震」を経験し、改めて様々な教訓や
反省点が浮き彫りになったのではないでしょうか？
３月16日に開催された、道士会まちづくり会議は、
「胆振東部地震」をメインテーマとし、この度の震
災について議論をする場とさせていただきました。
胆振東部地震についての講演
「防災から考えるまちづくり戦略」
（地独）北海道立総合研究機構 建築研究本部
北方建築総合研究所地域研究部部長 松村 博文 氏

人口増加により市街地は拡大してきたが、人口減
少時代に入り、市街地のコンパクト化が求められて
いる。一方、近年の防災技術向上から被害想定がで
き、防災計画が策定されるが、豪雨や胆振東部地震
などで甚大な被害を受け、防災対策だけでは限界が
見られている。そのような背景の中、震災を受けた
むかわ町では中心市街地の店舗併用住宅が軒並み被
害を受けた反面、商店街が抱える空き店舗等の問題
がある意味クリアランスされることとなった。今後
は、町外からの移住を見据え中心市街地に住居系建
物を建てる施策をベースに、商業エリアを一つに集
約し、コンパクト化した市街地再編や事前復興まち
づくりを実現させるべく、持続可能な地域運営を目
指し、まちづくり計画が進められているという、興
味深いお話しを伺いました。
「胆振東部地震に係る応急仮設住宅の整備」
北海道建設部住宅局住宅課主幹 奈良 華織 氏
胆振東部地震では最大震度７を観測し、全壊462
棟、半壊1,570棟の被害を受け、厚真町・むかわ町・
安平町で応急仮設住宅が建てられた。被災直後から
速やかな建設ができるよう準備が進められたが、被
災地の悲しみの中、仮設住宅の話をすることが難し
い場面もあるなど、必要戸数がすぐに確定できない
ことから仮設建設は２期に分けて行われた。
１期目は９月21日～10月31日、２期目は10月25日
～11月28日の期間に工事が行われ、208戸建設され
た。なお、戸当たりの建設費用は、寒冷地仕様であ
ることや小規模団地が多く、本州に比べ1.25倍程度
になっている。
また、１住戸の規模は、20㎡・30㎡・
40㎡のバリエーションとし、寒冷地対策として風除
室やFFストーブや給湯器の設置、断熱強化、窓は
二重サッシュとし断熱ドアを設置しているが、住民
アンケートでは
「寒い」
「狭い」との回答が多かった。
その他、仮設住宅が割り当てられているのに壊れそ
うな自宅に残る方がいるなど、きめ細かな対応が必

拓

己（札幌支部）

要なことや、福祉仮設が全国で初めて建設され、過
去に事例がなく苦労されたお話しなどを伺いました。
パネルディスカッション
「震災による問題点や課題。そして建築士や建築
士会に求められること」をテーマとし、
① 震災で、建築士・建築士会として何をした？
② 震災を経験して浮き彫りになった課題は？
③ 建築士・建築士会に何が求められている？
というお題について、パネリストのみなさんからお
話しを伺いました。行政から建築士会に求められて
いるものでは、「復旧段階での相談業務に関わって
ほしい」「建築士は人や暮らしを扱う視野が広いの
でまちづくりの担い手になってほしい」「防災教育
に携わってほしい」「空き家の問題に関わってほし
い」などの意見が挙がっていました。また、厚真町
にお住まいの参加者からは、「罹災証明における診
断を建築士会へ依頼すべき」との意見もありました。
〈パネリスト〉
北方建築総合研究所 地域研究部 
松村部長
北海道建設部住宅局住宅課 
奈良主幹
被災地応急支援委員会 
小町委員長
ヘリテージマネージャー特別委員会  関川委員長
女性委員会担当 
本間常務理事
〈コーディネーター〉
まちづくり委員会 
針ヶ谷委員長

パネルディスカッションの様子

グループ討議
「建築士・建築士会ができることは何か？」を
テーマに、防災／歴史／景観・街中（空き家）／福
祉の４テーブルに分かれ、
① こ れまでに挙げられた問題や課題、要望を、
どう解決する？
② 建築士・建築士会ができることは何か？
をお題に、パネルディスカッションのパネリストを
参加者が囲み、盛り上がりのあるグループ討議が行
われました。
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青年・女性の窓
住教育出張講座
「インテリア編」
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後藤

“これから働く学生のための
座談会”に参加して
鈴木

彩恵（札幌支部）

昨年12月に、コンクリート工学
会北海道支部若手会の主催する
“建築業界で活躍する女性技術者
とこれから働く学生のための座談
会”に、パネラーとして参加しま
した。企画立案は若手会の女性で
構成された“建設どさん娘の会”
によるものでした。
北海学園大学工学部の教室内で
開催され、参加者はパネラー５名
と、室蘭工業大学・北海学園大学
の建築学科・土木学科の女子学生
19名。他、サポート会員や新聞社
など多数の方々がいらっしゃいま
した。建築士会からの参加は、札
幌支部女性委員長の新海さんと私
の２名でした。
内容は、パネラー各自の10分間
自己紹介から、５～６名の班に分
かれてグループトークという流れ
でした。私以外のパネラーの自己
紹介が素晴らしすぎて、すっかり
うなだれてしまいましたが、学生
さんとの座談会は大変楽しく過ご
させていただきました。

就職活動が始まる前の企画との
事で、３年生・２年生と大学院１
年生の参加でした。１班あたり20
分程度の時間では、充分に話を引
き出す事が出来ずに終わってし
まった感じがしました。お互いに、
初対面での活発な話し合いはなか
なか難しいので、もっと学生さん
の興味を探ろうと必死になってみ
ましたが、短時間ではなかなかう
まくいかなかったように思います。
それでも少しずつ身体がほぐれ
てくると、「興味がある事で仕事
をするには、どういう会社で働く
のが良いのか？」などの質問があ
りました。今は、個人の働き方も
企業も、私の学生の頃に比べると
ずいぶん多様化しているので、選
択肢が多いように思います。いろ
いろな人と話す機会があると、だ
んだんモヤモヤが晴れてくるはず
なので、少しでもお役に立ててい
ると良いな…と、思いました。
今回、声をかけてくださった“建
設どさん娘の会”の皆様には、大
変感謝しております。次は、こち
らからお誘いできるよう楽しい企
画を考えたいです。

参加者にて記念撮影
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朋恵（札幌支部）

住教育出張講座「インテリア編」
を２月26日に南幌高校２年生11名
を対象に開催しました。
前年の10月に間取り図を制作
し、自身の制作図をさらにインテ
リアコーディネートして、プレゼ
ンボードを作り発表するという、
難易度の高い出張講座です。建築
士会から講師３名で対応しました。
一昨年は女子高での開催でした
が、今回は生徒11名中男子が９名
でしたので、興味を持ってくれる
のか多少不安な気持ちで臨みまし
たが、実際プランボード制作にか
かると積極的に自分のイメージを
雑誌から見つけ、クロス・床材・
カーテン・家具を着々とセレクト
し、用意した商材を一緒になって
探し、楽しく集中している様子で、
あっという間の３時間授業でした。
最後の発表までには、インテリ
アボードも完成して自分なりのこ
だわり、どんなテイストが好きか
を発表してもらいました。中には、
グリーンアイテムを多用した、完
成度の高い作品があり、先生に伺
うと、建築士志望の生徒とのこと
でした。また、生徒達は10月に間
取りを制作したことで住まいに関
心を持つ事が出来、今回のインテ
リアボード制作も積極的に取り組
めたというお話でした。
普段の生活では触れる事が少な
い商材に実際に触れて、自分の部
屋のイメージを表すという講座を
授業で開催させていただき、高校
側のご協力に感謝します。

商材を選んで、インテリアプレゼンボードを作る様子

Coffee Break

上富良野支部

支部活動と地域の良さを発信！活動は地道にコツコツと

事務局長

高松

徹

2013年４月に当支部の活動発信
ツールとしてブログを開設し、こ
れまで６年間、投稿を続けてきま
した。その活動は観光道路への花
植え、まちなかのイルミネーショ
ン設置や多くの町民が参加する建
築士の日ビールパーティ開催な
ど、
内容はあまり変わりませんが、
長く続けてきています。そして、
活動の度に発信してきたブログの
閲覧回数は約1,900回と、多くの
方に観ていただいているようで感

北見支部

サガリなど様々）
“ロケ地”になっ
ていることを知りました。この取
り組みはロケの誘致よりも、ロケ
後にどういう形で発信していくか
が重要なポイントとなるそうです。
私たちの地域には田園や山岳景
観、食文化など広く知ってほしい
資源がたくさんあります。これら
は、建築士会のネットワークを
使って全道を超え全国の仲間へ発
信することも可能だと思います。
これからは支部のアピールは勿
論、地域の良さも発信できたら
な～と思いながら活動を進めてい
きます。

建築士会の思い

事務局長

平塚

謝いたします。
会員数は45名と少ない支部です
が、あまり会員の負担にならず、
それでいて対外的にアピールでき
るような活動をこれからもコツコ
ツと続けていきたいと思います。
さて、みなさんは“ロケツーリ
ズム”という言葉をご存知でしょ
うか？映画やドラマなどのロケ地
として、役者やタレントが訪れた
店や撮影場所などを巡ること（い
わゆる聖地巡礼）を観光資源化し
てアピールするものです。
実は先日、当支部がある上富良
野町もこれまでに30回近く（題材
はラベンダー、温泉、十勝岳や豚

純一

建築士会に入会して11年が経
ち、入会当事は青年部の一員とし
て様々な活動に参加し、最後は副
青年部長まで務めました。２年前
に支部の事務局長に任命され本職
の仕事をしながらの仕事なのでと
ても大変です。支部長や各役員の
皆さんのおかげで様々な支部活動
を行うことができとても感謝して
いるところです。毎年開催してい
る建築士の日のビールパーティー
もチケットの準備から当日の段取
りまでとても大変でしたが、終

わった時の達成感がなんとも言え
なかったです。我々建築士が市民
の方に少しでも建築士会の活動を
知ってもらう場と思っています。
また、その他の事業として小学生
以下を対象に市内にある建物を題
材とした「こども絵画コンクール」
を開催しています。昨年は準備に
時間がかかり募集期間がとても短
くなってしまったので展示会自体
の開催も断念しなければいけない
と考えましたが、展示会のギリギ
リまで募集期間を延ばした甲斐も
あり、思った以上の作品数が集ま
り開催をすることができました。
少しでも子供たちが建物に興味を
持っていただき未来の建築士を目

東西アスファルト事業協同組合
弊社は、昭和
34年 に コ ン ク
（北見市南町） リートブロック
の製造販売及び
施工店として創
代表取締役
業いたしました。
神成 英樹
昭和47年頃よ
り防水工事の施
工を開始し、以後長年に渡り、オホーツク管内及び
釧路・根室管内を拠点に防水工事中心の専門工事業
者として、多くの皆様にお世話になっております。
時には同業他社の方々や材料メーカー、販売店様
のお世話になる等、本当に多くの皆様に支えられて
今日まで歩んでくることが出来ました。
『ご縁』を
大切にしながら社員一丸となり、東西アスファルト
事業協同組合の一員として防水工事の仕事を通し、
社会に貢献出来る企業であるために精進して参りま
す。
今後とも、皆様方の変わらぬご支援ご指導を賜り
ますよう心よりお願い申し上げます。

TEL：0157－23－4155

第一工業株式会社

指すきっかけになればと思いまし
た。これからも建築士会の活動が
市民のみなさんに知ってもらえる
ような支部活動を積極的に発案・
実行していけるように頑張りたい
と思います。

「こども絵画コンクール」の様子

組合員紹介

弊社は昭和47
年に東興アス
（函館市西桔梗町） フ ァ ル ト 工 業
(株)函館営業所
と し て 創 業、
代表取締役社長
(株)東京興業貿
朝倉 友和
易商会との合併
を経て、平成２
年に社名を東興アイテック(株)として独立しまし
た。営業所を札幌、苫小牧、仙台に開設し現在に至
ります。
創業当時は防水工事業を中心としておりました
が、近年では外壁改修工事や耐震改修工事などにも
着手。より多くのニーズにお応えするため、日々最
新技術を積極的に取り入れ、施主のみならず設計事
務所やゼネコンの良き相談相手になれる様、建物の
「プロフェッショナル」として技術向上に努めてま
いります。一級建築士１名、二級建築士１名、一級
建築施工管理技士４名、二級建築施工管理技士５名、
一級防水技能士８名 他

TEL：0138－49－8571

東興アイテック株式会社
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講習会のご案内（４月開催）

胆振東部地震災害対策協力

北海道庁にて知事から感謝状贈呈

監理技術者講習
５月16日(木)

札幌市・函館市

５月21日(火)

2019年度第１期建築士定期講習

６月５日(水) 札幌市
６月26日(水) 北斗市

６月18日(火)

千歳市

旭川市

「建築生産入門」講習会

５月23日(木)

札幌市

５月28日(火)
５月30日(木)

札幌市
５月29日(水) 北見市・北斗市
旭川市・帯広市 ５月31日(金) 釧路市

既存住宅状況調査技術者のための「次世代住宅ポイント
制度の解説と住宅リフォーム工事に関する講習会」
既存住宅状況調査技術者講習

新規：６月12日(水)
６月14日(金)
移行：６月21日(金)

札幌市
旭川市
札幌市

６月13日(木)

北斗市

講習会のお申込み・詳細は(一社)北海道建築士会HPをご覧
ください。
感謝状の贈呈式にて（高野会長 前列右より２人目）

３月28日に北海道庁本庁舎で北海道胆振東部地震
の災害対策に協力した北海道建築士会他11団体（建
築系６団体）
への知事感謝状贈呈式が開かれました。
当会からは、高野会長、石川専務理事が出席し、被
災地における住宅相談への会員の派遣などに貢献し
たとして、知事に代わり平向建築企画監より感謝状
が授与されました。

2019年（一社）北海道建築士会会員作品の募集
みなさんの手がけた建築作品を広く紙面やホームペー
ジでアピールしてみませんか。今年の応募締切は下記の
とおりです。多くの会員の応募おまちしています！
応募締切

令和元年５月17日(金)

必着

※応募要項等 詳細については、本会HPをご覧ください。

道士会の動き
道本部の主な会議報告（４月)
◆第２回青年委員会
〈開催日〉４月13日(土）
〈議 題〉１）全国大会(北海道大会) 他
◆第８回北海道建築士会ありかた検討会議
〈開催日〉４月23日(火）
〈議 題〉１）
「北海道建築士会の今後のあるべき姿」
最終報告
◆第２回総務委員会
〈開催日〉４月27日(土）
〈議 題〉１）北 海道建築士会ありかた検討会議中間
報告について 他

道本部の主な行事予定（５月)
17日(金)
25日(土)
25日(土)

関係機関等会議参加予定（５月)
13日(月)
23日(木)
28日(火)


ＣＰＤ認定プログラム（４月認定）
認定プログラムはありませんでした。

編 集 後 記
「令和」最初の全国大会は北海道大会！
大会テーマ「Re＋」は新たなスタートと共に今までの道程
を確認する機会でもあります。平成に開催された２つの大会、
旭川大会(Ｈ５)では、宇宙飛行士毛利衛さんの講演が未来を運
び、台風一過の帯広大会(Ｈ19)では屋外の交流会という北海
道ならではのおもてなしがありました。
さて、函館は…どんな感動があるのでしょうか。
５回目の北海道大会、私たちの手で成功させましょう。
情報委員会副委員長
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早川

第２回理事会
第２回情報委員会
まちづくり委員会WEB会議

陽子

建築CPD運営委員会（東京）
日本建築士会連合会正副会長会議
日本建築士会連合会理事会
すべて高野会長出席
情報委員会委員長／斎藤
副委員長／早川
委
員／熊谷
村山

北海道建築士

勝哉
陽子・森
智・柏倉
賢司・片岡

勝利・前田
晶憲
哲二

繁
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